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秋保温泉のツーリズム拠点施設
“アキウ舎”
誕生！
2018年 7 月31日、秋保温泉にオープンしたアキウ舎は、サイクリングツアーや県産
食材とお酒の魅力発信など、ツーリズムの拠点施設として運営を開始しています。
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所
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（ご案内文書同封）

石巻市雄勝町方面

1 月 7 日（月） 仙台市泉区新春賀詞交歓会（ご案内文書同封）
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第30回記念

宮城地区まつり
熱心に取り組む こけしの絵付け体験の様子

大いに盛り上がった抽選会の様子

10月28日、宮城総合支所前広場をメイン会場に「第30回記念宮城
地区まつり」が開催されました。商工会コーナーへは、青年部・女性部
を含む16会員事業所が出店し、30回記念の企画として「作並こけしの
絵付け体験」も行われました。晴天のもと、会場は終日賑わいを見せ、
来場者の方々は、ステージ発表や宮城地区の特産品が当たる大抽選会
を楽しんでいました。

Izumi Marche 2018 開催

9月22日、泉中 央 駅 前ペデストリアンデッキを会 場に「Izumi
Marche 2018」が開催されました。貝山幸子氏（シャンソン歌手・仏
蘭西倶楽部主宰）プロデュースによる「サリュ・ラ・フランス！」ブース
では、素顔のパリが体感出来るような食材や料理、アンティーク雑貨
が並べられ盛り上りました。ステージでは、ジャズ・シャンソン・オペラ
等の生演奏を始め、フレアバーテンダーや大道芸、ライブペイント等
による躍動感のあるパフォーマンスが披露されました。出店ブースで
は、農産加工品や輸入雑貨・アクセサリー販売、飲食店の他、フラワー
ワークショップを開催。さらに10周年特別企画として、会場内で買い物した商品をSNSに投稿
した方にフランスの定番ドリンク「オランジーナ」をプレゼントするブース等、昨年を上回る
171店舗が出店しました。フランスの朝市をテーマにした独特の雰囲気を来場者に体験してい
ただき、
会場は大いに賑わいを見せました。

今年で
！
10周年

来場者で賑わう会場

いずみハロウィン 2018

初開催

も達

ゆるキャラとふれあう子ど
おへそひろばでのステージ演出

10月27日、泉中央駅前広場「isMe！おへそひろば」
を会場に
「いずみハロウィン2018」
が開催され、
仮装し
た親子連れなどの来場者で賑わいました。
ステージで
は、
宮城ご当地アイドルやベガルタチアリーダーズ、
ダ
ンスクラブ、アーティストによる歌やダンスが披露さ
れ、
「キーワードラリー」コーナーでは沢山の子ども達
にご参加頂き、
お菓子が振舞われました。
また、
大学生
によるお面作りコーナーや手作り小物の販売、
飲食店
など14ブースが並び、
仮装を楽しみながらゆるキャラ
と写真撮影する来場者で大いに盛り上りました。

Go West !
Enjoy 泉ヶ岳 !
9月23日、オーエンス泉岳
自然ふれあい館周辺を会場
に、
「泉ケ岳悠・遊フェスティ
バル」が開催され、館山支部、
根白石商店会が出店しまし
た。
天候に恵まれ、昨年を上回
る多くの来場者があり大変
賑わいました。また、泉ケ岳スキー場リフトが無料開放さ
れ、
兎平から仙台平野の遠望を楽しみました。
みやぎ仙台商工会報

長

開会の挨拶を述べる岡崎実行委員

まつりだ秋保
2018

10月28日、
「とれたての、秋保の味覚でおもてなし」を
テーマに、
“まつりだ秋保2018”
が秋保総合支所前広場を
会場に開催されました。
今年も商工祭を同時開催し、
商工会青年部・女性部が中
心となり、野菜の重さ当てゲーム大会や餅つき大会等で
会場を盛り上げました。お祭には地元住民の外に観光客
の方々も訪れ、秋保の「秋」と楽しいひとときを満喫して
いました。
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みやぎ仙台商工会ゴルフ大会を開催！
10月23日、太白カントリークラブ秋保コースにて開催。天候
に恵まれた中、83名の参加者がプレイを楽しみ会員相互の親
睦・融和を図りました。結果については下記の通りとなります。
個人戦
団体戦

