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受賞おめでとうございます！
平成30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31年 1 月29日
に挙行されました。本会より、平成30年度中、同一事業所に20年以上勤務され功績のあった11名の方々と、創立・創業記念を
迎えた 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）
石川 和枝
㈱泉緑化
佐々木和夫
金森 幸男
㈱泉緑化
大宮 富夫
藤川 常子
㈱泉緑化
鴻巣 暢広
小野田健一
㈱泉工務店
佐藤 信義
藤原
紫
㈲木の家
相澤
実
後藤
茂
赤坂建設㈱

㈱熊谷木工所
㈱泉緑化
陸前運送㈱
中田建設工業㈱
モリタ管楽器サービス

○創業・創立記念事業所（敬称略）
創業 50 年
㈱熊谷木工所
創業 50 年
㈱牧山
創業 50 年
㈱ジェミニオート勝美
創立 40 年
ミクロプラスチックス㈱
創立 40 年
㈱宮浄
創立 30 年
ディックライト㈱
創立 30 年
㈲早坂工作所
創立 10 年
㈱高正工務店

尚、本年も 9 月発送の会報に表彰のご案内を同封いたします。
本年度中に記念日を迎える事業所様、同一事業所に20年以上勤務し、成績優秀若しくは功績顕著な従業員の方がおりま
す事業主様は申請をお願いいたします。

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

西部地域観光資源情報発信事業

観光ハンドブック
「せんだい西部劇場」
第3弾完成！

委員会の様子

昨年度実施した調査研究事
業の結果を踏まえ、本体１年
目事業として根白石地域「か
むりの里」の地域活性化を図
きのとう味噌
るため、地元農産物を使用し
りんごパウンドケーキとふ
た特産品の開発、かむりの里
を知って楽しむセミナー、かむりの里で遊ぶワークショップ
等を開催し、遊び方の提案や意見を集約し、具体的な商品づ
くりにつなげるため、セミナー・ワークショップ参加者を対
象に商品化を目指しモニターツアーを実施、アンケート調査
を行い、観光開発と特産品開発の商品化を図り、これらを通
じ「かむりの里」の認知度向上と「かむりの里＝上質な田舎」
を創造した新たなライフスタイルの推進を検討しております。
特産品については、りんごパウンドケーキ、ふきのとう味噌
の開発、観光については、モデルコースの提案もしており、
会報用広告
今後も根白石地域「かむりの里」の地域活性化に向け取り組
んでいきたいと考えております。

見かけましたら
是非ご覧下さい！

西部地域資源観光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3弾が2月に完成致しま
した。今回は、
「美味の宝庫で食べまくり編」
・
「奇岩や伝説
の石を探訪編」
・
「文化遺産と伝説の地編」
・
「せんだい西部
劇場AREA MAP」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。

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

安全・安心・快適な
イズミタクシー

㈱東北カレンダーギフト

他社より安い初乗り・概算料金
イズミタクシー割引カードのご利用でさらに10％割引!!

℡.０２２－３７２－２４９４
Fax.022-372-2596

981-3124
仙台市泉区野村字菅間前25-2
981-3133 仙台市泉区野村字菅間前25-2
仙台市泉区泉中央1丁目33-7

バイパス泉消防署向い

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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イズミバス
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0120-07-3309
TEL 373-1900

切

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

経営資質向上セミナー開催

～事業承継への取り組みについて学ぶ～
商業部会

サービス・観光業部会

鳴海氏による
講義の様子

「まるごとにっぽん」
での集合写真

２月５日、本会研修室を会場に、事業継続の困難を乗り越え
た経験を持つ、鳴海 幸一郎氏を講師に迎え、
「事業を継いで学
んだこと」～後継者の準備と心構え～と題し、標記セミナーを
開催しました。
事業を引き継ぐ際に直面する経営上の問題や課題への対応
方法、また、リスクを事前に回避し、事業を継続させるための
知恵と知識について理解を深めることができた、大変実りあ
るセミナーとなりました。

