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本会HPはこちら！

本会Twitterはこちら！

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。

みやぎ仙台

で検索

ホームページやTwitterでは随時情報を更新していますので、是非お気に入り・フォローをお願いします。
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●ご家庭やお店などの屋内配線等の安全診断
●ビルや工場の電気設備保安確保と予防安全
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●最新鋭の機器による点検・試験・検査などのお手伝い
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●省エネルギーなどのコンサルティング
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仙台北事業所 Ƅ
〒981-3133 仙台市泉区泉中央一丁目17-6

一歩一歩 確実に
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電気保安と省エネの総合コンサルタント
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再生可能エネルギー発電設備の点検も任せて安心！
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みやぎ仙台商工会

講師の賀来先生より
感染症対策を解説する様子

種宴席をこれまで通り開催していただくことを目的に、
「新しい様式におけるホテル宴席体験・勉強会」が、
10月30日、江陽グランドホテルを会場に開催されました。
本勉強会は、プロジェクトの一環として行われたもので、第１部で東北医科薬科大学 医学部 感染症学教
室 特任教授の賀来満夫氏から「最新の感染症情報」などについて講演いただいた後、第２部では実際の宴席
を体験しながら、賀来氏と、東北大学大学院医学系研究科 内科病態学講座 総合感染症学分野 助教の吉田眞
紀子氏から「宴席時の感染症対策」について解説いただくなど、宴席主催者、出席者、ホテル関係者らが一体
となり、
「想いやり」の心でつくり上げる「仙台スタイルの宴席様式」
を考える機会となりました。

俊充

新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、年末年始の宴席需要の落ち込みが懸念されており各
Өࠄ߁ۂ

「新しい様式におけるホテル宴席体験・勉強会」
の開催

庄司

○飲食店編
「仙台感染拡大防止ガイドブック」の中から、飲食店に特に気を付けていただきたい6つのポイントを伊達武将隊が伝授します。
○お客さま編
コロナ禍でも感染リスクを下げながら会食を楽しむため、特に気を付けるべきポイントを伊達武将隊がリズミカルに解説します。

พࢶ
お客さま編
飲食店編

会長
新年あけましておめでとうございます。
急経済対策による持続化給付金や家賃
皆様におかれましては、ご家族お揃い
支援給付金などの申 請 支援を行うとと
で希望と期待をもって新しい年をお迎え
もに、小規模事業者持続化補助金（コロ
のことと存じます。
ナ特別対応型）などの申請支援を通じて
また、コロナ禍とあっていつもとは違う
「会員の皆様にこの難局を乗り越えて頂
お正月を過ごされた方も多かったのでは
きたい」との思いを強く持ちながら支援
と思います。
して参りました。またウィズコロナの時代
昨 年の一月 十四日、世 界 保 健 機 関が
において、重要なのは「しっかりと感染症
「新型のコロナウイルス」の検出を認定し、 対策を講じながら新しい様式の中で地域
一月十六日には日本国内で初の感染者が
経済を循環させていくこと」であるとの
確認されました。ちょうど一年前の今頃、 認識のもと、みやぎ仙台商工会、仙台商
新型コロナウイルスの世界的なパンデミック
工会議所、仙台市の三者連携により「仙
による現在の国際社会の混乱など、とて
台感染症対策・地域経済循環プロジェク
も想像できませんでした。四月には国内
ト」を始動させ、最初の取り組みとして
でも「緊急事態宣言」が発動され、全
「想いやり」 をキーワードとした感 染 防
国の小中高校に対する一斉休校要請をは
止対策運動を展開するためのポスターと
じめ、自治 体からの休 業 要 請や外 出 自
ステッカーを作成し会員事業所の皆さま
粛 要 請など、我々の経済 活動まで制限
に掲示をお願いしたところでございます。
されるとともに、マスク、アルコール消毒
今年は東日本大震災の発生から十年
液の不足など予想だにしない事態となり
の節目を迎えます。この十年で地震・津
ました。心待ちにしておりました「東京
波被災地域での生活インフラの復旧はほ
２０２０オリンピック・パラリンピック競技
とんど完了し、集団移転や災害公営住
大会」 も一年 延期され、
「泉区民ふるさ
宅の建設が進むなどハード面での復興は
とまつり」をはじめ「宮城地区まつり」や
目に見える形で大きく進んできました。
「まつりだ秋保」「泉マルシェ」など地域か
しかし一方では、新しい地域で暮らす人々
ら親しまれているイベントも中止を余儀
のコミュニティ形 成や心身のケアなど目に
なくされました。一日も早いワクチンの供
見えないソフト面での支援は継続が必要
給と新型コロナウイルスの感染拡大が収
と言われており、心から復興を感じられ
束することを願うものであります。
る日が来ることを願っております。
緩やかな回復基調と言われていた国内
今年の干支である「丑年」は「粘り
経済も、新型コロナウイルスの感染拡大に
強さ」や「堅実さ」 を表す年と言われ
より一変し、インバウンド需要の急激な減
ています。震災や豪雨被害等自然災害
少やサプライチェーンの停滞に加え、社会
からの更なる復興や、新型コロナウイルス
活 動 全 体の自 粛や中 止が相 次ぐ中で、 によって失われた地域経済の再生に向け
国内製造業やサービス業をはじめ、流通、 て、
「一歩一歩確実に」 進んで行けるよう
小売、飲食や観光業など多業種に大き
な丑年となることを願っております。
な影響が生じました。本 会では特別相
結 びに、会 員の皆 様のご健 勝とご多
談窓口を設置し、新型コロナ特別貸付に
幸をご祈 念 申し上げ年 頭の挨拶といた
よる資金繰りの支援をはじめ、国等の緊
します。
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みやぎ仙台商工会報

