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ホームページでは随時情報を更新していますのでぜひご覧ください。

第74号

P 2   秋のイベント　開催報告
P 3   商工会支部対抗ゴルフ大会開催報告
  商工行政に関する懇談会開催報告
P 4   商工会内部組織報告
  サービス観光業部会・青年部・女性部
P 5   商工会内部組織報告
  各支部活動
P 6   説明会のご案内
  一日公庫のお知らせ
  職員人事異動のお知らせ
  会員事業所紹介

秋のイベントが各地で開催
みやぎ仙台商工会のエリア内各地で秋のイベントが開催されました。

どのイベントもたくさんの人出があり会場は活気に溢れました。

今年で ６回目を迎え、更なる盛り上がりを見せた泉マルシェ 秋晴れの好天の中、賑わいを見せる第26回宮城地区まつり

今年も多くの人で賑わったまつりだ秋保2014 スプリングバレー泉高原スキー場を会場に開催された泉ケ岳悠・遊フェスティバル
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9 月20日、泉中央駅前ペデストリアンデッキ
において Izumi�Marche�2014が開催されました。
今年は過去最多の約150店が出店し、飲食店か
らアンティーク雑貨まで様々な品物が店頭に並

館山支部が今年も出店

今年も出店しました !!

泉ケ岳悠・遊フェスティバル2014
泉ケ岳の秋の恒例イベント「泉ケ岳悠・遊フェスティバル」
は 9 月28日、スプリングバレー泉高原スキー場を会場に開催
され、館山支部、根白石商店会は今年もどんどん焼き・トン
汁などの販売を行い、賑わいづくりの演出に協力しました。
当日は天候に恵まれ区内の各種団体のステージ発表、工作
体験など来場者は大自然にふれあい秋の一日を堪能しました。

まつりだ秋保 2014 第26回 宮城地区まつり
「まつりだ秋保�2014」が10月26日に秋保総合支所前広
場をメイン会場に「みつけよう！�秋保の味とたからも
の」をメインテーマで開催されました。
今年も商工祭を同時開催し、野菜の重さ当てや餅を振
舞って会場を盛り上げました。会場には地元住民の外に
観光客の方々も訪れ、秋保の楽しいひとときを満喫して
いただきました。

10月26日に「第26回宮城地区まつり」が宮城総合支所
を中心に開催され、商工会コーナーへは13会員事業所等
が出店しました。会場は終日多くの人で賑わい、来場者
は地場産品や各団体のステージ発表を満喫していまし
た。又、今年度、地域活性化を目的に商工会と結麺会で
作成したステッカーを会場で先行配布し、好評を得るこ
とができました。

青年部・女性部も出店しました 壇上で挨拶する冨樫商工会副会長

泉マルシェ2014 会場風景

思わず足を止めて見てしまう大道芸パフォーマー

お洒落で活気のあるイベント

泉マルシェ2014開催
び、来場者を飽きさせ
ることなくマルシェを
盛り上げました。
また、ライブペイント
や大道芸等のパフォー
マンスも好評で、最後
まで来場者の笑顔で溢
れていたイベントでし
た。
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10月21日に仙台ヒルズゴルフ倶楽部において開催されました。
当日は、前日の雨はなんとか止んだものの午後からまた降り始めるというコンディ
ションの悪い中、89名の参加者が各々プレイを楽しみ、盛会裡に終了する事が出来ました。
個人優勝はAGCポリマー建材株式会社の矢吹信二氏、団体優勝は館山支部となりまし
た。最後は参加者全員で次年度に向けて健闘を誓いました。
また、参加者にご協力いただいたチャリティー金は3.11大震災被災者への義援金として
河北新報社を通じて寄付し、10月25日河北新報朝刊23面に掲載されました。
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団体優勝した館山支部の皆さん
ゴルフ大会会長挨拶

優　勝　館山支部
準優勝　秋保支部
第 3 位　将監支部

優　勝　矢吹信二 氏（AGC ポリマー建材㈱・非会員）
準優勝　賀川裕二 氏（㈲プロテクトライフ・ひろせ北支部）
第 3 位　高橋定雄 氏（㈲ティーケーシステム・ひろせ支部）

団
　
体

個
人
戦

10月29日、本会役員と仙台市産業政策部と商工行政に
関する懇談会を開催しました。
本会からは、地域振興等の諸事業の実施状況の報告
と、仙台市の中小企業活性化に関する条例制定後の地域
小規模零細企業に対する諸支援策、並びに観光客誘致に
関した市中心部と泉中央地区の交通問題等の要望がなさ
れました。
仙台市より、本会の要望に関して商工会との連携を密
にして、関係部局とも連携して対応して行く旨のお話し
があり意義ある懇談会となりました。

平成26年度  商工行政に関する懇談会
本会役員と仙台市産業政策部と懇談

和やかに行われた懇談会
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視察研修＆現地セミナー 開催資源循環型ブランド牛
「蔵王爽清牛」

