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Izumi Marche 2013
泉マルシェ

今年で５周年を迎えた『Izumi Marche 2013』が９月20日（金）
、21日（土）泉中央
ペデストリアンデッキを会場に開催されました。
震災後縮小していた前夜祭が復活、アルコールやソフトドリンクを片手にジャズ等の生
演奏を楽しむ仕事帰りの人々で賑わいを見せました。
本祭では、産直西洋野菜やマフィン、チーズ等の食品、雑貨、アクセサリー等を買い
求める来場者で溢れ、過去最高となる約３万６千人の来場者で終日賑わい、会場内３か
所で行われた生バンドによる演奏やライブペイント、大道芸等のパフォーマンスも好評を
博しました。
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みやぎ仙台

で検索

使ってウインナーの調理実演や、来場者にアンケートを
行うなどの活動を行いました。

災害支援
ネットワーク
事業

震災を経験した市民が大勢訪れ、震災時に実際に炭を
使った人や是非炭を活用してみたいとの声が聞かれ、市
民に対して大いにアピールすることが出来ました。

泉マルシェ 2013 会場で PR!!
9 月21日、泉中央駅前ペデストリアンデッキで開催さ
れた泉マルシェ会場において、仙台の炭を使った緊急時
の防災用品の展示と PR 活動を行いました。実際に炭を

防災用品の説明を行うスタッフ

クレーム処理で
！
会社の危機を救え
経営復興支援セミナーを開催

長尾・佐藤両講師による密度の濃い講義により受講者
は大いに刺激を受け、誰もが受けたくはないクレームを
上手に捌くことによってお客様に満足していただき、引
き続き自社のファンになっていただく一方で、事業所の
システムやマニュアルの改善にも繋がるセミナーとなり

10月24日・25日・28日の 3 日間、みやぎ仙台商工会本

ました。

所において経営復興支援セミナー
「クレーム処理で会社
の危機を救え！～クレーム対応の極意、伝授します～ク
レーム対応研修会」を開催しました。
官澤綜合法律事務所の弁護士 長尾浩行氏とビジネス
教育訓練所株式会社の佐藤晃樹氏を講師に迎え、事務職
員・営業職員・対面販売員の 3 つの対象職種ごとに 1 日
ずつの研修が行われました。クレーム対応の基本をロー
ルプレイングによる実践形式で技術の習得・向上を行う
とともに、法律を踏まえた悪質なクレームへの対応方法
についてご指導いただきました。

真剣に耳を傾ける受講者

場を思わせ、作業効率と安心安全を追求した設備から

工業部会

実った野菜等は高いクオリティでした。

ٽᨗήМဇౡཋئửᙻݑ
工業部会では、10月24日、山元町にある震災からの復
興支援のために建設した大型生産施設（太陽光利用型植
物工場）を視察しました。
この施設は、各種先進技術を導入してイチゴ高段栽培
とトマト低段栽培の生産実証を行っており、独立行政法
人をはじめ各種研究機関、大学、民間企業の産学連携に
より運営されていました。
当日、担当者より施設の概要を説明頂いた後、施設内
を見学、最新技術により構築された施設は、さながら工
みやぎ仙台商工会報

コンピュータ管理された施設を視察 !!
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10月22日（火）に太白カントリークラブ秋保コースに

みやぎ仙台商工会
支部対抗
ゴルフ大会を開催！
団体優勝
団体準優勝

於いて開催されました。当日は、生憎の雨でしたが80名
の参加者が各々プレイを楽しみました。個人優勝は愛子
ひろせ西支部の佐藤耕造氏。団体優勝は愛子ひろせ西支
部となり、 3 年連続で栄冠を手にしました。最後は参加
者全員で次年度に向けて健闘を誓い合いました。

団体第３位

愛子ひろせ西支部
将監支部
館山支部

個人戦優勝

個人戦準優勝
個人戦第３位

佐藤 耕造 氏（愛子ひろせ西支部）
阿部
佐藤

仁 氏（西部支部）
強 氏（秋保支部）
団体優勝した愛子ひろせ西支部

平成25年度商工行政等に関する懇談会
10月18日、本会役員と、仙台市産業政策部との商工行政に関する懇
談会を開催しました。本会からは地域のイベントや活性化、中小企業
の記帳や経営相談といったきめ細かい支援を展開し、地域会員にとっ
てなくてはならない役割を担っている重要性が報告がされました。
仙台市からは、中小企業を取り巻く経営環境の厳しさの理解と、
会議所との協働による中小企業の支援の展開について推進のお願い、
市長の公約「中小企業条例」の制定に向けた推進について報告があ
りました。