庄司会長から団体戦優勝の館山支部へ賞品贈呈

優

勝

金井 伸一 氏（館山支部：㈲コットンフィールズ）

準優勝

小松 克俊 氏
（愛子ひろせ西支部：㈲宮城興業）

第3位

氏家

優

館山支部

勝

悟 氏（八乙女支部：エスリー商事㈱）

準優勝

ひろせ支部

第3位

愛子ひろせ西支部

講習会
「あまざけ健康ライフ」
を開催

工業
部会

甘酒作成を講習会内で実践する講師の蕪城氏

10 月 11 日、工業部会では過去 3 年にわたり取り組んできた発酵
関連事業の集大成として、地域への発酵文化の伝達を目的に講習会
を開催しました。
講師に甘酒ナビゲーター蕪城文子氏を迎え「あまざけ健康ライフ」
と題し、甘酒を通して発酵食品の効果効能を学び、実際に甘酒を作
ることができる甘酒作成キットを用いて作成方法についてご説明を
頂きました。
講師のわかりやすい説明と目前でのデモンストレーションによ
り、身近に発酵文化を感じることができたと大変好評な講習会とな
りました。

青年部

女性部

青年部福利厚生事業ボウリング大会

地域活性化の一翼を担い奮闘中‼

9月8日、青年部員及びその家族とともにボウリング大会を部
員家族間の交流を目的に開催しました。
当日は、青年部員と家族併せて26名の参加があり、参加した
家族へ向け青年部からプレゼントを贈呈するなど大いに盛り上
がりました。
普段の青年部活動は
家族の理解と協力を得
ながら活動しているた
め、家族 へ の 感 謝を伝
える意味でも有意義な
事業となりました。

9月28日、女性部では重点事業である
「おもてなし交流事業」
の実施にあたり、各地区より3名の代表を選出し、実行委員会を
立ち上げました。
第1回目の委員会では11月26日、秋田県由利本荘市商工会
の視察受入に向けて、
コースの選定等協議を行いました。
今後はおもてなしの一つ
として、利用者様にお渡しす
る部員手作りの土産品につ
いて試作検討を進めていく
予定です。
事業の一環として宮城学院女子大学の
宮原教授を講師に迎え、
全体講習会を開催しました。

青年部員と
ご家族のみなさん

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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支部事業報告

館山支部 10/28

会員親睦会

黒松支部 10/18

健康に関する
研修会

宝珠山 立石寺にて

仙台徳洲会病院の小松工芽先生
を講師にお招きし、サプリメント
の正しい選び方を教わりました。
研修会後の懇親会では、支部会員
同士楽しく懇親を深めました。

皆さん真剣に耳を傾けていました

会員親睦
ボウリング大会

清掃奉仕活動

参加者全 員で…

今年度も女性部宮城地区との合同に
て、下愛子～愛子東周辺の清掃活動
を実施しました。恒例となった事業
でありますが、地域の環境美化に貢
献するとともに、参加者相互の交流
も図ることができました。

支部恒例のボウリング大会が開催さ
れ、支部会員、家族、従業員34名参加
の下、熱戦が繰り広げられました。

東部支部 10/21

会員親睦視察
研修実施

愛子ひろせ西支部 10/14
中尊寺にて集合写真

法人会と女性部との
連携による清掃活動

～ 22

10月21日～22日の２日間、岩手
県平泉町中尊寺見学、一関市での
猊鼻渓舟下りや宮城県女川町の
原子力発電所等の視察研修を実
施しました。

向陽台支部 10/27

愛子ひろせ西支部では法人会、女
性部宮城地区と合同で、愛子駅か
ら錦ヶ丘の区間の清掃活動を実
施しました。宮城地区まつりの開
催時期に合わせた恒例事業とし
て、地域の環境美化に貢献するこ
とができました。