サービス観光業部会

照明のことなら､おまかせください
省エネの相談・高所のランプ交換など

お問い合わせください。

LED 照明・各種ランプ販売及びメンテナンス

〒981-3111 
仙台市泉区松森字明神１－１

TEL 022－372－8559協工業 株式会社
かのお

10月16日、蔵王町で推進している資源循環型ブランド牛「蔵王爽
清牛」について学ぶため、視察研修＆現地セミナーを開催しました。
飼料となる爽健美茶の茶殻を製造する仙台コカ・コーラボトリン
グ㈱蔵王工場を視察し、レストラン蔵夫土で実際に蔵王爽清牛を食
べ、その後、蔵王エコネット�代表理事の佐藤正彦氏を講師に、蔵
王爽清牛を開発するに至った経緯、これからの地域振興、観光につ
いてご講演頂き、大変有意義な研修となりました。

仙台コカ・コーラボトリング㈱蔵王
工場を見学する参加者

9 月 7 日、青年部ではクリーン運動・福利厚生事業を
開催しました。クリーン運動では秋保地区の秋保の里
センターを中心に約 1時間かけ清掃活動を行い、地域の
方と交流を深めながら地域の活性化に貢献。
福利厚生事業では㈲木の家において部員とその家族を
招きバーベキューと芋煮会を開催しました。天候にも恵
まれ、自然と料理を満喫する家族の様子に青年部員も終
始笑顔で参加されていました。

秋保地区クリーン運動・　　
　　福利厚生事業開催

秋保地区クリーン運動・　　
　　福利厚生事業開催

青年部

▲ �清掃活動へ意気込
む青年部員

BBQを満喫する

▲

部員と家族の皆さん

女性部では10月 9 日に若手後継者等育成事業として
「地元再発見根白石探検」を開催しました。
木造校舎の根白石小学校、七不思議がある満興寺、政
宗公の祖母、栽松院の居城の白石城、192０年代に作られ
た冠川根白石発電所…など、仲秋の根白石をボランティ
アガイド本山さんの説明を受けながら視察を行いました。
普段何気なく見過ごしてきた地元地域の隠れた穴場を
再発見し、各々の事業所の来客に対する話題作りにつな
がりました。

若手後継者等育成事業
女性部

▲ �住職から講話を
いただきました

天気にも恵まれ

▲

ました
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南光台支部

地域の皆様をご招待
「アントニオ古賀」
コンサート 開催

南光台支部では、 9 月 1日、仙台市青年文化センターにて
アントニオ古賀氏のコンサートを開催しました。当日は、古
賀メロディおよびラテン音楽を中心に、クラシックギターの
演奏とともに歌声が披露され、約400名の来場者は、アントニ
オ古賀氏のギターの音色と歌声を十分に満喫していました。

素晴らしい演奏に

▲

聞き入る来場者

ひろせ・愛子ひろせ西支部

清掃奉仕活動を実施

ひろせ支部、愛子ひろせ西支部（宮城地区女性部、仙台北
法人会宮城支部と共催）では、10月12日早朝、毎年恒例となっ
た清掃奉仕活動を各支部で実施しました。当日は好天にも恵ま
れ、地域の環境美化に貢献することができたとともに参加者同
士で交流も図ることができ、有意義な活動となりました。

▲ひろせ支部では下愛子・
　栗生周辺、国道48号線沿を清掃

▲愛子ひろせ西支部では
　愛子駅から錦ヶ丘までを清掃

大沢・泉ヶ丘支部

会員親睦ボウリング大会を開催
10月21日、ボウルサンシャイン富谷店に
於いて、18名の会員・従業員が参加し熱戦を繰り広げました。
上位 7 名が11月 5日開催の商工会支部対抗ボウリング大会に
出場し、健闘しました。

優勝　細川幸子�様（㈱シンテック）
2位　鷲尾純一�様（栄龍飯店）
３位　野本剛司�様（理容フィールド）

秋保支部

会員親睦事業の
開催

毎年恒例の秋保支部の会員親睦事業を 9月 7日に開催しま
した。今年度はいつもと少し趣向を変えて秋保森林スポーツ
公園内でバーベキュー大会を実施しました。当日は天気も快
晴で参加者一同、会場で準備した芋煮とバーベキューに舌鼓
を打ちながらお互いの情報交換し、有意義なひと時を過ごす
ことができました。

芋煮とBBQを楽しむ

▲

参加者一同

中央東支部

歴史と
芸術を
堪能

広島・岡山・神戸への視察研修を支部会員16名参加のもと
実施しました。広島では原爆資料館や原爆ドーム見学のほか、
お好み焼きの焼き方と食べ方を研修。二日目の岡山では大原記
念館で歴史ある絵画鑑賞と、素晴らしい庭園と街並みを散策。
最終日の神戸では白鶴酒造、北野異人館街等歴史ある建造物
を見学し、神戸空港から参加者全員無事仙台に戻りました。

中央西・泉PT支部

2 支部合同での
講演会を開催

9 月 5 日、中央西支部と泉PT支部の 2 支部合同での講演
会を開催しました。㈱ダックス�遊佐氏を講師に迎え「海外事
業への進出について」をテーマとし、カンボジアへの進出を
例に現地の制度・風習を踏まえた事業進出について講演をい
ただきました。講演会終了後は親睦会を開催し隣接する両支
部の親交を深める事業となりました。

