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秋保支所
仙台市太白区秋保町長袋字大原45－1
TEL 022-399-2846/ FAX 022-399-2260
メールアドレス：akiubranch@m-sensci.or.jp発行日：平成28年11月10日

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。
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今年で 8回目となる「Izumi Marche 2016」が
9月17日に開催され、多くの来場者で賑わいを
みせました。 2ページに関連記事
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月日 曜日 事業内容等 場　所
11月 16日 水 女性部若手後継者等育成事業 商工会館
11月 20日 日 第183回全国商工会珠算検定試験 商工会館
11月 20日 日 支部長・役員等研修会　～21日 ホテルきよ水
12月 1 日 木 会員親睦・復興支援バスツアー 南三陸町
12月 5 日 月 女性部すずめ踊り講習会 商工会館
12月 17日 土 建設業部会研修会 商工会館
1月 7日 土 仙台市泉区新春賀詞交歓会 仙台ロイヤルパークホテル
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みやぎ仙台商工会

ゴルフ大会を開催！
　10月24日に泉国際ゴルフ倶楽部に於いてゴルフ大
会が開催されました。当日は、天候に恵まれ良いコン
ディションの中、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㈱ダック
スの遊佐祝治氏、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。

個人戦優勝した遊佐祝
治氏（左）

団体戦優勝した館山支部

個人戦優勝　遊佐 祝治 氏
　　　　　　（㈱ダックス・中央西支部）

個人戦準優勝　喜藤 　稔 氏
（古川信用組合泉中央支店・中央西支部）

個人戦第３位　海上 功一 氏
  　　　（㈲松森自動車商会・館山支部）

団 体 優 勝　館山支部
団体準優勝　愛子ひろせ西支部
団体第３位　ひろせ支部

第28回 宮城地区まつり

10月23日、宮城総合支所前広場をメイン会場に
「第28回宮城地区まつり」が開催されました。商工
会コーナーへは、青年部・女性部を含む13会員事
業所が出店し、三角定義あぶらあげをはじめとし
た宮城地区ならではの味覚のほか、とんぼ玉作製
体験コーナーでは自分の作った作品に子供たちの
笑顔が見られました。晴天のもと、会場は終日賑
わいを見せ、来場者の方々は、ステージ発表や宮
城地区の特産品が当たる大抽選会を楽しんでいま
した。

大勢の人で
賑わいました

秋 保ま つ り だ
2016

10月30日、晴天のもと、「踊る秋保に  観る秋保  秋保
の秋は飽きがない！」をテーマに「まつりだ秋保2016」が
秋保総合支所前広場を会場に開催されました。
今年も商工祭を同時開催し、商工会青年部・女性部が
中心となり野菜の重さ当てゲーム大会や餅つき大会を実
施し、会場は大いに盛り上がりました。
来場者の方々は、気持ちのよい秋の陽ざしの中、秋保
のまつりを楽しんでいました。

ステージでの馬場の田植踊

「泉マルシェ2016」
開催

　9月17日、泉中央駅ペデストリアンデッキに
て「泉マルシェ2016」が開催されました。今年
は昨年を上回る158店舗が出展し、美味しい食
べ物や限定の手作り商品等を求めてたくさん
の来場者に来て頂くことができました。晴天の
もと、来場者は音楽やダンスを楽しめるステー
ジを見学し、それぞれが思い思いの商品を購入
して回り会場は一日中客足が途切れることな
く、大いに盛り上がりました。

開催

来場者で混雑する会場
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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26日、本会役員と仙台市経済局産業政策部等と商
工行政等に関する懇談会を開催しました。
　本会からは、経営支援、地域振興等の諸事業の実施状
況の報告を行い、中小・零細企業への若年労働者の定着
を促進する要望と、本会西部地域への観光客誘致に関し
た公的な物産館的な施設の必要性や外国客の滞留策等
について要望がなされました。
　仙台市より、本会の要望に関して仙山連携の活用等商
工会と関係部局、関係する組織団体等と連携を密にし
て、要望については前向きに検討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28年度 商工行政等に関する懇談会
本会役員が仙台市経済局次長等と懇談

懇談会の様子

　9月29日、秋保総合支所に於いて、今後増
加が予想される外国人観光客に対する接客
対応について学ぶために、㈱ライフブリッジ
の櫻井亮太郎氏を講師に迎えセミナーを開
催しました。内容は、発音矯正や接客英語フ
レーズ等の英語での接客対応について講義
をいただきました。多くの方が苦手意識を
持っている英語でしたが、わかりやすく覚え
やすい説明で、参加した事業所にとって接客
対応について学べた大変有意義なセミナー
となりました。