２月21日～22日の日程で、部会員12名参加のもと、東北電
力㈱仙台北営業所のご協力により「国際ホテル・レストラン・
ショー、厨房設備機器展」の見学会及び商業施設「まるごと
にっぽん」
（浅草）の視察を行いました。最新の電化厨房設備や
外食・ホテル産業等に携わる企業の情報収集の機会となると
ともに、部会員同士の親睦も深められた大変有意義な２日間
となりました。

青年部

女性部

大崎八幡宮裸参りに参加

宮城県代表目指し、鋭意検討中！
宮城県内の女性部員が一堂に会し、５ブロックの代表者が女性
部活動等について発表を行う、女性部主張発表大会において、当女
性部から宮城地区の㈲岡本電装 岡本純子さんが出場します。第
19回大会は６月４日（火）にホテル法華クラブ仙台にて開催され
ます。
女性部では宮城県代表を目指し、大会に向け鋭意検討中であり、
全力でサポートしていきます。応援よろしくお願いいたします。

県内有数の神社・国宝大崎八幡宮で毎年１月14日に
開催され、仙台市の無形民俗文化財に指定されている
「松焚祭」。青年部では、正月飾りなどを焼納する御神火
を目指してさらし姿で参拝する「裸参り」に参加しまし
た。
白鉢巻や白さらしを巻き、含み紙をくわえて歩き、み
やぎ仙台商工会の存在をアピールするとともに、本殿で
は、商工会の更なる発展、会員・役職員の無病息災・商売
繁盛を祈願いたしました。祈願後は緑水亭にて新年会を
開催し、今後の青年部活動について話し合い、部員同士
の親睦を深めました。

女性部員募集中‼

多彩な活動の中に、充実のじぶん発見！
わたしたち商工会女性部は、魅力ある地域づくりをめざし、地
域イベントに積極的に参加するなど地域活性化事業に取組んでい
ます。また、事業に役立つ講習会や研修会を開催するとともに、
親睦会などで部員同士の交流を行っています。
ぜひ、ご一緒に活動をしてみませんか？ いつでも皆様の参加・
加入をお待ちしております！
女性部への加入資格
●商工会の会員（法人ではその役員）もしくはその配偶者
●商工会の会員の親族であって、その事業に従事している女性の方
※年齢制限はありません。

Өࠄ߁ۂ

御神火を目指して参堂する青年部員

緑水亭にて集合写真

ᩓൢ̬ܤƱႾǨȍƷዮӳǳȳǵȫǿȳȈ
電気保安と省エネの総合コンサルタント
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸႆᩓᚨͳƷໜ౨ǋ˓ƤƯ࣎ܤᲛ
再生可能エネルギー発電設備の点検も任せて安心！
ŪƝܼࡊǍƓࡃƳƲƷދϋᣐዴሁƷܤμᚮૺ

ŪȓȫǍئƷᩓൢᚨͳ̬ܤᄩ̬Ʊʖ᧸ܤμ
●ご家庭やお店などの屋内配線等の安全診断
●ビルや工場の電気設備保安確保と予防安全
ŪஇૼᥘƷೞ֥ƴǑǔໜ౨ȷᚾ᬴ȷ౨௹ƳƲƷƓˡƍ
●最新鋭の機器による点検・試験・検査などのお手伝い
ŪႾǨȍȫǮȸƳƲƷǳȳǵȫȆǣȳǰ
●省エネルギーなどのコンサルティング

˅Ө҅ʙಅ
˅ӨࠊඡғඡɶځɟɠႸ TEL022-771-5750
6'.
仙台北事業所 Ƅ
〒981-3133 仙台市泉区泉中央一丁目17-6
みやぎ仙台商工会報
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中央東支部
研修会

西部支部
新春講演会

熱心に耳を傾ける参加者

聴講する参加者の様子

１月28日、仙台銀行ホール イズミティ21において、

２月８日、仙台ロイヤルパークホテルにおいて講演
会を開催しました。講師に同ホテル常務取締役 葛西克
彦氏をお迎えし、
「インバウンド誘致による地域活性化
の可能性」と題して、東北・仙台におけるインバウンド
需要動向やかむりの里に観光客を呼び込む方策等につ
いて貴重なお話をいただき、約20名の参加者は熱心に
耳を傾けていました。講演会終了後、講師を交えて交流
会を行い、参加者間で自身の事業等について情報交換
を行うなど大いに懇親を深めました。