興味深い話に

▲

聞き入る参加者
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会員事業所紹介vol.9
今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

わが社の
一押し！

会員事業所
紹介 自家焙煎まめ舎　伊 珈琲

264

264

263

263

宮城県図書館

仙台白百合学園
小学校・高校 宮城大学

泉西郵便局

仙台泉プレミアム
アウトレット

こどもの国
幼稚園

寺岡中学校

タピオ

5�自店の PR：産地・農園・品種の特定できる珈琲生豆
を直火型自家焙煎機で心をこめてローストしていま
す。個性ゆたかな素材の持ち味を最大限に引き出す
ため丁寧に焙煎した珈琲豆を地域の皆様に提供いた
したく心掛けております。珈琲を通してやさしい時
間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

会報用広告

封筒用広告

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

㈱東北カレンダーギフト
℡.０２２－３７２－２４９４
Fax.022-372-2596
981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目33-7

営業時間・平日AM９時～PM６時／休日及び祝祭日AM10時～６時

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

㈱東北カレンダーギフト
℡.０２２－３７２－２４９４
Fax.022-372-2596
981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目33-7
営業時間・平日AM９時～PM６時／休日及び祝祭日AM10時～６時

マル経（無担保・無保証）の
東日本大震災対応特枠の利用が大変便利です。

一日公庫開催のお知らせ
恒例となりました㈱日本政策金融公庫による一日公庫
を下記のとおり開催します。年末の資金など相談をご希
望の方は事前に商工会にご予約をお願いします。

本　　所：平成２６年１２月 ２ 日（火）１０時～１６時
宮城支所：平成２６年１２月 ４ 日（木）１０時～１６時

★制度のご案内� （平成26年10月10日現在）
普通貸付

（事業を営む、ほとんどの業種の
方にご利用いただけます。）

経営改善貸付（マル経融資）
（商工会の会員で、6カ月以上の
経営指導を受けている方）

貸付限度額 4,800万円以内 2,000万円以内

返済期間
運転資金  7年以内 運転資金  7年以内
設備資金10年以内 設備資金10年以内

利　率 年1.45％～（条件により異なります） 年1.35％
担保・保証人 不動産・第三者の方など 不　要
※�お客様の資金ニーズに合わせて、長期・低利でご利用いただける特別貸付も取
扱いしております。なお、設備投資を行う方には「設備資金貸付利率特例制度」
（ご融資後当初 2年間（被災地域において雇用の維持又は拡大を図る場合は、全
融資期間）の利率を0.5％引き下げる制度）は平成27年 3月までとなっております。

職員人事異動のお知らせ
11月 1 日付の職員人事異動で、転出・新規採用があり
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
●転出
登米みなみ商工会へ	 主事　齋

さい

藤
とう

　勝
かつ

和
より

●採用
新規採用	 主事　丹

たん

野
の

　紘
こう

資
すけ

（本所）

平成26年分　所得税青色申告決算説明会
管轄税務署より標記説明会のご案内がありましたので、
都合のよい会場へお出かけください。なお、駐車場が狭い
会場もございますので、公共の交通機関をご利用ください。
月日（曜） 時間 区分 会場 所在地

12月3日
（水）

10：00～12：00 営業等 イズミティ21小ホール
（仙台市泉文化創造センター）

泉区泉中央
2-18-114：00～16：00 不動産

12月10日
（水）

10：00～12：00 不動産 太白区役所
５階ホール

太白区長町南
3-1-1513：30～15：30 営業等

12月11日
（木）

10：00～12：00 営業等 太白区役所
５階ホール

太白区長町南
3-1-1513：30～15：30 不動産

※上記以外の説明会の日程・場所については管轄税務署にお問い合わせください。

白色申告者　記帳説明会のご案内
平成26年 1 月以降事業所得、不動産所得又は山林所得

を生ずべき業務を行う全ての方（所得税の申告の必要がな
い方を含みます。）について、記帳と帳簿書類の保存が必
要になりました。つきまして、下記により説明会が開催さ
れますので是非ご出席ください。
月日（曜） 時間 会場 所在地

11月17日
（月）

10：00～12：00
13：30～15：30

イズミティ21小ホール
（仙台市泉文化創造センター）

泉区泉中央
2-18-1

11月19日
（水）

10：00～12：00
13：30～15：30

太白区文化センター
楽楽楽ホール

太白区長町
5-3-2

11月21日
（金）

10：00～12：00
13：30～15：30

日立システムズホール仙台
（仙台市青年文化センター）
シアターホール

青葉区旭ヶ丘
3-27-5

※上記以外の説明会の日程・場所については管轄税務署にお問い合わせください。

1代表者名：伊藤　正巳
2所 在 地：泉区寺岡 １ －１８－１３
3電話番号：022-220-2528
4業　　種：珈琲豆自家焙煎

一言 「初めての職場ですので至
らぬ点が多々あると思いますが、
会員の皆様に頼って頂ける存在に
なれるよう尽力していきますので
よろしくお願いします。」