STOP！コロナ」啓発動画

↓動画はこちらから 仙台市公式動画サイト「せんだいTube」

感染症の拡大を防ぐためには、会社やお店と、そこを利用するお客さまが、互いに『想いやり』の
気持ちをもって対策をしていくことが大切です。宴席・会食の場での感染拡大を防止するため、飲
食店・お客さまそれぞれに気を付けていただきたいポイントをまとめた動画を作成しました。

伊達武将隊出演！「感染防止想いやり宣言

今年は
ぷちっと開催！

第 5 回手ん店（てんてん）
～あきうクラフトフェア～

去る11月21日から12月13日までの毎週土日、あきう・木の家珈琲館を会場に、地元の工芸家等で結成された
“手しごとAKIU”が主催する「第５回手ん店～あきうクラフトフェア～」が開催されました。
“手しごとAKIU”は、2009年度のみやぎ仙台商工会で実施した全国展開支援事業を契機に2011年発足し、地
域内外に「手しごと」の魅力を発信するために活動している団体です。その活動の中でも、
「手ん店（てんてん）」は、
2016年より毎年春に木の家ロッジ村で開催しており、クラフト100店・フード30店が参加し、近年は県外からの
出店者・来場者も増え、来場者約6，000名を数える秋保地域最大
のイベントとなりました。しかしながら、今年は新型コロナウイ
ルス感染症発生のため、４月の開催は見送り、11月21日から４週
間かけて、出店者を各週10店舗ずつ分散する新しい形での開催
となりました。マスク・検温などの感染症防止対策を実施しなが
ら、制約がある中での開催となりましたが、期間中約2，300名の
来場者に、
「手しごと」により生まれた温もりある作品の魅力を感
じていただけました。

～仙台市経済局と意見を交わす～

令和２年度制度改正に伴う専門家派遣等事業

「商工行政に関する懇談会」を開催

生産性向上に役立つ
経営計画策定のポイント

11月16日、仙台市が進める経済等施策について広く意見
交換を行うとともに、地域経済等の現状について懇談し、今
後の本会事業運営の一助に資することを目的に、仙台市経済
局と本会役員による「商工行政に関する懇談会」＝写真＝が
開催されました。
本会からは、新型コロナウイルス感染症対策関連の経営支
援等の状況、仙台市からは同関連の経済対策や仙台市経済成
長戦略2023の見直し等について説明がなされ、お互いの支
援内容等について理解を深めました。
その後の意見交換では、新型コロナウイルス感染症に伴う
地域経済の状況に関する内容を中心に、泉区役所の建て替え
や宮城総合支所周辺の土地区画整理事業、秋保温泉地域の観
光入込客等について意
見交換がなされ、市中
心部だけでなく、地域
の特色を生かした均衡
ある発展へ向けた都市
づくりについて要望が
なされました。

みやぎ仙台商工会報

セミナーを開催

12月10日、自社の経営計画策定に必要な知識と資質向上
を目的としたセミナーを開催しました。講師はタグラインの
五十嵐光彦氏で、策定に向けたポイントを中心に、終了予定
時間を超過する程、
熱心に講義いただきました。
受講者からは、事業者として、事業計画の必要性や活用方
法について、新しい知識を得ることができましたという声も
あり、
大いに啓発されたセミナーとなりました。

