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本所
仙台市泉区野村字太斉山4－6
TEL 022-372-3545/ FAX 022-375-7475
メールアドレス：miyagisendai_sci@office.miyagi-fsci.or.jp

宮城支所
仙台市青葉区愛子東6－4－5
TEL 022-392-6571/ FAX 022-392-3945
メールアドレス：miyagi_scis@office.miyagi-fsci.or.jp

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：akiu_scis@office.miyagi-fsci.or.jp

発行日：令和4年11月10日
会員数：2,490名
　　　　（令和4年10月18日現在）

本会Twitterはこちら！本会HPはこちら！

検索みやぎ仙台

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。

P2� �泉中央駅エリアまちづくり検討委員会、いずみハロ
ウィン2022、泉マルシェ2022

P3� �宮城地区まつり・まつりだ秋保、商工会ゴルフ大会、
支部事業

P4� �サービス・観光業部会、事業承継（引継ぎ）個別相談
について、青年部・女性部、後援・協力事業

P5� �小規模事業者持続化補助金のお知らせ、小規模企業
共済

P6� �新会員紹介、マル経融資のお知らせ、最低賃金のお
知らせ、会員事業所紹介（西部支部）
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日　時 行　事 場　所
11月11日（金）・11月14日（月） 会員事業所健康診断 シェルコム仙台
11月15日（火）～11月17日（木） 商工会青年部視察研修事業 福岡県・熊本県内

11月16日（水） 商工会女性部若手後継者等育成事業 仙台泉斎場清月記
11月16日（水） 創業支援セミナー みやぎ仙台商工会館

11月16日（水）～11月17日（木） 宮城支部視察研修会 気仙沼・南三陸方面
12月 8 日（木） よろず支援拠点移動相談会 みやぎ仙台商工会館

2023年 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

３年ぶりに「第34回宮城地区まつり」と「まつりだ秋保2022」
が、10月23日（日）に各総合支所前で開催されました。
どちらの会場も屋外ステージ発表や新鮮な農産物販売で多くの人
でにぎわい、久しぶりのおまつりを楽しんでいました。
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仙台市へ
新たな集客都市型観光を
目指して要望

泉中央駅エリアまちづくり検討委員会

　2025年度利用開始を目標に泉区役所建替え工事が
実施されることから、これを機に、泉中央駅エリアの
まちづくりについて本会独自の考えを取りまとめる
ため、本会会員及び関係する団体等の代表者を委員と
する「泉中央駅エリアまちづくり検討委員会」（委員
長：鎌田善幸理事）を新たに設置し、泉中央駅エリアの
個店経営の活性化と交流人口増加による地域活性化
を目的に検討を重ねました。
　その結果、新泉区役所庁舎とおへそ広場をつなぐ地
下ライブ型ストリートの新設や、泉区役所から七北田
公園周辺までのエリア全体で草花が楽しめるボタニ
カル回廊の整備など、泉区の特性を活かした自然と都
市が共生する「新たな集客都市型観光」を目指したま
ちづくりビジョンをとりまとめ、去る10月13日に泉
区役所建替基本計画に地元商工業者の声を反映して
いただけるよう仙台市へ要望書を提出しました。

第2おへそ広場と既存おへそ広場を地下ライブ型ストリートでつなぐ
構想イメージ図（要望書より）

木村泉区長へ要望書を手渡す庄司商工会長
（写真右より：木村泉区長、庄司商工会長、鎌田委員長、大久保副委員長）

　９月23日（金・祝）、泉中央駅前ペデス
トリアンデッキ及び泉区役所前区民広
場を会場に「Izumi Marche 2022」が
開催されました。３年振りの開催となった
Izumi Marcheは、フランスの朝市を
テーマに今年で12回目を迎えました。
　新型コロナウイルス感染症の対応策
として、ペデストリアンデッキでの会場

３年振りにIzumi Marche 2022を
開催しました

の他、今年は泉区役所前区民広場に飲食スペースを設けて行い
ました。
　会場では、フランスの朝市が体感出来るような食材、アンティーク
雑貨が並べられ、パフォーマンスゾーンでは、アコーディオンやギター
等のライブパフォーマンスが披露され、会場は大いに盛り上がりまし
た。出店ブースでは、農産加工品や輸入雑貨・アクセサリー販売、飲
食店の他、フラワーワークショップ等約100店舗が出店しました。
　Izumi Marche独特の雰囲気を体験していただき、約15,000
人の来場者で会場は大いに賑わいを見せました。