「仙台の都市計画（泉中央地区）について」と題し研修会
を開催しました。仙台市 都市整備局 都市計画課職員を
講師にお招きし、都市計画マスタープランに基づき仙
台市全体の基本構想や経済情勢の変化、課題や目標等
の他、泉中央地区の今後の街づくりの方針について説
明を頂きました。講義後は、参加者との意見交換を行
い、
大変参考となる研修会となりました。

消費税軽減税率制度を学ぶ

秋保地域への
“思い”
を聴講

宮城・秋保４支部合同役員研修会

秋保支部研修会

１月27日、秋保温泉ホテルニュー水戸屋を会場に、公
認会計士・税理士の鈴木一樹氏を講師に招聘し、合同役
員研修会を開催しました（＝写真＝）。本年10月から導
入予定の消費税軽減税率制度について、その対策とポ
イントを具体例を用いて説明いただき、今後事業者が
取るべき対策について理解を深めることができた研修
会となりました。
研修会終了後は、恒例の新年会が開催され、経営や地
域の情報交換及び親睦を深めることができ、有意義な
事業とすることができました。

みやぎ仙台商工会報

熱心に聴講する参加者の皆さん

２月９日、秋保温泉ホテル華乃湯を会場に、㈱アキ
ウツーリズムファクトリー 代表取締役 千葉大貴氏を
講師に招聘し、同社が運営する「アキウ舎」開業の経緯
をはじめ、同社が今後取り組む事業や地域との関わり
について説明いただき、大変有意義な研修会となりま
した。
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軽減税率対策補助金

平成30年度補正予算

小規模事業者持続化補助金の
お知らせ

本年10月、消費税10％へ引き上げに合わせて実施さ
れる消費税軽減税率制度の実施に伴い、対応が必要とな
る中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジ
や券売機の導入や改修、受発注システム、請求書管理シス
テムの改修等に要する経費の一部を補助することによ
り、
準備が円滑に進むよう支援する制度です。

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を助成する
標記補助金の公募が行われる予定です。

【補助内容】
軽減税率制度対応として、
３つの申請類型があります。
①Ａ型：複数税率対応レジの導入等支援
②Ｂ型：受発注システムの改修等支援
③Ｃ型：請求書管理システムの改修等支援
申請受付期限

■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
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

補助上限額

2019年12月16日までに申請（事後申請）し
てください。

B-1型

2019年9月30日までに事業を完了するこ
とを前提に、2019年6月28日までに交付申
請を行ってください。
完了報告書は2019年12月16日までに提出
してください。

なお、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。

補助対象経費の2/3以内

補助率

A型、B-2型、
C型

50万円
※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）

手

※上記記載内容は前年度の公募内容になります。
同内容での公募が予定されておりますが変更される場合があります。

協会
けんぽ

平成 31 年 2 月分
（3 月納付分）まで

給与・賞与の

1.57％

平成 31 年 2 月分
（3 月納付分）まで

＋0.05％

介護保険料率

＋0.126％

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。

店

2019年
4月13日（土） 10：00～17：00
4月14日（日） 10：00～16：00

給与・賞与の

健康保険料率

ん

仙台最大のクラフトフェア！
今年はなんと、130 店のお店が出店します！！

健康保険料率・介護保険料率が変更となります。

10.05％

ten ten

あきうクラフトフェア

宮城支部からのお知らせ

給与・賞与の

第４回

10.10％
平成 31 年 3 月分
（4 月納付分）から

※雨天決行（天災等発生時は中止の場合あり）

会

給与・賞与の

1.73％

場 あきう・木の家ロッジ村

入場料 100 円 大人（高校生以上）

平成 31 年 3 月分
（4 月納付分）から

※運営協力金としてご協力ください

詳しくは、同封のチラシをご覧ください !!

