みやぎ仙台商工会宮城支所会館建設趣意書
みやぎ仙台商工会は、平成 15年 4月 1日仙台
市内にある泉商工会、宮城商工会及び仙台市秋保
商工会が県内初の合併を致し、合併時の会員事業
所数 2,
800名を超える全国の商工会の中でも十指
に入る商工会となりました。
合併後 2年目を迎え、地域における総合経済指
導団体として、商工業の振興に重要な役割を担う
当商工会への期待も益々増大しており、合併の目
的を達成すべく会員企業の経営支援機能や広域機
能の充実を果たすべく努力いたしておるところで
あります。
特に、支所の機能は、地区会員の拠り所として、
又、同地区の小規模事業者等への支援拠点として
なくてはならない施設でありますが、仙台市から
賃借しておりました宮城支所事務所が耐震構造上
の問題で平成 16年 3月末日をもって仙台市に返
還することを余儀なくされました。
このことから、本会では宮城支所会館建設委員
会等で種々検討を重ねて参りましたが、懸案の用

地も仙台市のご厚意により旧宮城支所会館跡地に
確保が成り、本年 5月の通常総代会で建設計画が
満場一致で承認され、具体的な準備を進めており
ます。
支所会館の建設により宮城地区の商工会活動が
活発化し、又、同地区の小規模事業者等への支援
強化が図られるものと確信致しております。
建設資金については、支所会館建設引当金の充
当や仙台市御当局のご配慮により施設助成金が交
付される予定でありますが、会館建設総予算額は
1,
230万円であり、多額の資金を必要とし、会員
各位のご理解・ご支援がなくしては実現が困難で
ございます。
各位におかれましては、景気が低迷し、厳しい
経済状況に直面している今日誠に恐縮に存じますが、
全幅のご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上
げます。
みやぎ仙台商工会
会長 佐 藤
浩

新事業分野への創業
を応援します！

平成16年度
『第二創業塾』創業人材育成事業

本会では、全国商工会連合会と共催で創業人
材育成事業『第二創業塾』を9月より開催するこ
ととなりました。
既に事業を営んでいる経営者などが、自社の
経営を見直し、経営革新を図ったり新たな事業
展開を行うなどの「第二創業」は、新規創業と比
べて雇用創出効果が高く、資金的ハードルは低
く、収入、仕事、生活に係る満足度が高いなどの
特徴があります。そのため、新しい事業へのチ
ャレンジを推進し、我が国経済の活性化を効果
的・効率的に図っていくためには、中小企業に
よる「第二創業」にも着目していくことが必要
です。
そこで、既に事業を営んでおり、かつ将来を
見据えて新しい事業にチャレンジしたい二代
目や、若手後継者、あるいは、新事業の展開など
を実現し、更なる飛躍を図りたい経営者、既に
創業し、第二の成長段階へのステップを踏み出
したい経営者など、
「第二創業」を目指す者の裾
野を広げ、成功のための経営戦略、組織マネジ
メント等の知識・ノウハウの体得を支援するた
め、短期集中研修をゼミナール形式で実施いた
します。応募要領は右記の通りです。

みやぎ仙台商工会報

『第二創業塾』 応募要領
◆受講対象者
既に事業を営んでおり、かつ将来を見据えて新
事業分野へチャレンジしたい二代目や若手後継
者、あるいは新事業の展開などを実現し、更なる
飛躍を図りたい経営者
◆開催日時
9/27
（月）、10/4
（月）、10/18
（月）、10/25
（月）、
11/
1
（月）、11/
15
（月）の計7回
時間はいずれも午後1時30分〜午後5時30分まで
◆開催場所
ニューワールドホテル
◆募集人員
30名
◆受講料
3,
000円（税込）全7回分
◆講師
中小企業診断士 波多野 卓司氏 外
◆申込方法
会報同封の案内チラシの申込書に必要事項をご
記入の上、みやぎ仙台商工会へお申込み下さい。
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将監支部 ビアパーティーを開催

り

向陽台支部 ビアパーティーを開催

将監支部（伊藤貞夫支部長）では、7月23日（金）午後
7時30分より将監中央町内会集会所において将監支
部ビアパーティーが開催された。今年で21回目となる
ビアパーティーは、36名が参加し、カラオケ大会や抽
選会など催し、会員同士の親睦を深めた。

向陽台支部（阿部春男支部長）では、7月25日（日）午
後6時より向陽台会館において、20名参加の下、向陽
台支部ビアパーティーが開催された。カラオケ大会や
ビンゴゲームなど楽しい催しを行い、充実したビアパ
ーティーとなった。