いずみハロウィン
2022が開催されました
　10月14日から10月31日の期間、泉中央駅前広場「isMe! お
へそひろば」を会場に「いずみハロウィン2022」が開催され
ました。昨年に引き続き、ハロウィンの気分を味わっていた
だくため、会場をハロウィン風イルミネーションで装飾しま
した。また、ぬり絵の展示や仮装フォトコンテストも大いに
盛り上がりました。
ク ラ ウ ド フ ァ ン
ディングや企業の
皆様のご協力もあ
り、無事終えること
が出来ました。

ぬり絵　展示の様子
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先着100名に「みそかりんとう」
プレゼント！

－コロナ禍乗り越え３年ぶり開催！－
「第34回宮城地区まつり」＆「まつりだ秋保2022」

　10月23日（日）、「第34回宮城地区まつり」と「まつりだ秋保2022」が各総
合支所前をメイン会場に開催されました。
　「第34回宮城地区まつり」では、会場内での飲食が禁止となるなど規模を
縮小した開催となりましたが、屋外ステージ発表や農産物販売が行われた
ほか、子供たちに人気の「はたらく車搭乗体験」には、お祭りを待ち望んで
いた子供たちの笑顔が多く見られ、来場者は久しぶりの祭りを楽しんでい
ました。また、まつり終了後は、約400発の花火が打ち上げられ、夜の秋空を
華やかに彩りました。宮城地区会員事業所の皆様には、多くのご協賛をい
ただき誠にありがとうございました。
　「まつりだ秋保2022」では、秋から秋保地区で始まる「アキウルミナ」や
「デジタルスタンプラリー」のPRと３年ぶりとなるまつり開催を祝い、秋保
のお菓子「みそかりんとう」をご来場者様へプレゼント。青年部出店では射
的に子供たちが列をなし、大きな賑わいを見せました。

子供に人気だった
「はたらく車搭乗体験コーナー」

【支部事業】

中央東支部
会員親睦BBQ・芋煮会を開催
10月28日（金）

将監・泉ヶ丘支部
会員親睦ボウリング大会を開催
10月25日（火）

黒松支部

研修会の様子

支部研修会を開催
10月20日（木）新支部の会員交流を深めました

大いに親睦を深めました！

再生可能エネルギー発電設備の点検も任せて安心！

●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

●最新鋭の機器による点検・試験・検査などのお手伝い

●省エネルギーなどのコンサルティング

電気保安と省エネの総合コンサルタント

仙台北事業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央一丁目17-6 TEL022-771-5750

　本会ゴルフ大会は、２年間開催を中止しておりましたが、今
年度、感染症拡大防止の観点より、開会式や表彰式を実施しな
いハーフコンペ形式にて、10月19日（水）に泉国際ゴルフ倶楽
部にて開催しました。当日は77名が参加し、プレイを楽しみ
ながら会員相互の親睦・融和を図りました。
　今回の開催にあたりまして会員事業所様より多大なるご協
賛を賜り、誠にありがとうございました。

秋晴れの空へ向かって
ナイスショットを！

秋晴れの中
３年振りに
みやぎ仙台商工会
ゴルフ大会を開催！

庄司大会長より
団体戦優勝支部へ賞品の贈呈

【団体戦（支部対抗）】
優　勝　宮城支部
準優勝　館山支部
第３位　東部支部

【個人戦】
優　勝　石山 順二 様（㈱信栄建設）
準優勝　小松 克俊 様（宮城興業㈱）
第３位　千葉 善博 様（東亜リース㈱）
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「事業承継（引継ぎ）個別相談」について
　本会では、事業承継に係る様々なお悩みを抱えている経営
者のために「個別相談」を開催しています。「宮城県事業承継・
引継ぎ支援センター」と連携し疑問やご質問、承継計画のポ
イント等についてご相談に応じます。
　後継者の決まっている方も、まだお決まりでない方も、こ
の機会にぜひご活用ください。
●随時受付し相談の上、日程を調整いたします。
●同封の案内チラシ裏面の申込書またはお電話にてお申込
みください。

