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第36回泉区民ふるさとまつり
オープニングセレモニー
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泉区を代表する夏の風物詩、第36回泉区民ふるさとまつりが8月20日、七北田公園を主会場に開催
されました。会員事業所55店舗の縁日コーナーやステージ披露など公園内は終日大賑わい。夜には
約4,500発の花火が打ち上げられ136,000人の来場者を魅了しました。

第36回 泉区民ふるさとまつり
盛大に開催！

賑わいをみせた縁日コーナー 今年も賑わったミニSL

鮎のつかみ取り 泉ヶ池で行われた灯篭流し

カウントダウンセレモニーで挨拶する佐藤会長 カウントダウンセレモニーの様子
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本会では今年度、宮城県小規模事業経営支援事業費補
助金の採択を受け、仙台市西部地域（秋保、宮城、泉西
部）の観光情報を発信することで観光客を呼び込み、地
域商工業者の事業機会の創出、地域全体の活性化に繋げ
ることを目的とした事業を行います。
鎌田委員長（西部支部長）をはじめとした 3地域から
参加いただく委員会において、発信する情報の内容や効
果的な PR方法等を検討し観光パンフレットを作製する
予定です。

本年度事業として、泉地域の均衡ある発展を目指すた
めに、泉西部地域の振興策を講じる上で拠点づくり等、ど
のような方策が必要か、調査研究することを目的とし、7
月11日に第 1回研究会を開催しました。座長に、㈲ティ・
アイの石川隆夫様、副座長に、宮城県よろず支援拠点コー
ディネーターの後藤毅様を選出し、今後 5 回程度の会議
を予定し、目的達成のため検討研究を重ねていくことを確
認しました。委員メンバーは下記のとおりです。

〈西部地域観光資源情報発信事業〉

仙台市西部地域の
観光情報を発信

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

電力施設見学会〈工業部会〉

摺上川ダムでの集
合写真

ダム内部の監査廊見学の様子

工業部会では 6 月 9 日、電力施設見学会を開催し、会
員・会員事業所従業員等25名で福島県摺上川水力発電所
を訪問しました。
㈱東北電力仙台北営業所様のご協力のもと施設や発電

の仕組みについて解説をいただいたのち、摺上川ダム内
部の監査廊等、普段は立ち入れない場所を見学させてい
ただきました。
また、福島県運営の民家園・四季の里など文化施設に

も立ち寄り、福島の観光や特産にも触れた見学会となり
ました。

第 2回委員会の様
子

泉西部地域振興事業検討研究会開催

（敬称略：五十音順）
№ 役職名 氏名 所属等名
1 委　員 阿部�義信 阿部義信税理士事務所・地域市民
2 委　員 石川�隆夫 ㈲ティ・アイ
3 委　員 鎌田�秀夫 ㈱泉緑化（観光協会）
4 委　員 熊谷�幸夫 椎茸栽培販売・農家
5 委　員 品川�忠夫 酪農・農業
6 委　員 庄司�俊一 根白石町内会・地域住民
7 委　員 庄司�俊充 ㈲ケイシン
8 委　員 庄司�　充 洋服のショウジ
9 委　員 高橋�長也 ㈱高長商店（商店会長）
10 委　員 半澤�　弘 やまぼうし
11 委　員 遊佐�祝治 ㈱ダックス

12 専門委員 後藤�　毅 宮城県よろず支援拠点コーディネーター
中小企業診断士

13 オブザーバー 佐藤�　浩 みやぎ仙台商工会�会長
14 オブザーバー 髙橋�正明 仙台市泉区役所�区民部�部長

15 オブザーバー 貝山�涼一 宮城県商工会連合会
嘱託専門指導員

16 オブザーバー 桜井�昭市 宮城県商工会連合会�経営支援部
地域振興課�課長
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ビアパーティーの様子
講義する徳洲会郷

家氏と、聴講する受
講者

宮城地区

3 支部合同
ゴルフ大会開催

6 月29日、グレート仙台カン
トリー倶楽部を会場に76名参加
のもと宮城地区 3 支部合同のゴ
ルフ大会が盛大に開催されまし
た。天候にも恵まれ皆様ハツラ
ツとプレーを楽しまれておりま
した。成績は左記のとおりです。
おめでとうございました。

