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平成29年度
「優良従業員」
・
「創業・創立記念会員事業所」
表彰式
仙台市・仙台商工会議所・みやぎ仙台商工会共催の優良従業員、創業・創立記念会員事業所表彰式が平成30年 1 月30日
に挙行されました。本会より、同一事業所に20年以上勤務され功績のあった35名の方々と、創立・創業記念で 8 事業所が
仙台市長表彰を受賞されました。
今後益々のご発展・ご活躍をご祈念申し上げます。
○20年以上勤続優良従業員
（順不同・敬称略）
光進電気工業㈱
志賀 茂浩
齋藤やよい
板橋 礼子
芳賀 邦雄
阿部 正信
板橋 昌彦
武田 康正
加藤 信治
川島
純
髙橋 俊光
槻田 和也
菅原 健二
大友
学
石山美喜子
佐藤 弘充
岸本 竜洋
槻田 人美
赤間 義明
㈱ダックス
岩佐 利弘
今野 清美
竹田 幸治
ミクロプラスチックス㈱
佐藤 正志
㈲アルミ柿﨑
塙
祐志
赤塚 淳也
渡邊 愛子
㈱東北ロイヤルパークホテル
小野寺香菜子 大内 綾子
佐藤 正人

○創業・創立記念事業所
創業50年 ㈱村恵
創業40年 なかやま電器
創立30年 ㈲アルミ柿﨑
創業30年 光進電気工業㈱仙台工場
創業30年 モリタ管楽器サービス
創立20年 ㈱ジャック
創業20年 サッチャン らぁめん
創立10年 エアビルド㈱

星野 保夫
石川 博行
小原十寸美
鈴木 理恵
丹野津華子
佐藤
力
今野

全国展開支援事業 調査研究事業
100万都市仙台の田舎
「かむりの里」食と観光開発プロジェクト

輝彦

観光ハンドブック
「せんだい西部劇場」第2弾完成！

平成29年度重点事業として100万都市仙台の田舎根白
石「かむりの里」で豊富な農産品による特産品開発と史跡・
伝統行事など観光資源を有機的に結び付け、食と観光によ
るグリーンツーリズムを展開し、同地域の活性化を推進す
るため、補助金を活用し、調査研究事業を実施しました。事
業内容は、地域資源・観光資源調査や観光交流ニーズ調査、
インバウンド調査など、多岐にわたり専門家や地元農業
者、関係団体代表と行政を含めたプロジェクト委員会を設
け、さらに下部組織として特産品開発ワーキング委員会と
観光ワーキング委員会を設置して詳細な調査研究を行い
ました。結果として観光コースについては2コース試作
し、特産品については5品目試作すると共に開発商品モニ
ター調査を行い事業は2月末をもって終了しております。
今後、特産品開発については、調査結果を踏まえ、ター
ゲットを明確にし、ブラッシュアップを行い、事業が継続
発展するように努め、特に観光については「かむりの里」根
白石地区の認知度を高めるため、事業者、かむりの里観光
協会、仙台市など関係団体との連携強化を図り、本補助事
業で得た調査
研究の成果を
活かし地域活
性化に取り組
んでいきたい
と考えており
ます。

西部地域観光資源情報発信事業として委員会（鎌田秀夫
委員長）で検討し、作成を進めてまいりました観光ハンド
ブック「せんだい西部劇場」の第2弾が2月に完成致しまし
た。今回のテーマは、
「ふたりの恋むすび編partⅡ」
・
「歴史
探訪 伊達家ゆかりの地編」
・
「愉快な体験編」
・
「探検！癒し
の滝編」の4種類で観光施設などに配置し仙台西部地区の
観光産業に資することを目的としています。次年度につい
ても新しいテーマで作製予定となっております。

知る人ぞ知る
スポットを
多数掲載！

試作品成果物
5 品目
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あなたは
大丈夫？

東京ビッグサイトで開催された
「厨房設備機器展および国際ホテル・
レストランショー」等視察

個人情報保護法の改正と
取扱い基本ルールを学ぶ

サービス・観光業部会

商業部会

東京ビッグサイト
での集合写真

講師の話に
耳を傾ける参加者

3月19日、本会研修室を会場に内藤法律事務所
内藤喜仁弁護士を講師に迎え、商業部会主催によ
る「個人情報保護法の改正と取扱い基本ルール」
と題しセミナーを開催しました。
改正の概要から個人情報の取扱いに関し注意
すべきポイントを解説いただき、理解を深めるこ
とができた有意義なセミナーとなりました。

