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10月15日、泉国際ゴルフ倶楽部に於いて、ゴル
フ大会を開催した。当日は、秋晴れのもと74名の
参加者が各々プレイを楽しんだ。個人優勝は秋保
支部の太田敏見氏、団体優勝は昨年に続いて愛子
ひろせ西支部が栄光に輝いた。最後は参加者全員
で次年度に向けて健闘を誓った。

団体戦 優　勝　愛子ひろせ西支部
　　　 準優勝　館山支部
　　　 第 3 位　泉パークタウン支部

個人戦 優　勝　秋保支部　太田 敏見 氏
　　　 準優勝　将監支部　山崎 　雄 氏
　　　 第 3 位　愛子ひろせ西支部　庄子 嘉知 氏

10月26日、おおひら万葉パークゴルフ場
に於いて、会員親睦事業として、初めて
パークゴルフ大会を40名の参加のもと開催
した。当日は、晴天に恵まれたが、初めて
のパークゴルフに、悪戦苦闘しながらのプ
レーが多く、楽しく会員間の親睦を深めた。
表彰は、個人戦とチーム対抗戦で、結果は
以下のとおりとなった。

団体戦 優　勝　西部支部
　　　 準優勝　将監支部
　　　 第 3 位　館山支部

個人戦 優　勝　将監支部　熊谷 信昭 氏
　　　 準優勝　西部支部　針生 　孝 氏
　　　 第 3 位　秋保支部　岡崎 清治 氏

みやぎ仙台商工会
パークゴルフ大会を開催！

団体戦での表彰
（左から将監支部、西部支部、館山支部）

団体優勝・愛子ひろせ西支部

みやぎ仙台商工会
ゴルフ大会を開催！

個人優勝・太田 敏見 氏（秋保支部）
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工業部会では、災害支援ネット
ワーク協議会提言事項の具現化の
一環としてドラム缶を活用した炭
窯造りに取り組み、実際に炭窯を
製作し、建築資材を燃やして炭を
製作した。出来上がった炭は、初
めてにしては燃料として十分使え
る出来栄えだった。

炭窯開発プロジェクトX!!
工業部会

移  動  研  修
サービス観光業部会青年部

炊き出し実践講習会
青年部では、 9 月28日、株式会社銘林仙台営業所内展

示会会場にて災害支援ネットワーク事業の一環として
「炊き出し実践講習会」を開催した。宮城地区食生活推
進員副会長の佐藤みよ子氏を講師に招き、実演を交えな
がら炊き出しをする際のポイントなどについて講演をい
ただいた。炊き出しが単に被災者の食欲を満たすためだ
けではなく、被災者へ心理的な満足感、安心感を与え、
活力の基となるという事が理解できた。災害に対する新
たな支援方法について理解を深めることができ、有意義
な講習会を終了した。

有事の際の食料の調達といったテーマでの研究を目
的とし、10月30日に山形県米沢市に上杉鷹山公の時代よ
り伝わる「かてもの」について、郷土料理に詳しい米沢
生物愛好会石栗会長のもとを訪ねた。先生によると「か
てもの」とは、飢饉や災害に備え山野草をご飯に混ぜた
り、おかずとして食べる方法を習得するための書物であ
り、当時のものを第 2 次世界大戦時中にも活用されてい
たようで、今回の研修を活かして研究に取り組みたいと
思う。

災害支援ネットワーク事業を推進中！

大規模災害が発生した際の対処・対応方法を構築、学ぶことにより市民の安全を確保し、如何に生命財産を
守るかを学び実践することを目的とした事業で、部会毎にテーマを設定し、推進しています。
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東京池袋で
自慢の商品を展示販売！

本会では復興促進事業として、宮城ふるさとプラザへ
の出品の支援を行っています。

この事業は10月から来年 2 月まで本会が指定する 3 日
間、宮城県のアンテナショップ「ふるさとプラザ（東京
池袋）」で自社商品の販売・展示の経費の一部を本会が
支援するもので、第 1 弾として先月は㈱あきたこまち販
売の登米産新米ひとめぼれと石臼工房石の屋の新商品カ
レー味の味噌かりんとうを出品し、会場を訪れたお客様
からたいへん好評でした。

これからは工芸品をはじめとした商工会地域の特産品
が出品されます。

福島県会津若松市 視察
女性部視察研修旅行

（9月26日～27日実施）

チャーターバスを利用し、年に 1 度の視察研修旅行と
いうことで、バス車内は終始賑やかな笑い声の中、震災
復興支援を目的とし、部員15名・事務局 2 名で福島県会
津若松市へ 1 泊 2 日の行程で視察した。

1 日目には大熊町商工会会長　蜂須賀 禮子氏より
「忘れてはいけない原発事故」と題しご講演いただき、
同商工会女性部員と交流をする等、大変意味のある有意
義な視察研修となった。

大熊町商工会会長と女性部員の皆さまと一緒に

日本政策金融公庫からのお知らせ
震災により、直接又は間接的に被害を受けた小規
模事業者の方は、一般枠と別枠で用意する貸付限度
額、金利引き下げ措置を利用することができます。
○貸付限度額：1,000 万円
○貸付金利：0.85％11月12日現在（貸付後当初3年間）

○貸付期間：設備資金 10年以内
　　　　　　運転資金 7年以内
※マル経は商工会に加入後６カ月以上の指導実績が必要です
※震災により直接又は間接的に被害を受け、商工会等が策定する「小
規模事業者再建支援方針」に沿って事業を行うことが見込まれる
方が対象になります。お申し込み・条件など詳しくは商工会まで

