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9 月22日（土）

泉マルシェ2018

泉中央駅前ペデストリアンデッキ

9 月23日（日）

泉ヶ岳悠・遊フェスティバル

オーエンス泉岳自然ふれあい館周辺

9 月26日（水）

介護・医療セミナー

みやぎ仙台商工会館

10月23日（火）

みやぎ仙台商工会ゴルフ大会（ご案内文書同封）

太白 C.C

10月28日（日）

第30回記念宮城地区まつり

宮城総合支所前広場、広瀬文化センターほか

10月28日（日）

まつりだ秋保2018

秋保総合支所前広場

11月 6 日（火）

経営安定セミナー

みやぎ仙台商工会館

11月 8 日（木）

支部対抗ボウリング大会（ご案内文書同封）

ボウルサンシャイン富谷

第３８回泉区民ふるさとまつり、商工行政懇談会
工業部会電力施設見学会
女性部活動報告、支部活動報告
経営情報
消費税軽減税率制度、
軽減税率対策補助金、
アトツギえーど
働き方改革関連法、
介護・医療セミナー開催について
日本政策金融公庫定期相談会
仙台市からのお知らせ
新会員紹介、会員事業所紹介
泉マルシェ2018開催のお知らせ、お詫び、訃報

発行所：

みやぎ仙台商工会

発行者：庄 司 俊 充
発行日：平成30年9月10日
会員数：2,521名

（平成30年6月26日 現在）

秋保コース

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_sci@oﬃce.miyagi-fsci.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：miyagi_scis@oﬃce.miyagi-fsci.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：akiu_scis@oﬃce.miyagi-fsci.or.jp

みやぎ仙台

で検索

ホームページでは随時情報を更新していますのでぜひご覧ください。

第38回泉区民ふるさとまつり
今年も盛大に開催！！

佐藤浩前会長へ

感謝状の贈呈

賑わいを見せる
警察車両展示コーナー

羽生結弦選手のモザイクアート
完成披露

灯籠流しの様子

第38回泉区民ふるさとまつりが8月25日、七北田公園を会場に開催されました。
男子フィギュアスケート羽生選手のモザイクアートを一目見ようと遠方からの来
場者も多く、約14万3千人の人出で会場は大いに賑わいを見せ、夏の最後の思い出
を彩るかのように4,500発の大輪の花火が泉区の夜空に美しく咲き誇りました。

工業部会
電力施設見学会

～仙台市経済局と意見を交わす～
「商工行政に関する懇談会」
を開催！

工業部会では、東北電力㈱仙台北営業所様のご協

７月11日、仙台市経済局と本会役員による「商工行
政に関する懇談会」＝写真＝が開催されました。冒
頭、仙台市経済局岩城次長より「新たな経済成長戦略
を取りまとめるため、事業者の皆様の生の声を聞か
せて欲しい」との挨拶に続き、本会より重点事業の取
組みや、後継者難、事業所数の減少などの直面する課
題について報告を行い、その後の意見交換では、出席
した役員から、深刻な人手不足の状況や小規模事業
者に対する事業承継支援の必要性、泉中央周辺の商
業用地不足、駐車場不足等の課題や、調整区域におけ
る道路整備計画の実現までの早期化を望む意見など
が出されました。
また、宮城総合支所周辺用地を活用した大型プロ
ジェクトに関する情報提供を求める意見や、新たな
経済成長戦略策定に
あたっては「既存商店
の繁栄」や、観光面で
はインバウンド需要
のみならず「国内旅行
者を重視する取組み」
も盛り込むよう要望
を行いました。
みやぎ仙台商工会報

力により、電力施設の見学会を開催しました。
今回は女川原子力発電所・PRセンターを見学し発
電施設の構造と発電の仕組みについて解説を頂きま
した。発電所では防潮堤のかさ上げ工事を行ってお
り安全対策のさらなる向上の取組について見学を行
い、その後は女川駅前に新設された商業施設シーパ
ルピア女川の見学も行い復興の歩みを体感した内容
となりました。
PR センターでの
見学の様子
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女性部