最新の電化厨房機器展示と同会場にて同時開催さ
れている国際OEM・PB開発展やインバウンドマー
ケットEXPO2018など東北電力㈱仙台北営業所の
企画に併せサービス・観光業部会視察研修を2月21
日～22日に実施し本部会より14名参加いたしまし
た。視察研修では、昨年4月に銀座にオープンした商
業施設「GINZA SIX」の館内視察見学を行いました。
参加者各自思い思いの情報が得られ、親睦を深めら
れた大変有意義な2日間となりました。

経営講習会開催

宮城・秋保 4 支部合同
役員研修会

宮城・秋保 4 支部

サービス・観光業部会

熱心に聴講する
支部役員の皆さん

講師の
井ヶ田健一氏

1月27日、作並温泉 湯の原ホテルを会場に、税理
士の手島貴弘氏を講師に招き、合同役員研修会を開
催しました。平成31年10月導入予定の「消費税軽減
税率制度について」をテーマに、実例をもとにわかり
やすく解説いただき、今後の経営の一助となる研修
会となりました。
研修会終了後は新年会が開催され、経営や地域の
情報交換及び親睦も深めることができ、有意義な事
業とすることが出来ました。

お茶の井ヶ田㈱代表取締役 井ヶ田健一氏を講
師に招聘し、3月28日「秋保ヴィレッジ 開業の
経緯と現状を語る」と題し、経営講習会を開催し
ました。開業に至るまでの苦労した点、商品開発
や社内の取り組みなどについて分かり易く説明
いただき、大変参考となる有意義な講習会となり
ました。

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

みやぎ仙台商工会報

3

第91号

H30・4・10

TEL 022－372－8559
〒981-3111
仙台市泉区松森字明神１－１

青年部

女性部

商工会女性部
正副部長研修懇談会にて事例発表

大崎八幡宮裸参りに参加

2月15日、ホテルメトロポリタン仙台において、県下
商工会女性部の正副部長が一堂に会し「正副部長研修懇
談会」が開催され、本会女性部塩澤洋子部長が事例発表
を行いました。
塩澤部長は「おもてなし交流事業」について、地元にい
ると地域資源は「何もない」と思いがちであるが、身近過
ぎて気付いていないだけで、視点を変えれば「宝の山」に
なる。今後も地域振興の一助に繋がるように、女性部員
だからこそ知って
いる地域の隠れた
魅力を宝探しのよ
うに、楽しみながら
続けていきたいと
の発表でした。

1月14日、青年部では県内有数の神社である国宝
大崎八幡宮で開催される「松焚祭」で行われている
「裸参り」に参加し、みやぎ仙台商工会をアピールす
ると共に、商工会員の更なる発展や役職員の無病息
災を祈願してまいりました。

当女性部の取り組みに
ついて発表する塩澤部長

黒松支部 奥様研修会

2月5日に黒松支部の事業主の奥様
方を中心とした奥様研修会を「伊達
のいろり焼きYamato」で開催しま
した。事業主の奥様方の日頃の苦労
をねぎらい、それぞれが抱える想い
などを皆で共有しながら和気藹々と
楽しい時間を過ごしました。

西部支部講演会
2月23日に実沢コミュニティセン
ターにおいて、泉西部地区の観光と
地域活性化に資するため講演会を開
催しました。講師に小林味愛氏をお
招きし、
「 心に響く共感が地域を作
る」と題して自身が携わったまちづ
くりの事例を基に貴重なお話をいた
だき、約30名の参加者は熱心に耳を
傾けていました。

八乙女支部
ボウリング大会
3月22日、ボウルサンシャイン富谷に
おいて、八乙女支部親睦ボウリング大会
を開催いたしました。
16名の参加のもと支部会員の親睦を
深め楽しいひと時を過ごしました。