外国人観光客
おもてなしセミナーを
開催！

講義で説明する櫻井氏と、熱心に
受講する参加者
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　商業部会では「キリンビール仙台工場」と「仙台うみの杜水族館」を見学する移動
研修会を、部会員・従業員等18名参加のもと実施しました。
　工場見学では、説明を聞きながらビールが出来るまでの工程を見学し、最後に出
来立てのビールや本研修会の1週間後から全国発売される“一番搾り熊本づくり”
を先行試飲し飲み比べる事ができたラッキーな一面もありました。また、水族館見
学ではほとんどの参加者が「イルカ・アシカのパフォーマンス」ショーを見学し楽し
んでいました。
　観光施設の見学を通じ見識を深めるとともに、部会員間の交流促進が図られ、参
加者からは次回も是非このような企画を！との声もあり、所期の目的を達成できた
研修会となりました。 一番麦汁と二番麦汁を飲み比べ

る参加者

キリンビール仙台工場での集合写真

移動研修会 商業部会

　9月28日～29日、東北電力㈱仙台北営業所の企画にて東京
ビックサイトを会場に開催されている「フードソリューション
2016」見学会と併せサービス・観光業部会視察研修を実施し、本
部会より１１名が参加いたしました。
　「フードソリューション2016」では、最新の電化厨房設備を使
用した調理実演や飲食サービスに関連する各出展ブースを熱心
に見学し、視察研修では、神奈川県藤沢市辻堂駅とペデストリア
ンデッキで直結している住商アーバン㈱が運営している商業施
設「テラスモール湘南」施設について説明いただいた後、館内施
設を見学し、立地・施設設備の良さ、規模の大きさ等に驚くと共に
当地区にもこのような施設の必要性を感じながら、参加者同士情
報交換を行い、親睦を深めた大変有意義な２日間となりました。

「フードソリューション2016」等視察 サービス・観光業部会

テラスモール湘
南にて説明を聞

く参加者

東京ビックサイトにて調理実演見学の様子

　工業部会では10月5日、「発酵・醸造を学ぶ！」と題し発酵食品に関する講演会・見学会を
開催しました。
　講演会では全国発酵食品サミットでの講演など発酵食品分野において活躍する宮城大
学 金内准教授に「よくわかる発酵食品学」と題し、発酵が起こる仕組みから身近にある食
品の発酵過程、簡単な発酵食品の作り方などをお話し頂きました。また、大学内の施設も
併せて見学させていただきました。
　見学会では昨年12月にオープンの㈱秋保醸造所（秋保ワイナリー）の見学会を実施。㈱
秋保醸造所の毛利社長より6次産業事業であるワイナリーの立上げの経緯や今後の方向
性などをブドウ畑やワインの製造現場、保管庫など発酵・醸造の現場を目の前で見ながら
説明していただきました。
　参加会員にとっては、発酵について理論と現場から学び、今後の事業のほか、生活にお
いても役立つ情報を得られた事業となりました。 秋保ワイナリー見学の様子

講演会の様子

発酵食品に関する講演会・見学会 工業部会
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サッカースクール参加者集合写真

青年部

ベガルタ仙台コーチと記念撮影

東部支部

会員親睦
視察研修旅行開催
去る10月16日～17日の 2

日間、18名にて神奈川県、
鎌倉・箱根方面へ会員親
睦視察研修旅行を実施し、
参加者同士親睦を深めた
2日間となりました。

10月15日、84名の小
学生を対象にベガル
タ仙台コーチによる
サッカースクールを開
催しました。秋晴れの
中、参加者はプロの
指導のもと練習と試合
を行い、貴重な経験
ができました。また、
保護者の方にも大変
好評で盛会のうち終
了しました。

駒門風穴にての集合写真

10/16
～17

愛子ひろせ西支部

清掃奉仕活動

法人会宮城支部、商工
会女性部と協力し、愛子
駅から錦ヶ丘までの区間
の清掃活動を行いまし
た。 24名の参加がありました

10/2

支部だより

ひろせ支部

清掃奉仕活動

支部会員 8名参加のもと下愛子周辺で活動を行いました

10/2

黒松支部

黒松支部
研修会

テーマ「在宅介護のお役立ち情報」

10/18大沢・泉ヶ丘支部

大沢・泉ヶ丘支部
ボウリング大会

大沢・泉ヶ丘支部ボウリング大会参加者

10/25

女性部

「コボリ式
『100年日記の
書き方講座』」
を開催

女性部では 9月 7日、講師にプラスアイディア代表鉄本由美様を迎え
て、やりたいことを後回しにしない・自分の行動を振り返ることのでき
る100年日記の書き方講座を行いました。箇条書きで記入する簡単なも
のですが、忙しさの中でこなすだけだった毎日に目標をもたせることが
でき、自分のできる範囲がみえてくるという画期的なもので、参加者の
方はさっそく記入してみたいという方がほとんどでした。