※お申し込みには、り災証明が必要となります

マル経（無保証人・無
担保）の

東日本大震災対応特
枠が便利です！

税務署からのお知らせ

個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所
得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方
に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月
からは、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方（所得
税の申告の必要が無い方を含む）について必要となります。詳
細は国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）または、最
寄りの税務署（仙台北222-8121、仙台南306-8001）にお問い
合わせください。

平成26年1月から

記帳・帳簿等の保存
制度の

対象者が拡大されま
す

事業主のみなさま、
労働保険の加入手続きはおすみですか？

仙台公共職業安定所
からのお知らせ

労働者（パート・アルバイトを含む）を 1 人でも雇ってい
る事業主は労働保険（労災保険・雇用保険）に加入する義務
があります。
まだ労働保険の加入手続きを取られていない事業主の方
は、今すぐ最寄りの労働基準監督署若しくは公共職業安定所
（ハローワーク）又は商工会にご相談ください。

11月は労働保険適
用促進

強化期間です

宮城県の最低賃金が変わりました

※発効日平成24年10月19日
※特定の産業には特定（産業別）最低賃金が定められています 宮城労働局からのお知らせ

675円→ 685円時間額
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商工会支部だより

今年加入し
た 2名の方

も参加し、

親睦を深め
ました

芋煮と

鳴子の紅葉
を堪能！！

気になるメ
タボ対策を

熱心に伺い
ました山形風のお

いしい芋煮
とビンゴ大

会

で盛り上が
りました

酒田と新発
田の歴史文

化を

視察しまし
た

アットホー
ムな

館山支部会
員

秋保支部●納涼ビアパーティー（9/2）

八乙女支部●芋煮会（10/27）

中央東支部●健康増進講習会（9/29）
中央東支部●レクリエーション大会（10/13）

東部支部●会員親睦視察研修旅行（10/8）

館山支部●会員親睦ビアパーティー（9/7）
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仙台北法人
会宮城支部

と力を合わ
せ、

総勢31名で
錦ヶ丘方面

を清掃しま
した

「地域再生と駅
づくり」をテー

マに32名が参
加

講師は塩釜商
工会議所菅原

副会頭（写真
）

みなさんお
いしいお酒

とお料理に

満面の笑顔
です

愛子ひろせ西支部●清掃奉仕活動（10/14）

ひろせ支部●清掃奉仕活動（10/14）

西部支部●まちづくり講演会（10/25）

黒松支部●奥様研修会（10/22）
楽しく汗をかきました。写真は
横田支部長と優勝した細川馨さん

大沢・泉ヶ丘支部●ボウリング大会（10/23）

南光台・向陽台・中央西・中央東支部

南光台支部では、10月14日「古賀メロディで元気
に！」と題し仙台市青年文化センターにて演奏会を開
催した。演奏者に、故古賀政男の直弟子として名を成
したアントニオ古賀氏を迎え、古賀メロディ及びラ
テン音楽を中心にクラシックギターの演奏とともに歌
声を披露、参議院議員・元女優の山東昭子氏とのコラ
ボレーションもあり、430名を超える観客は、その演奏
と歌声を十分堪能していた。
向陽台支部では、10月 7 日に、日帰り親睦会を実
施した。遠刈田温泉の三治郎にて、ゆっくり温泉に入
り、和やかに親睦を深めた。
中央西・中央東支部は、商栄会と共催で、10月20
日に宮城県在住のシンガーソングライター熊谷育美
さんのライブ＆トークショーを開催。会場のすいせん
通りは、開演時間の18時には人が通るのにも困難なほ
どの来場者であふれ、大盛況のもと無事終了した。

会員 8名で陸前落合駅から国道48号線、
落合市民センターまでの区間を清掃しました
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泉中央地区の秋のイベントとして定着してきた『Izumi Marche 2012』が 9 月15日、泉中央ペデストリアンデッキ
を会場に開催された。

会場は、産直・西洋野菜やマフィンやチーズ等の食品、雑貨、アクセサリー等を買い求める約 3 万 5 千人の来場
者で終日賑いを見せ、会場内 3 か所で行われた生バンドによる演奏やライブペイント、大道芸等のパフォーマンス
も好評を博した。

Izumi Marche 2012

今年で第24回となる宮城地区まつりが10月28日、宮
城総合支所前広場を会場に開催された。

今年も青年部が「焼きそば」「焼鳥」、女性部は「そば」
「うどん」を販売してまつりに参加、賑わいを演出した。

心配された天気もお昼頃までなんとかもった事もあ
り、商工会コーナーの出店者も品切れするお店が続出
し、来場者の皆様にも宮城地区の伝統文化や地場産品
を満喫していただいた。

10月28日秋保総合支所敷地内で、恒例の「まつりだ
秋保2012」が開催された。当日は小雨混じる曇り空に
もかかわらず、大勢の来場者で賑わった。

イベント会場では、地元の農産物や特産品を販売す
るテントが立ち並び、ステージ上では商工会青年部に
よる野菜の重さ当てゲームをはじめ、お楽しみ抽選
会、伝統芸能や消防局音楽隊による演奏、はしご乗り
などが披露され盛大に終了することができた。

実行委員長として挨拶をする
岡崎秋保支部長

まつりだ秋保2012
（秋保地区商工祭）開催

宮城地区まつり

おいしい売店メニューに
多くの方が舌鼓を打った

今年は県内外から108店舗が出
店した