懇談会の様子

証）および
マル経（無担保・無保
大変便利です。
用が
の利
特枠
東日本大震災対応

一日公庫開催のお知らせ

恒例となりました日本政策金融公庫による一日公庫を右記の
とおり開催します。年末資金のご相談等をご希望の方は、事
前に商工会にご予約をお願いします。

▲

本
所：平成25年12月３日
（火）
10時〜16時
宮城支所：平成25年12月４日
（水）
10時〜16時

★制度のご案内

（平成25年11月1日現在）
普通貸付

経営改善貸付（マル経融資）

東日本大震災復興特別貸付

（商工会の会員で、6カ月以上の経営指導を受けている方）

一般

災害

1,500万円

別枠1,000万円

（事業を営む、ほとんどの業種の方にご利用いただけます）

貸付限度額
返済期間

利

4,800万円

別枠6,000万円

運転

５年以内

15年以内

７年以内

設備

10年以内

20年以内

10年以内

率

担保・保証人

基準利率
年1.9％

被災証明等ある場合

当初3年間 年0.5％～
4年目以降 年1.4％～

被災証明等ない場合

年1.9％～

当初3年間
4年目以降

年1.6％

不動産・第三者の方など

不

要

＊設備資金貸付利率特例制度：設備資金のご融資金については、雇用の維持・拡大を図る場合、0.5％の引き下げ措置が可能となっております。
＊その他、教育資金融資など各種制度資金がございますので、ご相談ください。

みやぎ仙台商工会報
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年0.7％
年1.6％

横浜に向かい横浜港で約 1 時間のサンセットクルージン

ਛᄩ᧲ᡰㇱ

研修旅行

グを楽しみました。横浜中華街にて夕食をとりつつ視察
後ホテルへ戻りました。
翌10月 1 日は雨でしたが 7 時30分にホテルを出発し、

9 月30日朝 7 時30分仙台駅に集合し、支部会員総勢14

混雑する通勤電車に乗り東京駅まで約40分でした。東京

名、新幹線にて一路神奈川県鎌倉を目指して出発しまし

駅から、はとバスで東京見物に出発です。最初にスカイ

た。鎌倉の大仏様に参拝後門前商店街を視察し、昼食後

ツリーのソラマチショッピングセンターを視察し展望台
へ、曇っていましたが東京の街並みがきれいに見えまし
た。とにかく、施設・設備・構造物、すべてが感心する
ことだらけでした。
次に浅草寺に向かい仲見世の視察とショッピングで
す。昼食後小雨振る中、浅草寺にお参りし、はとバスで
都内を見ながら東京駅に到着後、ばらばらに？新幹線で
仙台駅につき、各自帰宅しました。

複雑な構造のスカイツリー

᧲ㇱᡰㇱ

視察研修旅行実施

視察研修参加者

東部支部では10月 6 日・ 7 日の両日、15名の参加のも

ܱ↹↝ᅸ↝⇁ᧈٸ
ㇱ
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と山梨県へ視察研修旅行に行ってきました。
先日、世界遺産登録された富士山はあいにくの雨模様
で眺める事はできませんでしたが、昇仙峡やワイン工場

じぇ、
じぇ、
じぇ。

など山梨県の観光名所を見学してきました。その中でも

南光台支部（鎌田厚司支部長）では、支部会員親睦事

山梨県忍野村にある忍野八海では富士山の噴火活動の末

業として「会員親睦芋煮会」を10月26日、南光台商店街

にできた八つの湖がそれぞれ独特の雰囲気で全国から訪

振興組合会館に於いて開催しました。
当日は、会館内は、芋煮や各種ご馳走でいっぱい。参

れる観光客を楽しませており、悪天候にも関わらず大変

加者全員、あったかい芋煮に舌鼓を打ちました。

な賑わいとなっていました。

最後に、楽天優勝グッズや各種賞品が当たる抽選会を

宿泊場所であるホテル石庭では長旅の疲れを癒す大浴

実施、盛会裏に終了しました。

場や参加者の懇親を深める宴会が行われ参加者一同大変
満足できる研修旅行となりました。

全国観光地百選 渓谷の部第一位 昇仙峡 !!

みやぎ仙台商工会報

支部長のあいさつでいざ開始 !!
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今年も出店に協力!!

