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日本政策金融公庫定期相談会開催中！

日本政策金融公庫（旧 国民生活金融公庫）の担
当者が個別相談を承っております。ご希望の方は事
前に商工会にご予約をお願い致します。

日時：毎週火曜日・午後 1時より（予約制）
場所：みやぎ仙台商工会館（泉区野村）

◆制度のご案内 平成22年10月18日現在

普通貸付 経営改善貸付

貸付限度額 4,800万円以内 1,500万円以内

返 済 期 間
運転資金 5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2.05％～ 年1.75％

※ セーフティネット貸付は最大で0.5％金利を引き下
げます。

　 その他、お使いみちにより長期・低利でご利用頂
ける特別貸付も取り扱いしています。

みやぎ仙台商工会発行所：
発行者：佐　藤　　浩/発行日：2010・11・10
会員数：2,368名（平成22年11月10日 現在）
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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@m-sensci.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：miyagibranch@m-sensci.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：akiubranch@m-sensci.or.jp

ホームページアドレス

http://www.m-sensci.or.jp
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P 2   愛子・ひろせ西支部臨時総会、みやぎ仙
台商工会ゴルフ大会、宮城地区４支部合
同ゴルフ大会

P 3   泉マルシェ、商工行政等に関する懇談会、
支部長役員合同研修会、コミュニティビ
ジネス支援事業採択、宮城地区経営法務
研修会

P4～5 部会・青年部・女性部・支部だより
P 6   宮城県最低賃金について、日本政策金融公

庫金融情報、税務署からのお知らせ、会員
様向け配送代行のご案内

旬な秋保の工芸品の情報発信
木の家に「秋保手しごと館」が11月6日オープン
本会では昨年度国の補助を受け、観光を軸とした新商品開発プロジェクト
に取り組み多くの新商品が開発されました。この度地元工芸家らの声に応
え、㈲木の家敷地内に、地元の工芸品を取り扱う販売拠点として「秋保手し
ごと館」がオープンすることになりました。

会員様向け配送代行のご案内
本会では、会員事業所様等から委託を受け、発送物

（パンフレット、チラシ等）を会報発行に併せ配送して
おります。
配送委託ご希望の場合は、会報発送日の7日前まで

に、本会備え付けの申込書に見本を添えて本所にお申
し込み下さい。

●大きさ　Ａ4サイズ以内
●重　さ　500ｇ以内

※会報発送日、配送委託手数料等の詳細は、みやぎ仙台
商工会本所（電話372-3545）までお問い合わせ下
さい。

今後の商工会行事予定（既₁₁／₁₀確定分）
11／13（土） 経営革新塾「営業・販売強化コース」

 （中小企業大学校仙台校）

11／14（日） 経営革新塾「営業・販売強化コース」
 （中小企業大学校仙台校）

11／14（日） 東部支部視察研修会
 （福島県会津方面・山形県米沢方面）

11／20（土） 経営革新塾「営業・販売強化コース」
 （中小企業大学校仙台校）

11／25（木） 一日金融公庫 （みやぎ仙台商工会館）
11／26（金） 一日金融公庫 （宮城支所会館）

12／ 8（水） 無料発明（特許／商標等）相談会
 （みやぎ仙台商工会館）

12／ 8（水） 地域問題に関する懇談会 （秋保総合支所）
12／21（火） 商工会無料年金相談会 （みやぎ仙台商工会館）
1／ 7（金） 泉区新春賀詞交歓会 （仙台ロイヤルパークホテル）

宮城県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、
パートタイマー、アルバイト等を含む）に適用される
宮城県最低賃金は、下記の金額に改正されました。

最低賃金額以上の賃金が支払われているか、お確
かめ下さい。『最低賃金制度』は、すべての労働者の賃
金の最低限を保障するセーフティーネットです。
例えば・・・

Ｑ． 最低賃金とは？
Ｑ． 最低賃金の対象となる賃金にはどんなものがあ
るの？

Ｑ． 最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方
合意の上で定めた場合はどうなるの？

Ｑ． 最低賃金額以上かどうかを確認する方法は？
など、詳しいことは
宮城労働局労働基準部賃金室　電話299-8841
または、仙台労働基準監督署　電話299-9071