講演会の様子

みやぎ仙台商工会報
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平成29年度補正予算

仙台
「四方よし」
企業大賞

小規模事業者
持続化補助金のお知らせ

優良賞に㈱清月記と
㈱グッドツリーが
選ばれる

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。公募要領や申請様式は本会HPに掲載し

地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与する優れ
た取り組みを行っている、市内の中小企業を表彰する
平成29年度仙台「四方よし」企業大賞、優良賞(2社)に
本会会員事業所、㈱清月記(菅原裕典社長:館山支部)、と
㈱グッドツリー(西原翼社長:中央西支部)の2社が高い
評価を得て選出されました。
2月25日、郡仙台市長より賞状と副賞が贈られまし
た。
今後益々のご発展ご繁栄をご祈念申し上げます。

てありますので詳細については公募要領をご覧くだ
さい。
■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。
■補助対象となり得る取組事例

協会
けんぽ

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

9.97％

⑤ネット販売システムの構築

健康保険料率

平成 30 年 2 月分
（3 月納付分）まで

など

募集期間
（商工会締切）

平成30年5月11日（金）

補助率

補助対象経費の2/3以内

給与・賞与の

1.65％

みやぎ仙台商工会報

介護保険料率

10.05％
給与・賞与の

1.57％

平成 30 年 3 月分
（4 月納付分）から

ご不明な点がございましたら、
協会けんぽにお問い合わせください。

※従業員の賃金を引き上げる取
組・買い物弱者対策に取り組む・
海外展開の取組の場合は補助上
限が100万円に引き上がりま
す。
※複数の事業者が連携して取り組
む共同事業の場合は補助上限が
連携事業者数に応じて引き上が
ります。
（500万円が上限）

給与・賞与の

平成 30 年 3 月分
（4 月納付分）から

平成 30 年 2 月分
（3 月納付分）まで

50万円

補助上限額

健康保険料率・介護保険料率が変更となります。

給与・賞与の

④商品パッケージ
（包装）
の改良
⑥新商品の開発

宮城支部からのお知らせ

電話 022-714-6850
仙台最大のクラフトフェア

今年も現わる‼
第3回手ん店
～あきうクラフトフェア～2018
多ジャンルのクラフト88店舗、フード24店舗がオープン‼
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開催日時

平成30年4月14日（土）10時～17時
15日（日）10時～16時
雨天決行（天災等発生時は中止の場合あり）

会
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ロッジ村

新

会員の紹介



たなこ屋（手作り雑貨、洋服）




（平成30年 3 月29日 理事会承認）





㈱エムテクノ（建設業（土木工事）
）



メモリアルアート和敬（石材施工販売）





泉区住吉台東 3 －11－ 6

鍼灸トータルケアオフィス（鍼灸、機能順練）







守（家大工）


泉区北高森 3 － 6

奥田

吉裕（家大工）





泉区紫山 5 － 5 － 4

宮城メンテナンスサービス（ハウスクリーニング）







アロマサロン


青葉区下愛子字月橋62－12

㈱ LEAD（内装業）



ケーズプランニング（土木設計施工）



泉区将監殿 4 － 8 － 2

合同会社一建工業（解体業）


泉区向陽台 5 －22－ 1

エステの部屋癒埜（エステサロン）





青葉区落合 5 －26－14
青葉区愛子中央 3 －15－20
青葉区愛子中央 6 －12－ 3
青葉区広瀬町 3 －24

会員事業所紹介 vol.25

泉区松森字鹿島50－143

アンジェリカ（アロマサロン）


泉区松森字松木沢 9 －56

家庭的保育事業あそびの家（家庭的保育）



今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

泉区松陵 4 －27－13

宮城土地建物再生販売（不動産業）



泉区松陵 1 － 1 － 6

わが社の
一押し！

㈱トータルメンテナンス転石（リフォーム業）



泉区松陵 4 －30－ 3

会員事業所
紹介

ワンアンドオンリードッグクラブ（犬ブリーダー兼ペットショップ）



泉区市名坂字本町13

餅処エンドー
（餅類製造、販売）




泉区八乙女中央 3 － 2 －30

Horikawa（車両広告業）



泉区市名坂字野蔵50－84

セブンカラーブリッジ（イベント業）



檜垣組（とび工事業）


泉区七北田字白水沢 2
泉区泉中央 4 －14－ 9

人事異動のお知らせ
４月１日付の職員異動で、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。
・退職
3/31 付 副参事
3/31 付 シニア支援員
・転任
亘理山元商工会へ
くろかわ商工会へ
宮城県商工会連合会へ
加美商工会へ
玉造商工会へ
宮城県商工会連合会へ
・着任

