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平成27年度
「優良従業員」
・
「創業・創立記念会員事業所」
表彰式
受賞おめでとうございます！
仙台市・仙台商工会議所・みやぎ仙台商工会共催の優

と、創立・創業記念で10事業所が仙台市長表彰を受賞さ

良従業員、創業・創立記念会員事業所表彰式が平成28年

れました。

2 月 4 日に挙行されました。本会より、平成27年度で同

今後益々のご発展・ご活躍をご祈念申し上げます。

一事業所に20年以上勤務され功績のあった24名の方々
○20年以上勤続優良従業員（順不同・敬称略）
佐々木 茂里子、髙見澤 文吾、岩松 俊樹、原

○創業・創立記念事業所
美秋

創業90年……清雅堂

渡邊 孝一、深川 典子、佐々木 凡子、萬崎 泰弘
岩松 さおり、吉田 剛士、小野寺 宏次、下平
栗田 令子、萩野

佐山表具店

創立50年……㈱泉興業
聡

創業50年……愛子幼稚園

亘、廣本 浩二、斎藤 厚史

創業40年……㈲岡本電装

鴇田 俊幸、鈴木 宏二、高橋 俊彦、工藤 芳昭

創業40年……アベ企画

今野

創立30年……東北総合美研㈲

淳
以上、㈱東北ロイヤルパークホテル

創立30年……㈲東日本福祉機器商会

佐藤 真一

㈱ジェミニオート勝美

創業30年……東北公営事業㈱

今井 康治

㈱ガーデン二賀地

創業30年……居酒屋

髙橋 雅之

㈱赤間総業水道事業部

創業20年……㈱東北ロイヤルパークホテル

「観光」
の在り方について

銀平

地域観光のあるべき姿の明確化・関係者の認識統一を行
い観光ビジョンとして認知賛同を得ることが必要である

西部地域資源調査事業

との委員会の提言をまとめ27年度の事業を終了しました。

本事業は、仙台市泉区の西部地区・宮城地区・秋保地

本会では28年度以降も当該エリアの観光振興へ様々な

区エリアへ新たな観光客を呼び込むための資源開拓調査と

方策を取り、観光振興への取り組みを継続してまいります。

して宮城県の採択を受け、宮城県小規模事業経営支援事
業 西部地域資源調査事業として実施してまいりました。

外国人観光客 経営復興支援セミナー
おもてなしセミナーを開催！

宮城大学事業構想学部 宮原教授を委員長とし全 5 回
の委員会とモニターツアーを実施し、地域観光の在り方
を模索しながら今後の当該エリアの発展につなげるべく

2 月 9 日・10日の 2 日間の日程で、今後ますます増加

委員会の中で協議・検討を行いました。

が予想される外国人観光客に対する事業所側の受入体制

多彩な観光資源があって相互補完・相乗効果が期待で

の整備に繋げるために、㈱ライフブリッジの櫻井亮太郎

き観光客に対する便益が高まるなど、 3 地域を一体化す

氏を講師に迎えセミナーを開催しました。内容としては

る意義があるとするならば、民間・地域住民とともに、仙

インバウンドの現状や観光客への接客対応について等、

台広域の観光グランドデザイン設計を行って、将来的な

おもてなしの基礎について講義をいただきました。ユー
モアを混ぜながらわかりやすい説明で参加事業所にとっ
て外国人観光客へ
の対応について検
討できる大変有意
義なセミナーとな
りました。

と、
する櫻井氏
講義で説明 する参加者
講
受
熱心に

委員会の様子

みやぎ仙台商工会報
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サービス・観光業部会

厨房設備機器展＆
国際ホテル・レストラン
ショーを視察

2 月17日～18日、東北電力㈱仙台北営業所
の企画にて、東京ビッグサイトで行われてい
た「厨房設備機器展＆国際ホテル・レスト
ランショー」見学会が実施され、本部会から
15名が参加しました。
飲食業や宿泊業に従事する参加者は、最新
の電化厨房設備機器をはじめ、容器・パッ
ケージ、店舗照明機器などフードサービス全
般に関連する出展ブースを熱心に見学してい
ました。
電化設備を含めた今後の店舗運営・事業経
東京ビッグサ