挨拶する伊藤貞夫支部長

向陽台支部ビアパーティー

泉パークタウン支部 ボウリング大会を開催
泉パークタウン支部（吉田茂生支部長）では7月15日
（木）午後7時より、泉スカイボウルにてボウリング大
会を開催した。
当日は支部会員、従業員等を中心に40名が参加し、
後に予定されている支部対抗ボウリング大会の出場
者予選も兼ねていたため、白熱した大会となった。大
会結果は、仙台ロイヤルパークホテルの水上さんが優
勝、準優勝に同じく仙台ロイヤルパークホテルの増田
さんが、第3位に西洋レストラン泉亭の小林さんが入
賞した。
この大会によって支部会員同士の親睦が深められ、
大変有意義なボウリング大会となった。

女性部

泉パークタウン支部ボウリング大会

広域エリア研修会を開催

皆さんは、接客する際にどのような事を意識していらっし
ゃいますか。
7月13日（火）、女性部では企業研修講師の吉田弘美さんを
お招きして、平成16年度女性部講演会を開催致しました。
講演会と言いましても、ただ聴くだけではありません。2人
ひと組での「実習」を織り交ぜた、厳しい（？）研修会です。出
席者の中には、ベテランとお見受けする方もちらほらいらっ
しゃいましたが、意外と大苦戦。
ところで、お客様に「いらっしゃいませ」と声を掛ける時に
は、さわやかなスカイブルーまたはオレンジ色をイメージす
ると良い印象を与えることが出来るそうです。お客様の反応
ですか？もちろん、大好評です！
みやぎ仙台商工会報
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『レッツ フィッシング！』

わがまち
あの店この人

今回は、太白区秋保町にある秋
保フィッシングエリア（釣堀業）の
嶺岸さんにお話を聞くことができ
VOL⑨
ました。
以前は内装業を営んでいたご主
人ですが、趣味で楽しんでいた釣
りをきっかけに、平成10年に店をオープンしました。ビギナー
からベテランまで気軽に楽しめる釣り場で、今では年4回もの
釣り大会を主催し、
参加者も県外から多数集まるそうです。また、
ニジマスはもちろんドナルドソンなど豊
富な魚が放流され、大自然に囲まれた絶
景のロケーションで釣りが楽しめるとこ
ろが最大の魅力です。事務所に入ると、オ
秋保フィッシングエリア
リジナルのキーホルダーや、ルアーワレ
代表 嶺岸 道子
ット等が販売され、ご主人の釣りに対す
太白区秋保町長袋字山崎40
るこだわりをひしひしと感じました。奥
さん手作りのホームページもありますの
TEL0223992191
で一度ご覧になって、リフレッシュしに
˜
ht
t
p:
//www1.
ocn.
ne.
j
p/ aki
u.
af
a/
来て下さい！
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8月の主な行事予定

平成16年7月14日現在

普通貸付

4,
800万円以内

貸付限度額

返済期間
利

率

経営改善貸付

◎21日（土）

550万円以内

11
：00 第24回泉区民ふるさとまつり

（別枠450万円以内）

運転資金
5年以内

運転資金
5年以内

設備資金
10年以内

設備資金
7年以内

年1.
80％

年1.
50％

（七北田公園）

◎26日（木）
13
：30 パソコン研修会（HP作成からEC）
（仙台地域職業訓練センター）

16
：30 中央西支部研修会（緑水亭）
18
：00 パソコン研修会（エクセル活用）

＊詳しくはみやぎ仙台商工会（3723545）
又は国民生活金融公庫（2225171）まで

（仙台地域職業訓練センター）

宮城地区支部ビアパーティー

◎27日（金）

開催決定！

18
：00 パソコン研修会（ワード活用）
（仙台地域職業訓練センター）

宮城地区のひろせ西支部（花田和秋
支部長）
、
ひろせ北支部
（佐藤長市支部長）
、
ひろせ支部（佐藤雄二郎支部長）、愛子支部（冨樫利
和支部長）は支部会員親睦事業の一環として、昨年
同様、
「宮城地区支部合同ビアパーティー」を開催
いたします。
万障お繰り合わせの上ご参加下さい！

◎28日（土）
14
：00 宮城地区支部合同ビアパーティー
（ニッカウヰスキー仙台工場）

◎29日（日）
18
：00 秋保支部ビアパーティー

○日

時

○場

所

○申込方法

（天守閣自然公園オートキャンプ場）

平成16年8月28日
（土）
午後2時より
（雨天決行）
ニッカウヰスキー仙台工場内
仙台市青葉区ニッカ1
会報同封の案内書をご覧下さい。

みやぎ仙台商工会報

◎30日（月）
18
：00 パソコン研修会（DM作成）
（仙台地域職業訓練センター）
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