大友
佐藤

誠
宮子

事務局長
主 幹
主任主査
主 査
主 事
主 事

定年退職
再雇用期間終了
沼田 正孝
加賀
英
山岡 理人
木村 純子
橋本 祥子
高畑淳一郎

若柳金成商工会より

宮城県商工会連合会より

参事 村上 克彦

副参事 菅原 史彦 主任主査 矢島 亮平

亘理山元商工会より

石巻かほく商工会より

宮城県商工会連合会より

南光台フルーツ

1代表者名：渡辺 隆
2所 在 地：泉区南光台東1-36-19
3電話番号：022-252-3542
4業
種：青果小売業
5自店の PR：はじめまして、南光台フルーツです。南光台
にお店を構えておかげさまで40数年ご愛顧いただいており
ます。くだもの専門店として日頃のデザート、贈答、籠盛
など季節のおいしいくだものを取り揃えています。特にこ
れからの季節、さくらんぼの地方発送ではリーズナブルで
大変好評を頂いております。
気になる人へ贈ってみては…
カワチ薬局
営業時間／8：30～18：00
コーナン
定休日／日 曜・ 祝 祭 日（お
ヨーク
ベニマル
彼 岸・ お 盆・ 年 末
は営業致します。
）

泉区南光台南 2 － 8 －47

㈲北泉商事（宅地建物取引業）




青葉区中山吉成 2 －15－27

泉区松森字松木沢 9 －63

杉渕内装（内装工事業）


鳶

青葉区芋沢字赤坂中20－ 6

加藤工務店（型枠大工工事業）


エアフルサービス（空調設備工事、サービス）



青葉区芋沢字大勝草上野原110－ 3

泉区紫山 2 － 3 － 7

ダイナミックビジネスブレイン㈱（経営コンサルタント）



泉区上谷刈 5 －19－14

泉区みずほ台16番地の 2

奥田

泉区将監 7 －10－ 8 － 1 Ｆ

美容サロンこんの（美容業）


泉区南中山 2 － 2 － 7

トレゾー
（菓子製造販売業）




泉区泉ケ丘 1 －14－17



ル

泉区桂 2 －21－ 2

ソワン・ド・ボーテ（エステティックサロン業）



泉区南中山 3 － 4 －14

西洋焼菓子



Sunny’
s（革製品製造）


泉区野村小菅西 6

理容室ビーワン（理容業）


泉区実沢字中山南31－ 5

㈱マックオート仙台（中古自動車販売業）


眞由美（不動産業）


泉区泉中央 3 － 4 － 3

焼鳥三ちゃん（飲食店）






泉区泉中央 4 － 7 － 4

泉区実沢字中山南31－ 5

纏（自動車販売）


山田

LITHOS（リトス）
（美容業）



泉区根白石字町西中12－ 1

㈱リアライズ（建物内空調設備業）


静雄（不動産業）




山田商店（移動イベント販売業）


泉区根白石字館下55－ 3

トキタ商会（移動販売業）




泉区泉中央 1 －12－ 5

さくらヘルスケア仙台㈱（介護、医療）



グリーンガーデン関本（造園業）


八代

泉区泉中央 1 － 7 － 1

㈲ライブ住宅工房（建設業）


会報用広告

南光台東
小学校

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

玉造商工会より

㈱東北カレンダーギフト

主査 髙橋 陽子

℡.０２２－３７２－２４９４

登米中央商工会より

Fax.022-372-2596

981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目33-7
主事 平田 公美

主事 細谷

豊

主事 須田 佳奈恵

みやぎ仙台商工会報

営業時間・平日AM９時～PM６時／休日及び祝祭日AM10時～６時

6

第91号

H30・4・10