参加者同士の親睦も深めました！

10月28日～29日にかけて会員親
睦会を実施し、山寺での紅葉散策を
はじめ、天童グランドホテル「舞鶴
荘」にて温泉や秋の味覚を堪能し会
員同士の親睦を深めました。

大沢・泉ヶ丘支部 10/16

ひろせ支部 10/14

者のみなさん
ご協力いただいた参加

～ 29

日帰り会員親睦会

懇親会会場にて

10月27日、南三陸町ニュー泊﨑荘
にて日帰り会員親睦会を実施し、
懇親会では海の幸を堪能し会員同
士の親睦を深め、その後南三陸さ
んさん商店街を視察しました。

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
【ご 融 資 額】
お子さま1人あたり350万円以内
【金

利】
年1.76％

固定金利

【ご返済期間】
15年以内

※「母子家庭」
「
、父子家庭」
「
、世帯年収200万円
（所得122万円）以内の方」または「子ども3人以上の世帯
かつ世帯年収500万円
（所得346万円）以内の方」は年1.36％（平成30年10月11日現在）

※「交通遺児家庭」
「
、母子家庭」
「
、父子家庭」、
「世帯年収200万円（所得122万円）以内の方」または「子ども3人以上の世帯
かつ世帯年収500万円
（所得346万円）以内の方」は18年以内

【お使いみち】
入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金･家賃など
【ご返済方法】
毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保

Өࠄ߁ۂ

証】
（公財）教育資金融資保証基金
（連帯保証人による保証も可能）

会報用広告
詳しくは、ＨＰ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター（0570-008656（ナビダイヤル）または
（03）5321-8656）までお問い合わせください。

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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宮城県最低賃金改定のお知らせ

栄えある受章
おめでとうございます

宮城県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働
者（臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。）に適用される宮
城県最低賃金が次の通り改定されました。

受章を心よりお祝い申し上げますとともに、今後ますますの
ご活躍をご祈念申し上げます。

時間額

【藍綬褒章】
佐藤勘三郎氏（秋保支部）㈱ホテル佐勘

798 円

平成30年
10月1日から！

最低賃金の計算には、
（1）精皆勤手当、
（2）通勤手当、
（3）家族手当、
（4）賞与等、
（5）時間外・休日・深夜手当は含まれません。
また、特定の産業（
「鉄鋼業」
、「電子部品・デバイス・電子回路・電
気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「自動車小売業」）で働く労働
者には宮城県の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

全国旅館ホテル衛生同業組合連合会副会長

問い合わせ先：宮城労働局 労働基準部 賃金室 ＴＥＬ022-299-8841

平成30年度業務改善助成金のご案内
『業務改善助成金』は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で「最も低
い賃金（事業場内最低賃金）
」の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資（機械設備、POS システム等の導入）などを行い、事業場内最
低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

概
事業場内最低賃金
の引上げ額

30円以上

要

助成率

引き上げる
労働者数

助成の上限額

7／10

1～3人

50万円

4～6人

70万円

7人以上

100万円

1人以上

70万円

常時使用する労働者数が企業全体で
30人以下の事業場は3／4

工会へ
お気軽に商
ださい。
お問合せく

助成対象事業場

事業場内最低賃金が
1,000円未満の事業場

（※）

生産性要件を満たした場合
には3／4

40円以上

常時使用する労働者数が企業全体で
30人以下の事業場は4／5

事業場内最低賃金が800円以上
1,000円未満の事業場

（※）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づ
く生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

支給の要件
1．事業実施計画（賃金引上計画・業務改善計画）を策定すること
2．引上げ後の賃金額を支払うこと
3．生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