セミナーの様子
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青年部

支部講演会の開催

若手後継者等育成事業
講習会を開催しました

中央西支部

11月27日、仙台徳洲会病院からご協力を頂き医療講
演会を開催。郷家歯科口腔外科部長より口腔に関する身

日時：令和２年11月17日
場所：みやぎ仙台商工会館

近な病気の予防・対策についてご講義頂きました。
高玉町への移転工事進捗や完成後の病院の取組みにつ
いても併せてご説明を
頂き、終了後はマスク・
フェイスシールドを着
用し感染症予防に配慮
した懇親会も開催しま
した。

講習会の様子
広めの会場で参加者の間隔を
大きくとり開催

講師に落語家の六華亭遊花氏をお招きし、心を掴む
コミュニケーションの手法についてご講演いただきま
した。お客様に好印象を与える笑顔づくり、話術等を学
び、経営者、後継者である青年部員が今後の経営に活か
すことで資質向上に繋がる講習会となりました。

女性部

地区別講習会を実施

12月11日、泉・宮城の両地区において、店舗装飾の習
得を目的とした寄せ植え講習会をそれぞれ開催しまし
た。講師より店先や事務所で長持ちする草花を教えて
いただき、寒い季節を彩り長く楽しめる寄せ植えを作
ることができました。

宮城地区参加部員

会報用広告
泉地区参加部員

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

安全・安心・快適な
イズミタクシー

㈱東北カレンダーギフト

他社より安い初乗り・加算料金。
イズミタクシー割引カードのご利用でさらに10％割引!!

℡.０２２－３７２－２４９４
Fax.022-372-2596

バイパス
泉消防署向い

イズミ

フリー
ダイヤル

981-3124
仙台市泉区野村字菅間前25-2
981-3133 仙台市泉区野村字菅間前25-2
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

みやぎ仙台商工会報

1133

0120-07-3309
TEL 373-1900
イズミバス
貸
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切

小規模事業者持続化補助金（一般型）
第４回公募について

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！

小規模事業者持続化補助金
（一般型）
は経営計画に基づく販路開拓
の取り組み等に対し、
50万円
（補助率2／3）
を上限に補助するものとな
ります。
（※特定条件で引上げあり）
商工会では経営計画作成など申請に向けサポート致しますのでご活
用下さい。
補助対象経費など詳細については公募要領をご覧ください。
（本会HPに関連記事を掲載しています。
）

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした
公的な融資制度です。
【ご 融 資 額】
お子さま１人あたり３５０万円以内
【金

利】
年1．68％ 固定金利

※「母子家庭」、
「父子家庭」、
「世帯年収200万円（所得122
万円）以内の方」
または「子ども３人以上の世帯かつ世帯
年収500万円（所得346万円）以内の方」
は年1．28％
（令和2年11月2日現在）

公募締切：2021年２月５日
（金）
事業実施期間：交付決定日から2021年11月30日
（火）
まで

締切直前では書類の整備が間に合わない場合もありますのでお早めにご相談下さい。

【ご返済期間】
１５年以内

※「交通遺児家庭」、
「 母子家庭」、
「 父子家庭」、
「 世帯年収
200万円（所得122万円）以内の方」
または
「子ども３人以
上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内の
方」
は18年以内

両立支援等助成金のご案内

【お使いみち】
入学金、授業料、教科書代、
アパート・マンションの
敷金･家賃など

職場と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”の
ための、以下の取り組みについて助成金が支給されま
すのでご案内いたします。

【ご返済方法】
毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保

証】
（公財）教育資金融資保証基金
（連帯保証人による保証も可能）

①出生時両立支援コース（子育てパパママ支援助成）

詳しくは、
ＨＰ
（
「国の教育ローン」
で検索）
または教育ローンコールセンター
（０５７０－００８６５６
（ナビダイヤル）
または（０３）
５３２１－８６５６）
まで
お問い合わせください。

1 人目の育休取得 中小企業 57 万／中小企業以外 28.5 万
（※個別支援加算
〃
10 万／
〃
5 万）

②介護離職防止支援コース
Ａ 介護休業（休業取得時）28.5 万（職場復帰時）28.5 万
Ｂ 介護両立支援制度
28.5 万

日本政策金融公庫 定期相談会

③育児休業等支援コース

～ 毎週火曜日開催 ～

Ⅰ 育休取得時・職場復帰時
Ａ 休業取得時 28.5 万
Ｂ 職場復帰時 28.5 万（※職場支援加算 19 万）
Ⅱ 代替要員確保時 支給対象労働者 1 人当たり 47.5 万
（※有期雇用労働者の場合に加算 9.5 万）
Ⅲ 職場復帰後支援
制度導入時 28.5 万
制度利用時 Ａ 子の看護休暇制度 1,000 円 × 時間
Ｂ 保育のサービス費用補助制度 実質の 2/3