にお問い合わせ下さい。

時間額　６７４円
効力発生年月日　平成22年10月24日

宮城県最低賃金が改定されました！

宮城県最低賃金について

青色申告決算書については、従来11月中旬に送付
しておりましたが、平成22年分以降は、おおむね翌年
1月下旬に所得税の確定申告書に同封して発送する
こととしておりますので、ご理解とご協力をお願い
します。
なお、決算説明会については、従来と同様、12月初

旬に実施することとしており、税理士関与の方を除
き11月中旬に「青色申告決算説明会のお知らせ（日程
表）」及び「青色申告の決算の手引き」を送付すること
としております。
また、年末調整関係書類及び法定調書関係書類は

11月上旬までに別途送付いたします。

《お問合せ先》
仙台北税務署　　電話（022）222-8121
仙台南税務署　　電話（022）306-8001

税務署からのお知らせ

平成22年分以降の
青色申告決算書の送付について
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愛子支部（岡本啓三郎支部長）並びにひ
ろせ西支部（花田和秋支部長）は、平成21
年度実施した支部再編に関する希望調査結
果等に基づき、宮城地区内の両支部役員会
等において継続的に協議を重ね、去る10月
27日にひろせ西支部、11月 2 日に愛子支部
の臨時総会をそれぞれ開催し、両支部は、
平成24年 4 月 1 日に合併する旨の決議を致
しました。

なお、決議した内容等は右記の合併契約
書（案）の通りです。

10月25日（月）、仙台ヒルズゴルフ倶楽部を会場に90
名の参加のもと盛大に開催されました。当日は心配され
た天候も回復し、参加者はグリーン上で思う存分力を発
揮するとともに、懇親を深めていました。

又、当日参加者にご協力いただいたチャリティ金
（53,000円）を岡本啓三郎実行委員長より仙台市泉区社会
福祉協議会 小野隆会長へ贈呈されました。

成績結果については下記の通り。
★支部対抗の部

優　勝　　ひろせ西 支部
準優勝　　館　　山 支部
第 3位　　ひ ろ せ 支部

宮城地区『愛子・ひろせ西支部』臨時総会開催！
～支部合併について決議～

支部合併契約書（案）
愛子支部（以下「甲」という）とひろせ西支部（以下「乙」という）は、合併して（仮
称）愛子ひろせ支部を創設する為に甲乙間でこの契約を締結する。
第１条　甲乙は、合併して（仮称）愛子ひろせ支部を創設する。
第２条　甲乙の合併期日は、平成24年4月1日とする。
第３条　甲乙は、本契約締結後、合併に至るまでは、従来の事業並びに役員、会
　　　　計等を継続実施するものとする。なお、特別の支出等重要な事項につ
　　　　いては、甲乙協議の上、これを行わなければならない。

平成22年　　月　　日

甲　　　　愛子支部長　　　　　　　岡本啓三郎　○印
乙　　　　ひろせ西支部長　　　　　花田　和秋　○印
立会人　　みやぎ仙台商工会副会長　冨樫　利和　○印

みやぎ仙台商工会

ゴルフ大会開催！
会員間の
親睦
深まる

★個人の部
優　勝　　金井　伸一 様（中央西支部）
準優勝　　海上　功一 様（館山支部）
第 3位　　沢崎　義春 様（東部支部）

宮城地区４支部

合同ゴルフ大会開催！

9 月 7 日、恒例となったひろせ、ひろせ北、ひろせ西、
愛子の宮城地区 4 支部合同ゴルフ大会は、グレート仙台
ゴルフクラブを会場に、52名参加により盛大に開催され
ました。当日は、残暑も一段落し、参加者全員日頃の練
習の成果（？）を遺憾なく発揮し、プレーしていました。