宮城地区3支部

おもてなし交流事業

合同ゴルフ大会

女川町商工会女性部視察受入

6/14 於：グレート仙台

カントリー倶楽部

71名参加のも
と盛大に開催
冨樫副会長（左
！
）と優勝した佐
藤栄治氏（右）

7/22
部員交流会の様子

7/21

於：和食処・割烹 茶々

に開催

笑顔が溢れ、盛会

７月５日、女性部では女川町商工会女性部をお迎
えし、地域振興の一助とすべく、塩澤部長をはじめ３
名の部員がガイドとなり、地域の魅力を紹介すると
ともに、部員交流会を開催しました。
交流会では、互いに抱える経営課題等の情報交換
がなされ、大変有意義な事業となりました。
また、７月１８日～１９日、今後の事業運営の研鑽
を図るため、岩手県金ヶ崎町商工会女性部おもてな
し交流事業の視察研修を行いました。
将監支部
ビアパーティー

秋保支部
秋保支部では親睦と交流を
目的に、福島方面へ視察研
修を実施しました。

アクアマリンふくしま
で
水槽に見入る参加者

7/29 南光台・八乙女支部

懇親を深めることがで

泉パークタウン支部
8/20
会員親睦ビアパーティー開催

8/18

7/3

視察研修

合同研修会・会員親睦ビアパーティー

仙台徳洲会病院 外科部
長 加藤一郎先生から
「足 の む く み、だ る さ
の 原 因 ～ 下 肢 静 脈 瘤」
講演会終了後の、
と題しご講演をいただ
会員親睦ビアパー
ティーの様子
きました。

講演会の様子

きました

合同ビア
パーティー

ひろせ北支部
川前夏まつり出店

大沢・泉ヶ丘支部

7/29 泉ヶ丘連合町内会

夏まつり出店協力

Өࠄ߁ۂ

会報用広告
立食パーティー総勢 55 名！！

夏まつりを大

今年は天候に恵まれ、用意した
やきとり・ビールはすぐに完売しました！

いに盛り上げ

ました

ᩓൢ̬ܤƱႾǨȍƷዮӳǳȳǵȫǿ
内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等
電気保安と省エネの
総合コンサルタント

㈱東北カレンダーギフト

ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸႆᩓᚨͳƷໜ౨ǋ˓ƤƯ࣎ܤᲛ
ŪƝܼࡊǍƓࡃƳƲƷދϋᣐዴሁƷܤμᚮૺ
再生可能エネルギー発電設備の点検も任せて安心！
ŪȓȫǍئƷᩓൢᚨͳ̬ܤᄩ̬Ʊʖ᧸ܤμ
●ご家庭やお店などの屋内配線等の安全診断
ŪஇૼᥘƷೞ֥ƴǑǔໜ౨ȷᚾ᬴ȷ౨௹ƳƲƷƓˡƍ
●ビルや工場の電気設備保安確保と予防安全
ŪႾǨȍȫǮȸƳƲƷǳȳǵȫȆǣȳǰ
●最新鋭の機器による点検・試験・検査などのお手伝い

℡.０２２－３７２－２４９４

●省エネルギーなどのコンサルティング

Fax.022-372-2596

981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目33-7

˅Ө҅ʙಅ
Ƅ 仙台市泉区泉中央一丁目17-6
˅ӨࠊඡғඡɶځɟɠႸ
6'.
仙台北事業所〒981-3133
TEL022-771-5750
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
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経営情報

■政府広報【軽減税率】新聞記事下5段

さん
事業者の皆

下記の制度について、お気軽に商工会へ
お問合せください。

1C（H168×W378）

・財務省・国税庁・中小企業庁

来年10 月1日から始まる消費税 の

軽減税率

準備していただきたいことがあります。
標準税率

10% と、飲食料品等に係る 軽減税率 8%
（酒類・外食を除く）

について

（低所得者対策として実施）

帳簿・請求書・レシート等の

レジや受発注システムの

記載を税率ごとに 区分 する

導入・改修が必要になること

ことが必要となります。

があります。

消費税軽減税率制度説明会
■レジの導入等を支援する補助金について知りたい方は

を全国で開催しています。

■ 開催日時、場所については

ぜひご参加下さい。

軽減税率対策補助金

検索

軽減税率説明会

■ 軽減税率制度について知りたい方は

検索
索

軽減税率

国税庁

検索

軽減税率対策補助金
継がせる側（経営者）だけでなく継
ぐ側（後継者）が、その気にならなけれ
ば事業承継はうまくいきません！受
け継ぐ側が「跡継ぎっていいもんだな」
と気持ちが高まるような支援が大切
です。円滑な事業引継ぎには最低でも
5年は必要とされています。宮城県事
業承継ネットワークでは事業承継の
初歩から具体的な事業承継計画づくりまでトータルで支援さ
せていただきます。
【ステップ1】
事業承継診断
（費用は無料）
事業承継に至るまでの道筋を把握します。
【ステップ2】
専門家派遣
（費用は無料）
「事業承継診断」で明らかになったニーズに対し事業承継に係
るご相談や事業承継計画づくりを支援します。