女性部では 9月 7日、講師にプラスアイディア代表鉄本由美様を迎え

多くの方に参加いただきました

9/7

青年部主催
「サッカースクール
開催」

10/15

館山支部

泉ヶ岳悠・遊
フェスティバル

今年も参加しました

9/25

泉ケ岳悠・遊フェス
ティバルは9月25日、オー
エンス泉岳自然ふれあい
館周辺で開催され、館山
支部、根白石商店会が参
加しました。

向陽台支部

日帰り会員親睦会

10/10

向陽台支部は10月10日に日帰り会員親睦
会として秋保温泉「ばんじ家」に行き、秋
の味覚や、温泉を堪能し、向陽台支部会員
同士の親睦を図りました。
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会員事業所紹介vol.19
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 ナチュラルキッチン・マナ

5自店の PR：食と健康をテーマに、自然食（マクロビオ
ティック）料理教室を主宰しておりましたが、昨年5月、
料理教室に加え、安心・伝統製法に基づく調味料類やそ
の他オーガニック食材、生活雑貨を扱う店舗を開店しま
した。曜日限定で、身体に優しい穀菜食ランチをご提供
しています。地域の皆様方の健やかな毎日のお手伝いが
出来たらと思っています。

1代表者名：松本 記充子
2所 在 地：泉区市名坂字町39　天正ハイツ101
3電話番号：022-342-1870
4業　　種：飲食・小売業
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すいせん通り

アリオ

セルバ

〇オートプロサクセス（自動車整備業） 
 泉区根白石字宝積寺前24－ 1

〇プリントフリーサービス仙台（サービス業） 
 泉区館 3－47－ 1

〇美羽工業（建設業） 
 泉区松森字陣ヶ原29－ 9 　ディアス FIVE101

〇会話型安心見守りサービス『お話し仲間』（見守りサービス） 
 泉区八乙女 4－11－ 1 －701

会員の紹介新
　 （平成28年 9 月21日 理事会承認）

〇デンタルベースA（歯科技工） 
 泉区八乙女 4－ 2－15 レジデンス八乙女102

〇ホワイトローズ（美容業） 
 泉区泉中央 1－ 7－ 1　地下鉄泉中央駅ビル 5階

〇㈲佐々木工業（とび、土木工事業） 
 青葉区芋沢字権現森山25－10

〇Rock Port（プラスチックリサイクル業） 
 青葉区上愛子字大岩 3－13

〇ササキグリーン（造園業） 
 青葉区錦ケ丘 6－27－ 9

〇井ヶ田製茶㈱（茶類製造・販売） 
 青葉区大町 2－ 7－23

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

広告掲載事業所を募集しています。
みやぎ仙台商工会では会員事業所の取引拡大や事業拡大に
資することを目的に商工会報への広告枠とホームページバ
ナー広告を募集しております。
◆会員掲載料金
　　※H28.11.10現在、会報広告は半枠のみ空あり
　会報広告（半枠）年 5回発行・・・・・・・・・・年間 5,400円
　バナー広告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年間12,960円
いずれも掲載月数・回数に応じて金額は変わります。
お気軽にお問い合わせ下さい。

　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
記の通り開催します。
　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。
　制度の詳細については、同封の案内チラシをご覧ください。

一日公庫開催のお知らせ

平成28年11月30日（水）10時～16時本所

宮城
支所 平成28年11月29日（火）10時～16時

仙台市より
お知らせ

仙台ふるさと応援寄附
返礼品協力事業者の

募集について

　仙台市では、『仙台ふるさと応援寄附』（仙台市ふるさと納税）
へ寄附された方へ地元特産品等をお送りし、シティセールスや
販路拡大などに伴う地元経済の活性化を目指しています。この
たび、平成29年4月から新たに商品やサービス等を提供いただ
ける法人、団体、又は個人事業者を募集します。
　下記のとおり説明会を開催しますので、是非ご参加ください。

【説明会開催日時】
◆開催日時　平成28年11月29日（火曜日）
　　　　　　午前10時30分～午後12時（1時間半の予定）
◆会　　場　仙台市役所上杉分庁舎２階　第2会議室
◆説明会参加申込期限　平成28年11月25日（金曜日）

くわしくは同封してあるチラシをご覧ください