成績は次の通りです。
優　勝　　小松　克俊 様
準優勝　　佐藤　耕造 様
第 3位　　庄司　勝寿 様
ベストグロス賞（スコア74）庄子　嘉知 様

支部対抗で優勝したひろせ西支部メンバーと
岡本実行委員長（右）と片岡競技委員長（左）

表彰式で挨拶する冨樫副会長（写真左）と
豪快にティーショットを放つ参加者（写真右）

泉中央に活気と笑顔☆２回目となる『Izumi Marche』を開催！

泉中央地区及び商店街活性化を目的に、今年で 2 回目となる
『Izumi Marche』が 9 月26日（日）、泉中央駅前ペデストリアン
デッキを主会場に開催された。前日の台風通過の影響による順
延にもかかわらず、当日は暖かい秋晴れの天候にも恵まれ多く
の来場者で賑わった。

野菜や果物、輸入雑貨、衣料、アクセサリー、飲食等約120
店が出店したほか、ジャズの生演奏やマジックなど大道芸コー
ナーもあり、会場は終始活気と笑顔で溢れていた。

10月20日（水）、仙台市経済局産業政策部福田部長及
び地域産業支援課川嶋課長、小野主幹と本会執行部との
懇談会がみやぎ仙台商工会館で開催された。

本会の事業実績や地域経済の動向等、仙台市の商工業
に関する施策等の説明を行い、改めて商工会事業の理解
を深めて頂き有意義な懇談会となった。

本年、県商工会連合会の小規模企業広域活性化事業
（コミュニティビジネス支援事業）の採択を受け、本会
に市民農園事業検討委員会を設置致しました。

委員会では、市民農園を利用する都市部住民と地元住
民、商工業間のニーズを取り込むシステムや収穫祭イ
ベント等の流通と交流の仕組づくりについて検討し、地
域環境の保全と食料自給率向上、地球温暖化防止を理念
に掲げ、泉区西
部地区の豊かな
自然環境を舞台
とした新たなコ
ミュニティビジ
ネスの創出を目
指します。

10月24日（日）、泉ヶ岳温泉「やまぼうし」で支部長・
商工会役員等18名参加のもと研修会を開催した。研修で
は、講師の東北経済産業局　佐藤寛産業部長から「地域
経済再生に向けた中小企業施策」の講演、また、当面す
る商工会の事業等についての意見交換を行った。懇親会
には、中野正志元経済産業副大臣のご参加を頂き、有意
義な情報交換の場となった。

9 月15日、宮城地区 4 支部は、弁護士の石井慎也氏を
講師に迎え「知って得する !! 企業経営者のための法律知
識」と題し研修会を開催しました。

取引と契約等をめぐる法律関係、特に債権回収の基礎
的知識を中心に実例を交えながら、ポイントを分かり易
く解説頂きました。

今後も法律に
関する研修会を
開催して欲しい
旨の意見が多数
あり、大変有意
義な研修会でし
た。

主会場のペデストリアン
デッキ上は人・人・人！

商工会事業に理解を深めた懇談会

検討協議する委員会メンバー

活発な意見交換が行われた研修会

法律の知識習得に繋がった研修会

子供から大人まで楽しめた
足長おじさんマジックショー

商工行政等に関する懇談会

コミュニティビジネス支援事業採択

支部長役員合同研修会

宮城地区４支部合同経営法務研修会を開催宮城地区４支部合同経営法務研修会を開催
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部会・青年部・女性部・支部だより
工業部会では、10月22日（金）岩機ダイカスト工業㈱

並びに東北電力㈱仙台北営業所のご協力を頂き、33名参
加による視察研修会を開催しました。岩機ダイカスト工
業㈱では、高品質のアルミやマグネシウムダイカスト製
品の生産工場を見学し、工作ロボットが溶けたアルミニ
ウムを次々に型に流し込み製造する過程は参加者も興味
津々。