軽減税率対策補助金とは、中小企業・小規模事
業者の方々が、消費税軽減税率制度（複数税率）
への対応を円滑に行なっていくため、複数税率対
応レジの導入や、受発注システムの改修等に要す
る経費の一部を補助する制度です。
【補助内容】
①Ａ型：複数税率に対応可能なレジを新しく導入
するほか、既存のレジの改修を補助
②Ｂ型：電子的な受発注システム（EDI ／ EOS 等）
を利用する事業者のうち、複数税率に対
応するために必要となる機能について、
改修・入替を補助
◎公募期間：平成 31 年 12 月 16 日（月）まで
（但し B-1 型は別期限あり）

お問い合わせは・
・
・
（公財）
みやぎ産業振興機構

宮城県事業承継ネットワーク事務局

その他、詳しいご案内は軽減税率対策補助金事
務 局 ホ ー ム ペ ー ジ http://kzt-hojo.jp/ ま た は
TEL：0570-081-222 にお問い合わせください。

みやぎ仙台商工会報

仙台市青葉区二日町12-30 日本生命勾当台西ビル8階
☎ 022-722-3895

宮城県事業承継ネットワーク
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検索

2019年４月１日から働き方改革関連法が順次施行されます
時間外労働の上限規制が導入されます！

施行：2019年４月１日～ ※中小企業は2020年４月１日～

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未
満、複数月平均80時間を限度に設定する必要があります。

年次有給休暇の確実な取得が必要です！

施行：2019年４月１日～

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年５日、時季を指定して有給休暇を与える必要があり
ます。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます！
施行：2020年４月１日～

※中小企業は2021年４月１日～

詳細は宮城労働局ホームページをご覧ください！
メールマガジンでも最新情報を配信中！

宮城労働局

働き方改革

介護・医療
セミナーのご案内

日本政策金融公庫

検索

定期相談会

～ 毎月第一火曜日は宮城支所開催 ～
9月26日（水）13時30分より商工

本会では、毎週火曜日の午後、完全予約制にて定期相
談会を実施しており、日本政策金融公庫の融資担当者が
ご相談に対応いたします。
８月より、第一火曜日は宮城支所を会場に開催してお
りますので、資金繰り等の相談に是非ご利用下さい。

会館において、介護・医療セミナー
を開催致します。
将来の介護に対する考え方や介
護資金をまかなう手段、入院時の

【今後の日程】 各日13時～、
14時～、
15時～
宮城支所
10月２日・11月6日・12月4日
泉本所
10月９日、
16日、
23日、
30日
11月13日、
20日、
27日
12月11日、
18日、
25日

費用や先進医療についてなど将来
の様々なリスクに備えるセミナーで
す。参加を希望される方は同封のチ
ラシからお申込みください。

健康づくりに取り組もう！
○プラス 10 分

～ 9 月は食生活改善普及運動・健康増進普及月間～

体を動かそう

○プラス 1 皿

忙しくて運動はできない…。そんな時は
日常生活で体を動かすことがお勧め。通
勤途中や外出先で早歩き、洗濯や掃除を
きびきび行うなど、できることから取り
組んでみては？
健康づくりに関するお問合せは・・・
宮城総合支所保健福祉課 ☎392-2111

みやぎ仙台商工会報

野菜を増やそう

日本人の野菜の摂取目標量は 1 日 350g
ですが、平均して約 1 皿分（約 70g）
が不足しています。外食では単品料理よ
り定食にするなど、野菜を多く食べる工
夫をしてみましょう。
泉区保健福祉センター家庭健康課 ☎372-3111
秋保総合支所保健福祉課 ☎399-2111
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新