本会では、毎週火曜日の午後、完全予約制にて
定期相談会を実施しており、日本政策金融公庫の
融資担当者がご相談に対応いたします。
会場はみやぎ仙台商工会泉本所のみとなってお
ります。資金繰り等の相談に是非ご利用ください。
尚、予約の状況や他の行事により変更となる場
合がございますのでご了承ください。
☆年度内の日程

④再雇用者評価処遇コース（カムバック支援助成金）
再雇用人数 1 人目
中小企業 38 万 中小企業以外 28.5 万
2 ～ 5 人目 〃 28.5 万
〃
19 万

各日13時～・14時～・15時～

◎助成金についての支給要件や具体的な申請手続き等に
つきましては下記までお問い合わせください

【会場：泉本所】
１月19日・26日
２月２日・９日・16日
３月９日・16日・23日・30日

宮城労働局 雇用環境・均等部
TEL ０２２-２９９-８８４４

今シーズンも熱い応援をよろしくお願いします。
www.vegalta.co.jp

みやぎ仙台商工会報
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新 会員の紹介


（令和 2 年12月23日 理事会承認）

ネオ・モジュール（ビルメンテナンス業）


行政書士


REVOLT


㈲丸良商事（解体業）

泉区寺岡 2 － 3 － 3

中鉢事務所（行政書士業）



泉区将監11－ 2 － 4



仙台（自動車コーティング業）





泉区南光台 7 －10－32





青葉区栗生 4 － 6 －20

シシマネジメントコンサルティング合同会社（医療機関専門財務コンサルタント）

泉区松森字明神29－ 2 －405

㈲ビルコンノ（空調整備工事業）

青葉区みやぎ台 3 －38－11

麺工房きわみや（飲食店）

伊達な桃尻（起業・ビジネスコンサル、アクセスバーズ）


青葉区芋沢字大竹原41－59

リフォームスガイ（リフォーム建築請負）

泉区南光台東 3 － 8 － 2

赤帽いずみ運送（運送業）

泉区野村上野下 ７ － 2

山内工房（サービス業）



泉区松森字太子堂68番地

青葉区愛子東 2 － 3 －39－301

会員事業所紹介 vol.39
今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

飲食店活性化事業
サービス・観光業部会
わが社の
一押し！

サービス・観光業部会では、
「 みや
ぎ 美 味しいとこ G oTo E atキャン
ペーン事業」の食事券取扱店として登
録された会員事業所に取扱店舗の目
印となる「のぼり」を支給しています。
１月12日現在、在庫は充分にありますので希望の会員ま
たは追加支給を希望する会員は商工会へご連絡ください。

会員事業所
紹介

団地の洋食屋

1代表者名： 高橋 清幹
2所 在 地：泉区向陽台2-27-19
3電話番号：022-776-8288
4業
種：飲食店
5自店の PR：昔なつかしいナポリタンとガーリックトース
トが人気のびえーた。太麺もちもちの食感とコクのあるト
マトソースでクセになるナポリタン。外はカリッ！中はふわ
～と焼き上げているトーストもおすすめ！注文弁当・予約
オードブル承っております。スポ少・学校関係・職場の行
事等でも使われています。まずは、お問い合わせください。
【定休日】日曜日・第3月曜日
【営業時間】
11：45～14：00（ラストオーダー）
17：30～20：30（ラストオーダー）

令和２年分確定申告期の閉庁日に
申告相談等を行う税務署について
仙台市内の税務署では、閉庁日の令和３年２月21日（日）と
２月28日（日）に限り、申告相談等を行います。
１ 閉庁日に申告相談等を行う税務署・会場
（１）仙台北、仙台中税務署
（２）仙台北、仙台中及び仙台南税務署の合同会場
（アズテックミュージアム）
【住所】仙台市太白区中田町杉ノ下18
２ 業務内容
確定申告書用紙の配付、申告相談、確定申告書の収受及び
納付相談
なお、上記合同会場（アズテックミュージアム）では、納付
相談は行いません。

東向陽台保育所
明石南二丁目公園
セブンイレブン
仙台明石南 2 丁目店

※ ご注意ください
申告書作成会場の混雑緩和を図るため、入場の際には「入場整理券」が
必要となります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

みやぎ仙台商工会報

びえーた

明石南
こどもの城
保育園
4
ツルハドラッグ
明石南店
アート引越
センター
仙台支店
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