（（1）単なる経費削減のための経費、（2）職場環境を改善するための経費、（3）通常の事業活動に伴う経費は除きます。）

4．解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
※その他、申請に当たって必要な書類があります。

申請先：宮城労働局

みやぎ仙台商工会報
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TEL 022-299-8834

新

糀の郷（製造小売業）

会員の紹介






（平成30年10月18日 理事会承認）

㈱北都建設（建設業）





大浦


淑順（運送業）



㈱アイ・エステート（不動産業）



黒松薬局杉本ビル前（調剤薬局）


中村産業㈱（リサイクル業）




タカセイ工業（左官業）


泉区高森 6 －45－ 3



青葉区愛子中央 5 － 7 －35

都の湯（旅館業）


泉区鶴が丘 2 － 8 －18

青葉区上愛子字平治18－ 2

青葉区上愛子字北原道上11－21

愛子建装（土建業）

青葉区作並字元木 2 －36

渡部タクシー（個人タクシー）


秋保町長袋字上原40－ 2

㈱ファンファクトリー（自動車販売、整備）


泉区黒松 2 －16－ 3

泉区根白石字学校前 2 － 3

ノア仮設工業（足場仮設業）


泉区黒松 1 －32－13

泉区八乙女中央 4 － 2 －18

三栄（内装仕上工事業）


青葉区芋沢字小倉東 4 － 2

青葉区中山台 4 － 1 － 3

尾形正明税理士事務所（税理士事務所）

事業主の皆様、
労働保険の加入手続はお済みですか？



㈱ジョイント仙台（飲食業）


～ 11 月は労働保険適用促進強化期間です～

青葉区栗生 2 － 7 － 8
青葉区中山 5 －19－ 5

会員事業所紹介 vol.28

労働者（アルバイトを含む）を 1 人でも雇用している事業主は
労働保険（労災保険・雇用保険）に加入する義務があります。
（農林水産の一部の事業は除きます。）

今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

労働保険への加入が未手続きの場合は、速やかに、宮城労働局労働保険
徴収課にご相談ください。なお、最寄りの労働基準監督署又は公共職業
安定所（ハローワーク）でもご相談いただけます。

問合せ先：宮城労働局労働保険徴収課

青葉区栗生 1 －17－22

日綱道路整備㈱東北支店（道路工事業）

泉区鶴が丘 1 －53－18

エスワンインテリア（リフォーム業）

青葉区落合 5 －26－18



泉区山の寺 3 －12－14－202

㈱リフォーム仙台花まる（住宅リフォーム）

青葉区下愛子字町20－ 1

㈱小畑組（建設業）

泉区館 6 － 1 －109

㈱ガスライフクリエイト（液化石油ガス販売）




泉区実沢字涌上り屋敷 8

合同会社 PLUS ONE（建設業）

青葉区愛子東 1 － 6 －19

松尾工務店㈱（建設業（型枠工事））
清野建設㈱（土木建設工事業）

泉区西中山 1 －32－15

㈱熊谷土木（建設業（土木・基礎工事））

青葉区高野原 3 － 1 － 1

Green Rais ㈱（飲食業）

わが社の
一押し！

会員事業所
紹介

電話 022-299-8842

黒松薬局 杉本ビル前

1代表者名：岩渕 聡子
2所 在 地：泉区黒松1丁目32-13
3電話番号：022-346-1656
4業
種：調剤薬局
5 自 店 の PR： 昨 年 9 月、オ ー
プンしました調剤薬局です。本
店は、白石市にて創業115年を
迎えた「伊新薬局」です。仙台市内では一店舗だけですが、
常に謙虚、誠実、勤勉の心を忘れず、地域のかかりつけ薬
局になれる様に努力して参
ります。皆様のお仲間に入
れていただけること大変う
仙台黒松教会
泉黒松
れしく思っております。
郵便局
真美沢

商工会ＵＣ法人カード誕生！

出張費用や各種仕入れ費用のお支払いなど、
皆様のビジネスのあらゆるシーンで幅広くご利用いただけます！

＜メリット＞
①事業用ご利用枠の設定
②経費精算事務の効率化
③効率的な資金運用

年会費永久無料＜通常1,250円＞

個人事業主様もお申込みいただけます
※ETC カードも年会費無料でお申込みいただけます

資料請求のお問合せ先：みやぎ仙台商工会

公園

はらや・ゆう
マタニティクリニック

お知らせ

地下鉄
黒松駅

支部長が不在
（逝去）
となりました八乙女支部につきまして、
永井優副支部長
（㈱永井電機）
並びに髙橋司副支部長
（㈱協）
が代理いたしますことをお知らせいたします。

みやぎ仙台商工会報

みやぎ生協
黒松店
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