老舗計画（コンサルタント）

会員の紹介




（平成30年 6 月26日 理事会承認）

パーク・デンタル・ラボ（歯科技工士）







カラオケ忍（飲食業）

㈱黒澤工建（外構工事、解体工事）

寿商会


泉区松森字斉兵衛21－ 1

泉区泉ケ丘 1 －21－25

ホルモン木村家泉中央店（飲食店）

泉区泉中央 1 －19－ 1

八建（解体工）


泉区松森字坂下 1 － 4

青葉区みやぎ台 2 － 8 － 1 －204

日本未来エナジー㈱（再生可能エネルギー施設設置業）

ＲＩＤ（ライド）
（解体業）


㈱ジェイコムイースト仙台キャベツ局（放送、通信業）

幸進（解体工）





岡堀建材（運送業（ダンプ））

太白区太子堂 5 －11



泉区八乙女中央 2 － 3 －20

㈱東邦銀行仙台泉支店（銀行業）




泉区八乙女中央 2 － 5 － 7



青葉区愛子中央 2 － 1 －15



泉区南光台 5 － 9 － 1



青葉区錦ケ丘 9 － 1 － 1

㈱未来社（建設業（電気空調設備））

泉区松森字西沢 1 － 1

㈱オー・シー・エス（ビルメンテナンス業）

青葉区南吉成 5 －12－ 7



フランス菓子アトリエ・ウフ（洋菓子製造小売業）


泉区上谷刈字松林77－ 4

㈱フォロー（犬、猫のトリミング）
イマジン㈱（ホテル業）

泉区寺岡 1 － 8 －26

㈲ピュアホーム（建設業、不動産業）



泉区上谷刈向原 6 － 2 －203

東建設㈱（建設業）

青葉区川平 3 －33－ 2 －304

泉区泉中央 2 － 2 － 3

お 詫 び

泉区北中山 4 －12－ 2

会報第92号（平成30年 6 月号）平成30年度支部長・支部
担当一覧の中、愛子ひろせ西支部長名を岡本啓三郎氏
と掲載しましたのは、正しくは、庄司賀孝氏の誤りです
ので、
訂正しお詫び申し上げます。

Izumi Marche 2018

泉中央駅前ペデストリアンデッキ

会員事業所紹介 vol.27

平成30年９月22日
（土）午前10時～午後５時
※荒天の際は、翌日23日
（日）
に順延

今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

今年も泉中央駅前ペデストリアンデッキを会場にIzumi
Marcheを開催いたします。内容については、オペラや
シャンソンなど様々な音楽が鳴り響くライブ、フレアバー
テンダーや大道芸など躍動感のある演出が繰り広げられ
るパフォーマンスゾーン、フランス国内で活躍しているオ
ペラ歌手の貝山幸子氏をゲストに迎えた「ボンジュール！
フランコフォニ！」ブース等、素顔のパリを体感するブー
スが登場します。その他、新鮮な食材やパン等の食品を始
め、農産加工品や西洋野菜、アンティーク雑貨、ワーク
ショップ等様々なジャンル
のブースを含め、合計170
店舗が軒を並べます。また、
開催10周年の今年は特別
企画も用意しております。
独特の雰囲気を体験してい
ただけますので、是非ご来
場ください。

わが社の
一押し！

会員事業所
紹介

こ

ね

雑穀焼菓子 粉乃音
㈱Piece Craft

1代表者名：佐藤 克彦
2所 在 地：太白区秋保町湯元字木戸保5-5
3電話番号：022-796-9167
4業
種：菓子販売
5自店の PR：日本初の雑穀焼菓子専
門店として、昨年４月に弊社輸入住
宅モデ ルハウスの併設 店 舗として
オープン致しました。岩手県産農薬不使用の雑穀と安全な
材料を使い、膨らし粉を一切使わないずっしりとした焼菓
子を作っています。2017年
雑穀アワード（デイリー食
132
秋保ワイナリー
品部門）にて、当店の４商品 秋保温泉
茶寮宗園
が最高賞を受賞致しました。
131
ガラス工房元

訃報
本会理事・八乙女支部長 今野

の

磊々峡

勇氏（㈲今勇

62

取

総業）が８月18日ご逝去されましたので、

名

160

川

ここに謹んでお知らせ申し上げます。

奥州秋保温泉
蘭亭

秋保グランド
ホテル

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
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H30・9・10

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