冨樫副会長（左）と優勝された佐藤氏（右）

於：グレート仙台
　　カントリー倶楽部

6/29

優　勝　佐藤 耕造 氏
準優勝　大谷 よう子 氏
第 3 位　佐藤 長市 氏

宮城地区

3 支部合同
ビアパーティー

去る7月17日、定義館を会場に宮城地区 3 支部合同ビアパーティー
を開催しました。当日は69名が参加され、盛会裏に終了しました。

盛会だった宮城地区 3支部合同ビアパーティー

於：定義館

7/17

秋保支部

視察研修

昼食は、小岩井農場でジンギスカン

於：岩手県小岩井農場・
　　手づくり村
参加人数：43名

7/28

南光台・八乙女支部

南光台・八乙女支部
合同会員研修会・ビアパーティーを開催！

7/31

大沢・泉ヶ丘支部

泉ヶ丘連合町内会
夏まつり
出店協力

支部役員皆様のご協力のもと、完売しました

於：ヤマザワ泉ヶ丘店
　　北側駐車場

7/30

将監支部

ビア
パーティー

懇親を深める将監支部の皆さん

7/23

於：カラオケおどるこ

ひろせ北支部

川前夏まつり
出店協力

雨の中役員皆様のご協力のもと、地域活性化の一助となりました

於：川前コミュニティ・
　　センター前広場

8/20

支部だより

泉パークタウン支部

70名参加 !!
毎年恒例
会員親睦
バーベキュー

美味しい料理を前に笑顔になります

8/26

於：泉パークタウン
　　ゴルフ倶楽部レストラン

於：南光台コミュニティ・センター
参加人数：38名

支部合同で初開催 !!
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◆開催日時：平成28年11月9日（水）
　　　　　　13：30～16：30
◆開催場所：みやぎ仙台商工会館
◆参 加 費：無料
◆申込締切：平成28年９月30日（金）

出展者
募集

「地域商品　発掘・育成商談会」
開催のお知らせ

現在女性部では全国
の商工会女性部に向け
て地域の魅力を発信す
る旅行プラン「おもて
なしプラン」の作成を
しております。今回の
研修旅行では、検討を
重ねて作成したプラン
を実際に部員が体験し
て意見をもらうことを
主旨に行いました。工夫をこらしたガイドが参加者
からも大変好評で今後の自信につながりました。

みやぎ仙台商工会女性部今後の活動予定
10月23日　�宮城地区まつり出店（宮城地区）
10月30日　�まつりだ秋保出店（秋保地区）
11月16日　10：30～　若手後継者育成事業
　　　　　テーマ「働く女性のための健康術」
　　　　　～薬に頼らない元気な体の作り方～
　　　　　講師：薬剤師・栄養学博士　宇田川�久美子�氏
　　　　　※講師は 7万部突破の「薬剤師は薬をのまない」の著者です。

視察研修旅行
実践！おもてなしプラン

女性部

過度のストレスでこころが不調になると、元気なとき
には自然にできることがなかなかできなくなります。
そんなときこそ、睡眠や起床の生活リズムを整え、趣味
や運動などを楽しむ時間を持ち、気持ちを切り替えま
しょう。なかなかこころの疲れがとれないときには、早
めに相談しましょう。

 問い合わせ先 　
　お住まいの地域の区役所あるいは総合支所
泉区役所　　　372-3111（内線6755・6784）
宮城総合支所　392-2111（内線5242）
秋保総合支所　399-2111（内線5242）

〈こころの健康づくりを
　　　　　　　サポートします！〉
～こころの疲れに気づいていますか？～

仙台市

からの

お知らせ

熱心に聴講する青年部
員

7 月11日、青年部研修会「自分でできる財務分析
と経営への生かし方」を開催しました。
講師に手島貴弘氏をお迎えし、会社経営に重要な
財務分析を自社の決算書を基に行い、それを踏まえ
て経営にどのように生かしていくのか、その方法や
考え方を学ぶ事ができ、今後の会社経営の一助とな
りました。