電話 022-714-6850

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

新

会員の紹介
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泉区南光台東 1 －46－20



泉区市名坂字東裏29－ 1



泉区七北田字東裏69

YummyYummyCute!（ヤミィヤミィキュート！）
（アイシングクッキー教室）

（平成31年 3 月25日 理事会承認）

㈱新陽ランドリー（クリーニング業）


ハンドワーク（内装工事業）

㈱カズヒラ工務店（建築業）
食品館ポテト（食品小売）


泉区根白石字判在家25－ 2

笹舘

佐山表具店営業所（表具内装業）



泉区住吉台西 1 －16－16

泉区南中山 3 － 2 －17

公男（税理士）

泉区北中山 1 － 5 －28

㈱力寿司泉店清柳館（飲食業）

Araki Optics（アラキオプティクス）
（光学設計）




泉区みずほ台 7 － 1



青葉区愛子東 4 －22－12



青葉区落合 1 －13－ 7 － 2

泉区寺岡 3 － 9 －17



青葉区上愛子字蛇台原19－31



泉区紫山 4 －22－ 8



泉区朴沢字細田 2 － 4



泉区将監 5 － 1 －25－11



泉区実沢熊野山 6



泉区住吉台東 3 － 4 － 9



泉区山の寺 3 －25－12



泉区泉中央 1 －33－ 7



青葉区みやぎ台 2 －32－ 2



青葉区みやぎ台 5 －10－ 3



泉区住吉台東 4 －10－ 1



泉区北高森 1 －11



泉区寺岡 1 －20－20



花舘公認会計士事務所（会計事務所）
㈲ウエステック（清掃業）
㈱トランバード（WEB コンサルタント）
アロッジオ（建設資材販売）
聖企画（外壁、シーリング工事業）
杉山商店（建設資材運搬）


イチケン（建設業）
㈱ハーフウェイ（Web 制作デザイン制作）
加藤功一税理士事務所（税理士事務所）
㈱ケンジン（総合建設業）

晴天高齢者住宅紹介センター（紹介業）
開沼健治税理士事務所（税理士事務所）

泉区山の寺 1 －23－33（201）

髙橋通信（電話通信業）


泉区歩坂町45－22



泉区南光台 4 －18－38

3 C 企画（移動販売）

博多もつ鍋たじまや（飲食業）
リペア友（塗装工事業）

平成30年７月豪雨
（西日本豪雨）及び
北海道胆振東部地震被害に係る義援金のご報告と御礼

合同会社五水工業（建設業）

商工会では、平成30年７月豪雨（西日本豪雨）及び北海道 胆振東部
地震被害に係る義援金の募金活動を行って参りました。会員企業38社
の皆様よりお寄せいただいた義援金が158,502円となりましたことを
ご報告させていただきます。
お寄せいただいた義援金は、全国商工会連合会を通じて、豪雨被害
のありました岡山県・広島県・福岡県や、地震被害のありました北海道の
商工会連合会に送らせていただきました。
皆さまの温かいご支援、ご協力に感謝申し上げますとともに、被災地
の一日も早い復興を皆様とともに心よりお祈り申し上げます。

会員事業所紹介 vol.30
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

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。

・転出
主 査
主 査

主
多田
細谷

・転入

多賀城七ヶ浜商工会より

査
輝美
豊

東田

省吾

依願退職

名取市商工会へ
岩沼市商工会へ

栗原南部商工会より

宮城県商工会連合会より

有限会社 北辰ハウス保全

1代表者名：上原 和泉
2所 在 地：泉区将監４丁目14-1
3電話番号：022-372-0744
4業
種：住宅害虫・害獣駆除及び住宅防水工事
5自店の PR：泉区で害虫・害獣駆除・住宅防水業を始めて
37年になります。その間に多くのお客様に支えられ現在が
あります。本年は新しい御代になり当社も世代交代をして
更なる発展を目指します。地域に根を張り地道にこれから
も全社員力を合わせて住宅
の雨漏り、白アリ、スズメバ
4
チ、ハクビシン、コウモリ等
阿部蒲鉾店
から地域を守る防人になり
ます。まかせて下さい。

人事異動のお知らせ
・退職
3/31 付

ウーマン・ファースト（コンサルティング（女性活躍））

新規採用
将監エンゼル助産院

泉警察署

関歯科医院
将監小学校

主幹 今野 健一

主査 稲村 佳浩

主査 黒澤 将太

主事 髙橋

みやぎ仙台商工会報
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