※宮城県事業承継・引継ぎ支援センターは国が設置する公的
支援機関です。「秘密厳守」「相談無料」で対応します。

IZUMINATION
10月22日（土）～10月29日（土）

７色のライトアップと
空に浮かぶ熱気球

アキウルミナ2022
12月25日（日）まで

水面に幻想的に映る
「秋保ナイトミュージアム」

IZUMIコメフェス
10月22日（土）

手ん店2022
９月10日（土）、11日（日）

クラフトやフード、音楽など
合計105店舗が出店し開催

て　　　　てん
本会で後援・協力をしている事業が、各地で開催されました

竹の器による「新米試食」や
「餅つき」で賑わうコメフェス

　10月14日（金）、みやぎ仙台商工会館にて青年部BCPセミ
ナーを開催しました。
　頻発する自然災害に備えた事業継続の必要性が高まり、事
業継続力強化計画の概要や策
定の留意点について講師の岩
佐克之先生から講義をいただ
きました。
　出席者は自社の災害リスク
を確認し、防災・減災対策を検
討する事で今後の経営の一助
となりました。 講師の話に耳を傾ける青年部員

青年部 BCPセミナーを開催

　10月25日～26日、「第23回
商工会女性部全国大会inみや
ぎ」において、全国の女性部の
方々へ、みやぎ仙台商工会女
性部員手作りのレジンスト
ラップをお渡しし、おもてな
しを行いました。大会を通じ、
宮城県を訪れた全国の女性部
員の皆様と交流を深めること
ができました。

おもてなしの様子

女性部「第23回商工会女性部全国大会inみやぎ」
においておもてなしを実施

サービス・観光業部会

研修会の様子

交流研修会

　９月９日（金）、ビストロ×バルSTORIAにて交流研修会を開
催しました。
　社会保険労務士の荒川氏より「介護離職防止　社長として
知っておきたい事」と題し、中小・小規模事業者にとって貴重な
人材の介護による突然の離職を防止する対策をご説明頂き、終
了後には講師・部会員を交えて交流会を開催しました。
　実用的な知識を得られ、交流の難しい中での貴重な場となっ
たと参加部会員からも感想を頂き、有意義な事業となりました。

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
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販路開拓を支援する小規模事業者持続化補助金
　小規模事業者が直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の適用拡大・賃金引上げ、インボイス制度導入）等に対応するに当たっ
て、地道な販路開拓及び業務効率化（生産性向上）の為の取組に要する費用の一部を補助する制度で、商工会のサポートを受けながら
経営計画書等を作成し、審査を経て採択が決定された後、所定の補助が受けられる補助金です。

補助対象経費：
　機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、委託外注費　等
☆公募要領等は下記URLをご参照ください。
・全国商工会連合会（商工会地区分）
　https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
☆申請受付締切：第10回 2022年12月９日（金）
　　　　　　　　第11回 2023年２月下旬（予定）
※事業支援計画書（様式4）の発行は、原則各受付締切の1週間前

となりますので、申請をご希望の方・補助金の詳細については、
最寄りの事務所の経営指導員へ余裕をもってご相談ください。

※持続化補助金の交付決定を受けた場合、さらに仙台市から「地
域産業応援金」（持続化補助金の交付決定額に応じて最大20万
円）が支給されます。

補助額：上限50万円～200万円（下記類型により異なります）

類型 通常枠
賃金引上げ枠 卒業枠 創業枠後継者支援枠 インボイス枠

特別枠

補助率

補助上限 50万円 200万円 100万円

２/３
２/３

２/３（赤字事業者に
ついては３/４）

追加申請
要件 ― 詳細は公募要領をご覧ください

981-3124 仙台市泉区野村字菅間前25-2

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

981-3124 仙台市泉区野村字菅間前25-2

税理士登録番号　146975

税金の事はお気軽にご相談ください

玉虫雅德税理士事務所
仙台市青葉区南吉成1－5－11
℡　022－719－1424
HP  https://www.kaikei-home.com/sendaileon/



6 第114号　R4・11・10みやぎ仙台商工会報

東北税理士会仙台北支部会員　税理士登録番号 125061

はじめてみませんか？我家（社）の相続税対策
相続税・贈与税・財産評価は当事務所にご相談ください。

小野輝明税理士事務所
仙台市泉区将監8－8－26
℡　090－9538－7359

安全・安心・快適な
イズミタクシー
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!!