な見学会となりました。

商業部会、サービス・観光業部会合同事業

事業承継セミ

宮城・秋保地区支部
合同役員研修会を開催

ナー

「事業承継の円滑な進め方」
～知って得する弁護士活用術

写真

イトでの集合

営を考え見直す良い機会となり、大変有意義

聞いて商い話～

3 月24日、事業の継続性を重視しながら、スムーズに

1 月30日、作並温泉 岩松旅館を会場に、はじめての

事業承継を行うための一助とすることを目的に、内藤法

試みとして宮城・秋保地区 4 支部合同での役員研修会を

律事務所 内藤喜仁 弁護士を講師に迎え事業承継セミ

開催し、税理士の手島貴弘氏を講師にマイナンバー制度

ナーを開催しました。事業承継のタイミングと手順、注

導入による税務上の留意点等について研修を行いまし

意点など経営を上手に引き継ぐための成功ポイントにつ

た。

いて分かり易く説明いただき、今後、事業承継を行うう

終了後には新年会を開催し、地区の枠組みを超えて支

えで大変参考となる有意義なセミナーとなりました。

部役員の相互の交流と親睦を深めることも出来ました。

事業承継への理解を深めたセミナー

みやぎ仙台商工会報
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青年部①

女性部全体講習会

大崎八幡宮
「裸参り」に
参加

「地元の魅力
再発見講座」
を開催
▲

多くのアイディア
がでました

▲

参加した
青年部員

青年部では、県内有数の神社である国宝大崎八幡宮で毎年
開催される「松焚祭」で行われている御神火を目指して参拝
する「裸参り」に参加し、みやぎ仙台商工会の存在をアピー
ルし、また商工会の更なる発展、商工会会員・役職員の無病
息災を祈願してまいりました。

現在、全国で女性部員だからこそ知っている地域の隠れた
魅力を紹介し合う「おもてなしプラン」の募集を行っていま
す。私たち女性部も、地域活性化のため「おもてなしプラン」
の作成に取り組むことにしました。
11月 9 日、地域活性化講習で評判のプラスアイディア代表

青年部②

鉄本由美様から講演を受けました。秋保・宮城・泉とグルー
プを組み、様々なプランのテーマや見どころを話しあい、活

青年部
視察研修を実施

発な意見交換ができました。今後も魅力的なおもてなしプ
ラン作成に取り組んでいきます。

女性部秋保地区
▲

アサヒビール
名古屋工場にて

熱心に制作する
参加者

▲

青年部では 2 月26日～28日の日程で名古屋市への視察研修
を実施しました。アサヒビール名古屋工場、トヨタ産業技術
記念館、名古屋城等を視察し、また以前より交流のあった愛
知県武豊町商工会青年部と交流会を開催し交流を深めてまい
りました。

「ポーセラーツ」
って何？

1 月27日女性部秋保地区では「ホテル佐勘」にて「ポーセ

秋保支部

ラーツ」の講習会を開催しました。シール感覚で使える転写
紙や金彩を使ってコーヒーカップに絵付けをし、個性豊か

「Ｇ7仙台財務大臣・
中央総裁会議」に
係る研修会を開催

な、世界に一つしかない「マイカップ」を作成し、終了後参
加者（15名）の情報交換をしながら懇親を深め楽しい講習会
になりました。

▲

仙台市 天野政策企画部長
から説明いただく

南光台支部

「研修会・懇親会」
を開催！

泉パークタウン支部

報告会・新年会

▲定義如来新本堂にて
住職のお話を！

▲ベガルタ仙台レディース
千葉監督による報告会
おいしい料理を食べて
親睦を深めました

▲

▲

定義館にて
懇親会！

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
かのお

協工業 株式会社
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TEL 022－372－8559
〒981-3111
仙台市泉区松森字明神１－１

「G7 仙台財務大臣・中央銀行総裁会議」

秋保温泉郷で開催 !!