みやぎ仙台商工会青年部
今後の活動予定

10月15日
　�青年部主催「スポーツ
教室」の開催

10月23日
　�宮城地区まつり青年部
出店

10月30日
　�まつりだ秋保2016青年
部出店

自分でできる
財務分析と経営への生かし方

青年部

7 月25日に持続化補助金採択事業者に対して補助
事業を行う際の注意事項等についてお知らせするた
めフォローアップ説明会を開催いたしました。
講師に宮城県よろず支援拠点の工藤氏を迎え、補
助事業を開始するにあたっての注意事項等を説明
し、参加した事業者はポイント毎にメモを取るなど
熱心に受講していました。今後商工会では補助事業
の報告までのサポートを行っていきます。

講義する工藤氏と、熱
心に聴講する受講者

「小規模事業者持続化補助金」
採択事業者に対する

フォローアップ説明会を開催！

部員間の交流も深まりました
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会員事業所紹介vol.18
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 和ぎゃらりぃ 結庵

5自店の PR：前で結ぶカンタン・きれいな着付教室、全国
のきもの産地・クリエイターの商品のご紹介や、着物を着
て楽しむイベントなどを開催しながら、日々に寄り添う着物
スタイルを発信しています。また、譲り受けたり色目や寸法
が合わず着られなくなった着物の、染め替えや寸法の直し
なども承っています。

1代表者名：結城　俊子
2所 在 地：青葉区国見ヶ丘 2丁目 3－ 8
3電話番号：0120-279-529
4業　　種：呉服販売

仙台青葉
ロイヤルケア
センター

ロイヤル
ホスト

国見ケ丘
1丁目

うまい鮨勘

ヤマダ電機
テックランド

仙台市役所
青葉区

宮城総合支所

よしむら
皮フ科クリニック

○浜一番（飲食業）�
� 宮城野区出花 1－ 3－ 4

○SKリペア（土木）�
� 泉区福岡字上畑37－ 3

○セン工業（型枠解体）�
� 泉区福岡字下鎖19

○ケーキ職人�ちゃっきおじさん（洋菓子製造小売）�
� 泉区住吉台西 1－ 6－20

○稗貫工務店（住宅リフォーム）�
� 泉区虹の丘 3－ 7－ 5

会員の紹介新
　� （平成28年 7 月19日�理事会承認）

○㈲イズミ圧送（コンクリート圧送）�
� 泉区野村字道心沢 1

○SAYAZORA（外構・造園業）�
� 泉区泉中央 1－15－ 1 －202

○クリーニングサービス�アルファ（クリーニング業）�
� 泉区長命ケ丘 2－ 3－11

○㈱Mint�Condition（保険代理業）�
� 泉区上谷刈 3－ 6－25－202

○中井組（鉄骨工）�
� 青葉区栗生 2－ 4－15�エトワール青山103

○KuKKa（飲食業）�
� 太白区秋保町境野字羽山48－ 4

○Pizza＆ café�森のオーブン�ドットーレ（飲食業）�
� 太白区秋保町湯元釜土 1

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

広告掲載事業所を募集しています。
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。
◆会員掲載料金
　　※H28.9.12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
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。

本会理事・中央西支部長 赤間 勉 氏（㈱赤間総業）が6月8日
ご逝去されましたのでここに謹んでお知らせ申し上げます。
なお、中央西支部は嶺岸 義雄 副支部長（嶺電工業㈱）が支部
長代理となりますのでお知らせいたします。

訃報

行政書士のしごと紹介

農地法に基づく手続き
「農地を相続した」、「農地を売りたい、貸したい」、「農
地を宅地にしたい、駐車場にしたい」（農地を農地以外
にすることを農地転用といいます）など。
農地について権利の移動、設定を行う場合と農地転用す
る場合に農地法第 3 条から第 5 条の規定に基づく手続き
をしなければなりません。
農地を相続した場合と市街化区域内に農地がある場合に
は届出、それ以外の場合は許可が必要です。申請窓口
は農業委員会になります。
農地転用の場合、2 ヘクタール以下の場合、農業委員
会会長許可、2 ヘクタール以上の場合、県知事許可が
必要となります。
行政書士は、申請人のご依頼により農地の事前調査、申
請書及び図面を含む添付書類の作成、申請から許可証
や届出受理通知書の受領を一括して行っております。
お困り事などございましたら行政書士にご連絡ください。