4 号バイパス
泉消防署向い TEL372-1133

イズミバス 373-1900TEL貸　切

イズミイズミイズミ

113311331133

タクシー乗務員
随時募集！

お気軽にお問合せ下さい！
012-007-3309フリーダイヤル

㈱八城（建設業）�
� 泉区小角字窪西 8

カフェ　バルミュゼット（喫茶業）�
� 泉区桂 4－ 5－ 2

親かめ子かめ（書道教室）�
� 泉区高森 7－36－ 5

㈲エスエスシー（産業用機械卸売業）�
� 泉区大沢 3－ 4－ 4

㈱マル井商会（卸売業）�
� 泉区南光台 6－34－ 1 －101

縁クリーズ（コンサルタント業）�
� 泉区旭丘堤 2－13－ 3 － E

㈱伊藤園　仙台支店（食料品）�
� 泉区泉中央 4－27－ 2

フェイスサロン＆コスメ玉川（化粧品販売）�
� 青葉区桜ヶ丘 7－38－14－ 1 Ｆ

K's�コンストラクト（建設業（塗装工事））�
� 青葉区上愛子字北原道上17－ 6 クローバーフォーD棟 2

Norah（飲食業）�
� 青葉区大倉字堤沢23－ 3

山形の肉そば　茶々福（飲食業）�
� 青葉区錦ケ丘 1－ 3－ 1錦ヶ丘ヒルサイドモール

会員の紹介新
　� （令和 4年10月18日�理事会承認）

会員事業所紹介vol.48
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

パカラッチョ！！
（西部支部会員）

5自店の PR：馬好きの子どもたちへ「馬」のことをとこ
とん学べる総合学習の塾を提供しております。乗馬だけでな
く、馬の為のニンジン栽培、伊達政宗と馬の関係など、馬を
深く理解するプロセスを経て理科や歴史の勉強へと促しま
す。放課後の時間以外は、健
康乗馬を開催中！詳しくはＨ
Ｐをご覧ください。

1代表者名： 平井 崇昇
2相談場所：泉区福岡字森下12
3業　　種：教育（野外体験学習）
4ホームページ：https://paca-zeromura.jimdofree.com/
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264

泉国際
ゴルフ倶楽部

泉パークタウン
ゴルフ倶楽部

仙台リサイクル
センター

カントリー
エレベーター

モンタナ

ミニストップ

　宮城県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、パート、
アルバイト等を含む）に適用される宮城県最低賃金は、下記
のとおり改正されます。

　次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
○精皆勤手当 ○通勤手当 ○家族手当 ○賞与等 
○時間外・休日・深夜手当

宮城県最低賃金の改正について

宮城労働局賃金室（☎ 022-299-8841）
又は各労働基準監督署問合せ

効力発生日
令和４年10月１日

時間額
883円

　マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々
をバックアップするため、商工会の推薦により無担保・無保証・
低金利で融資を受けられる制度です。また新型コロナウイルスの
影響を受けている小規模事業者を対象とした特別枠もあり、要件
が合えば、当初３年間は通常の一般枠よりも低金利で資金調達が
可能になります。

■融資限度額
　一般枠：2,000 万円　特別枠：1,000 万円
■返済期間
　運転資金：７年以内　設備資金：10年以内
　うち据置期間（一般枠）　運転資金１年以内　設備資金２年以内
　　　　　　　（特別枠）　運転資金３年以内　設備資金４年以内
■利率（2022年 10月 3日現在）
　一般枠：1.13％（特別利率）
　特別枠：当初３年間特別利率▲0.9％　4年目以降特別利率
■融資ご利用対象
　①最近１年以上、泉区・旧宮城町・旧秋保町で事業を行ってい
ること

　②６か月以上みやぎ仙台商工会会員であること
　③個人事業主または法人企業において常時使用する従業員が下
記の事業所

　・卸・小売業、サービス業（宿泊業、娯楽業を除く）：５人以内
　・製造業、建設業、その他事業：20人以内
■特別枠適用要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１か月間の売上
高または過去６か月（最近１か月を含む）の平均売上高が前４
年のいずれかの年の同期と比較して５％以上減少しているまた
はこれと同様の状況にある小規模事業者

※利子補給による実質「無利子化」は、令和４年９月末で取扱い
が終了しておりますので、ご承知おきいただきますようよろし
くお願いいたします。

マル経融資のお知らせ