伊勢志摩サミットの開催にあわせ、 5 月20日・21日に秋
保地区で日本、米国、イギリス、など 7 ケ国の財務大臣・
中央銀行総裁の他、IMF や世界銀行、国際機関のトップ
総勢約800名の方々が秋保地区に集うことになりました。
商工会としてもおもてなし研修会を開催し、また秋保
支部会員の皆さんは歓迎気運の醸成や環境美化など、要
人やメディアの方々を気持ちよくお迎えするため会を挙
げて準備を進めております。秋保温泉や自然の魅力、ま
た歴史や食、そしておもてなしなどの情報が全世界に発
信される絶好の機会でもあり、会議を是非成功に導き、
訪れた方々に仙台秋保に素晴らしい印象を持って帰国い

磊々峡と温泉ホテ

ル

ただきたいと思いますので、皆様のご支援ご協力をお願
い致します。

平成27年度補正予算

小規模事業者持続化補助金

募集

受付中

小規模事業者が、商工会と一体となって経営計画に基づき実施する販路開拓に取り組む費用の2／3を助成します。

1. 事業概要
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路
開拓（創意工夫による売り方やデザイン改変等）などの取り組みを支
援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

2. 補助対象とな り 得 る 取 組 事 例
①販促用チラシの作成、配布 ②商談会、見本市への出展 ③店舗改装
④商品パッケージ（包装）の改良 ⑤ネット販売システムの構築
⑥新商品の開発など

3. 募集期間
平成28年2月26日（金）～平成28年5月13日（金）

みやぎ仙台商工会ホームページに公募要領・申請様式を掲載しています。

※ご注意

■補助率等
補助率
補助
上限額

補助対象経費の2／3以内

50万円

※雇用増・買い物弱者・海外展開に取り組む場合：100万円
※複数の事業者が連携して取り組む共同事業の場合：
100万円～500万円
（連携小規模事業者数による）

■小規模事業者の定義…従業員規模
卸売業・小売業
サービス業（宿泊業・娯楽業以外）
製造業その他
サービス業のうち宿泊業・娯楽業

5人以下
20人以下

本事業の申請に際しましては、当会主催の「経営計画作成セミナー」の受講と専門家による個人面談を
経ての申請をお願いいたしております。
詳細につきましては、同封のチラシをご確認ください。