ᗲሶ߭ࠈߖᡰㇱ

泉ケ岳悠・遊フェスティバル2013

愛子地区の清掃奉仕活動を実施

秋の恒例イベントとして定着した「泉ケ岳悠・遊フェ

10月20日（日）早朝、愛子ひろせ西支部では宮城地区

スティバル」は10月 5 日（土）
、スプリングバレー泉高

女性部、仙台北法人会宮城支部との共催で、毎年恒例と

原スキー場を会場に開催され、今年も館山支部が出店

なった愛子駅から錦ケ丘までの区間の清掃奉仕活動を実

し、どんどん焼きなどを販売し協力しました。あいにく

施しました。当日は雨天により実施が危ぶまれたが総勢

の天候でしたが、約4,800名の市民が来場し工作やステー

39名が参加し、地域の環境美化に貢献することができた

ジでの演奏など、大自然とふれあい秋の一日を堪能しま

とともに各団体間で交流も図ることができ、有意義な活

した。

動となりました。

さあいらっしゃい！いらっしゃい！館山支部です !!

⑺ᡰㇱ

小雨降る中、和気あいあいと活動した参加者の皆さん

視察研修

㕍ᐕㇱ

秋保支部では10月22日に恒例の支部視察研修を参加者

家族合同親睦会を開催！

青年部では、 9 月 8 日（日）に秋保木の家に於いて部

34名で開催いたしました。今年は最上川の舟下り・羽黒

員とその家族を招いて BBQ& 芋煮会を開催しました。

山の参拝コースです。

当日は朝から雨だったため、ロッジで親睦を深めまし

舟下りでは紅葉の見頃にはちょっと早かったようです

た。普段は会社で仕事の最前線に立っている青年部員が、

が船頭さんの山形弁と英語による最上川舟唄を聞きなが

この日はパパとして子供たちに火の扱い方を身体で教

ら楽しい一時を過ごしました。羽黒山では本殿から五重

え、漢の料理をする様を魅せつけていました。普段とは

塔までの長い石段を途中の茶屋で休憩を取りながらも

違った父親の姿に、子供たちは尊敬のまなざしを向けて

なんとか全員、降りて行くことができました。会員同士

いました。

の親睦を深めるために大変、有意義な研修となりました。

舟下りを満喫中

みやぎ仙台商工会報

雨の中でも楽しむ青年部員とその家族
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会員事業所紹介 vol.4

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

大切な方へのご贈答に

こだわりの地産大豆を使った
本物の味を
今回紹介する宮城野ゆば本舗は、先代が日光ゆばのおい
しさを仙台の皆様にとの思いから昭和62年より現在地にて
ゆばの製造販売をしています。
泉区朴沢をはじめ厳選された地元の大豆を使用したゆば
は、製造を担当する現社長にも強いこだわりが引き継がれ、
四季の気候の変化や気温・湿度、毎日変化する環境と格闘
しながら理想のゆば作りを目指しています。
製品の良し悪しを大きく左右する原料の大豆の生産にも
細部までこだわり、妥協は見られません。地元産の大粒の
ミヤギシロメを原料に選ぶことに大きな理由があり、出来
上がりの美しさを表現する白さ、程よい歯ごたえとのどご
しを生むたんぱく質、そして口の中で広がる甘さの 3 つの
バランスが最高の素材であるからです。
大豆の旨みをそのままに作られた生ゆばの中でも全体の
ほんの数%しか作られない「生ゆばつまみ」をはじめ、大
切な方への贈答品として、こだわりの本物のゆばを是非ご
利用ください。

原料の豆乳からわずか数％しか作れない“つまみ”

添加物・保存料を一切使っていないためお早めにお召し上がりください

泉高校

宮城野ゆば本舗

仙台市泉区七北田字菅間34
TEL 022-375-4611 FAX 022-372-8548

泉総合
運動場

ヨーク

徳州会病院

営 9：00～16：00 日曜・祝日定休
○

宮城野ゆば

で検索

Ario
泉中央駅

※全国宅配致します

仙台商業高校

上品な味わいの茶巾ゆば

いざというときに
備えて！

泉区役所

JA 倉庫

泉警察署

大きな効果の
節税対策として！

◆小規模企業共済制度のご案内

◆経 営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）
のご案内

小規模企業共済制度は、個人事業主または会社

経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が

等の役員の方が事業をやめられたり退職されたり

原因で、経営悪化の危機に直面してしまったとき

した場合に、生活の安定や事業の再建を図るため

に資金を借入れることができる制度で、中小企業

の資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共

を守るために国がつくった共済制度。無担保・無

済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための

保証人で、積み立て掛金の10倍の範囲内（最高

退職金制度」といえます。

8,000万円）で被害額相当の共済金が借入れ可能。

この制度の特徴は、掛金は全額所得控除。受け

毎月の掛金も税法上、必要経費または損金に算入

取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所

できます。貸付限度額が、8,000万円に、掛金月額

得扱いとなります。個人事業主の「共同経営者」も

の上限も20万円に引き上げられました。

2 名まで加入することができるようになりました。

みやぎ仙台商工会報
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