次に相馬共同火力・新地発電所では、点検の為に施設
内の見学は出来ませんでしたが、広大な敷地内を説明を
受けながらバスで巡り、充実した研修となりました。

全体講習会　　　　　
　　　　　　『福祉健康講座』を開催！女性部青年部 地域のお祭りへ積極的な参加

『環境問題を考えよう』
　　　　　　　　視察研修会を実施！工業部会

恒例ボウリング大会開催泉ﾊﾟー ｸ
ﾀｳﾝ支部

「中小企業のこれからの発想」
　　　　　　支部講習会を開催！西部支部

パソコン研修会開催向陽台
支部

恒例事業　　　　　　
　　ボウリング大会開催！大沢・

泉ヶ丘支部

9 月13日（月）
社会福祉法人チャ
レンジドらいふす
ていじ仙台の平野 
模夫 施設長を講
師に招き、部員24
名参加のもと講習
会を開催した。

「まつりだ秋保
2010」や「宮城地
区まつり」など地
域のお祭りに出店
協力し、会場を大
いに盛り上げ、地
域活性化の一助に
貢献しました。

10月27日（水）
コロナキャットボ
ウル泉店にて43名
参 加 の も と 開 催
し、支部会員間の
懇 親 を 深 め ま し
た。

9 月 2 日（木）
㈱ 清 川 屋 の 志 賀 
真希子 取締役広
報部長を講師に招
き、24名の参加が
あり、有意義な講
習会となった。

今や、情報収集は
インターネットから
という時代になり、
初歩の初歩コースを
9 月 1 日（水） 開
催、現在も個々人の
進度に合わせて継続
的に行っています。

10月19日（火）支
部恒例事業の大会は
32名参加のもと開催
され、白熱したゲー
ムが繰り広げられた
結果、佐藤 尚さん
が見事優勝の栄冠を
手にしました。

講師の説明に耳を傾ける参加者まつりだ秋保2010出店の様子

相馬共同火力・わくわくランド前にて

参加者全員に豪華景品が手渡されました3つの創造と3つのまごころの説明を受ける参加者

笠間講師の説明に聞き入る参加者見事優勝に輝いた佐藤 尚さん（右）

支部ボウリング大会開催
　　会員の親睦深まる東部支部

「脳卒中を防ぐ健康管理」
　　　　　　支部研修会を開催！黒松支部

秋保支部 視察研修会を開催

宮城地区「宮城地区まつり」開催

「動脈硬化の予防と対処」
　　　　　　支部セミナーを開催！南光台
支部

講演会と　　　　　　　　
ビアパーティーを開催！館山支部

中央東
支部

恒例の　　　　　　
　　ボウリング大会開催！

秋保支部 まつりだ秋保２０１０開催

恒例の支部ボウ
リング大会が、10
月24日（日）コロ
ナキャットボウル
泉店で開催され、
会員及び会員家族
同士の懇親を深め
た大会となった。

9 月13日（月）
仙台徳洲会病院の
渡部 憲昭 脳神経
外科部長を講師に
招き、37名の参加
をいただき研修会
を開催した。

10月17日（日）秋
保支部視察研修会を
開催し、田沢湖・角
館視察に48名が参加
した。観光地の特産
品開発の重要性を再
認識出来、実りある
研修だった。

今年で21回目を迎えた宮城地区まつりは、10月31日
（日）仙台市宮城総合支所前駐車場を会場に盛大に開催
されました。

10月17日（日）太白区秋保総合支所敷地内で恒例と
なった「まつりだ秋保」が開催され、晴天にも恵まれ、
青年部・女性部が出店し会場を盛り上げた。

健康に対する関心
の高まりから、10月
1 日（金）南光台コ
ミュニティセンター
に仙台徳洲会病院福
地 満正 院長をお招
きし、支部セミナー
を開催した。

9 月 11 日（土）
㈱清月記 菅原 裕
典 社長を講師に講
演会を開催。仙台
近郊におけるお墓
事情や葬儀に関す
る貴重な話しを伺
うことができた。

10月26日（火）
支部対抗ボウリン
グ 大 会 の 前 哨 戦
と し て 開 催。 各
レーンでは一投ご
とに一喜一憂、参
加者同士懇親を深
めていた。

大会に参加した支部会員家族の皆様

熱心に受講する参加者

たざわこ芸術村にて

青年部コーナーでクジを引く子供達 賑わう商工会女性部出店ブース

予防と対処方を学んだセミナー参加者

葬儀の知識を学んだ講演会

優勝賞品を受取る㈱東仙電気の須藤さん（右）