みやぎ仙台商工会報
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新 会員の紹介


○㈱ HIM（介護サービス）




泉区泉中央 1 －4８－ 1 －40８

○小野輝明行政書士事務所（行政書士・税理士）


（平成28年 3 月29日 理事会承認）



泉区泉中央 3 －10－ 4

○㈱真成（建設業）



泉区上谷刈 3 － 9 － 5 －Ｃ201

○㈱千代工業（建設業）


○信成工業（建設業）





泉区福岡字坂下14

泉区長命ケ丘 3 －25－ 5

○㈱エコシステム（環境コスト削減システム販売）


○クリア（ハウスクリーニング）


○千葉塗装（塗装業）


○光和工業（建設業）






泉区住吉台西 4 －10－14



○遊佐



泉区桂 4 － 5 － 3





泉区高森 4 － 2 －472





泉区高森 5 －32－ 4





泉区七北田字大沢中才22

青葉区栗生 5 －1８－17

○庄子



隆一（不動産業）




泉区将監殿 4 －12－ 3

○大友装業（塗装工）


○ A-WORKS( エーワークス）
（内装業）





泉区将監殿 5 － 6 － 9







青葉区折立 1 －11－ 3



泉区南光台 2 －30－ 7

○フェース電設㈱（電気工事業）





アップル1（化粧品販売）


○㈱テルリンク（電話代行業）


泉区南光台南 2 － 1 － 3

○㈱エムアイフーズ（飲食業）




七福ビル105

今回も「わが社の一押し！」を紹介します！
わが社の
一押し！

職員人事異動の
お知らせ

会員事業所
紹介

アーバ・とうこう（東光電機）

1代表者名：横山 克之
2所 在 地：仙台市泉区向陽台3丁目36－26
3電話番号：022-372-6449
4業
種：家電小売業
5自店の PR：あなたの街のでんき屋さんの、アーバ・と
うこうです。家電の販売はもちろん、アンテナの設置、
調節、分配、使い方。その他オール電化の見積りやご相談。
電化製品の設置、点検、修理やコンセントの増設、スイッ
チの交換、電球・蛍光灯の取替等。お家でお困りの事が
あれば、何でも当店にお任せください。
営業時間：10時～19時
休日：日曜・祝日
東向陽台

4 月 1 日付の職員人事異動で、転入・転出がありました
ので、下記のとおりお知らせいたします。
●転任・退職
宮城県商工会連合会へ
主査
矢島 亮平

東松島市商工会より

青葉区折立 3 － 6 －13－201

会員事業所紹介 vol.16

泉区松森字八沢26－ 1

泉区泉中央 2 －17－ 3

事務局長
齋藤 茂
（本所）

宮城野区福室 7 － 7 － 7 －30８



泉区虹の丘 3 － 9 － 1

泉区市名坂字黒木川原76－ 1



太白区長町南 1 － 1 －11

○庄子建装（外装業）


○ビューティーサロン希望（エステティックサロン）


孝男

青葉区上愛子字大道33－ 3



泉区南光台 3 －24－33

○ゆうな施術院（カイロプラクティック業）


りのん営業所（化粧品販売業）


多賀城・七ヶ浜商工会より

主幹
主幹
尾口 紀嘉
加賀 英
（本所） （宮城・秋保支所兼任）

東向陽台
中学校

会報用広告
「新たな気持ちで勤め
させて頂きますので
よろしくお願いいた
します」

「一日も早くお役にた
てるように頑張りま
すので、よろしくお
願いいたします」

オリーヴハウス201

○㈱ビッグ・インテック仙台営業所（太陽光及び風力発電の販売・施工）

○ポーラ

○ペイントアース（塗装工）


くろかわ商工会より

青葉区栗生 4 － 7 －15



泉区鶴が丘 2 －12－33

○㈱エムアールロック（鍵全般サービス業）


●着任

青葉区栗生 6 － 9 －11

○小島商運（制御盤設置）


○㈲菅原電設（電気工事業）


半澤

青葉区落合 3 －16－25

○落合カイロプラクティック（カイロプラクティック業）


○髙橋興業（建設業（足場架設工事）
）




青葉区落合 5 －17－15

○高橋作庭（造園業）


○ミズノ電装工業（車関連修理・取付）


定年退職
事務局長

青葉区愛子東 2 － 3 －24

○ヤマモトシステムズ（情報サービス業）


○アリス外国語学院（英語教室）




青葉区赤坂 1 －11－ 7

○電通テクノ㈱（設備業）


○㈲泉塗装（塗装業）


○㈱ポーラ

青葉区芋沢字大竹原41－54



泉区住吉台東 3 －17－ 6

祝治（不動産賃貸業）
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幼稚園

七十七銀行

「会員の皆様のお力に
なれますように、努力
して参りますので、宜
しくお願い致します」

泉向陽台
ファミリー 郵便局
マート

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

広告掲載事業所を募集しています。

㈱東北カレンダーギフト

みやぎ仙台商工会では会員事業所の取引拡大や事業拡大に
資することを目的に商工会報への広告枠とホームページバ
ナー広告を募集しております。

℡.０２２－３７２－２４９４

◆会員掲載料金
※H28.4.8現在、
会報広告は半枠のみ空あり
会報広告
（半枠）
年 5 回発行・・・・・・・・・・年間 5,400円
バナー広告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年間12,960円

981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目33-7

いずれも掲載月数・回数に応じて金額は変わります。
お気軽にお問い合わせ下さい。

Fax.022-372-2596

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

ウィン
マート
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H28・4・8

