第 99 号

いずみハロウィン2019
様々なキャラクターやお化けに仮装した子供達、
ご家族の方に参加いただき会場は大変賑わいを
みせておりました。
＝関連記事：Ｐ2＝

商工会行事予定

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ

月
日
11月14日（木）
11月20日（水）
11月26日（火）
11月29日（金）
12月 6 日（金）
1 月 7 日（火）

事業内容等
支部長・役員研修会
税理士のアドバイスによる事業承継個別相談会（ご案内文書同封）
融資相談会一日公庫（ご案内文書同封）
サービス・観光業部会主催 HACCP（ハサップ）セミナー
（ご案内文書同封）
商業部会主催 被災商業施設視察移動研修会
仙台市泉区新春賀詞交歓会（ご案内文書同封）

P2 【イベント開催報告】
泉マルシェ2019 いずみハロウィン2019
泉ヶ岳悠・遊フェスティバル ゴルフ大会
P3 【各部会・青年部・女性部等活動報告】
工業部会 キャッシュレス・消費者還元事業
青年部 女性部
P4 【各支部活動報告】
秋保支部 中央東支部 館山支部
南光台支部・八乙女支部合同 黒松支部
大沢・泉ヶ丘支部 愛子ひろせ西支部 東部支部
ひろせ支部
P5 【商工会からのお知らせ】
最低賃金のお知らせ
労働保険適用促進強化期間のお知らせ
中小企業基盤整備機構のお知らせ
国の教育ローンのお知らせ
P6 【新会員紹介 会員事業所紹介】
日本政策金融公庫定期相談日のお知らせ
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みやぎ仙台商工会

発行者：庄 司 俊 充
発行日：令和元年11月11日
会員数：2,482名

（令和元年10月25日 現在）
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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。

Izumi Marche 2019 開催

９月14日

泉中央駅前ペデストリアンデッキを会場に「Izumi Marche 2019」
が開催されました。
フ
ランスの朝市をテーマに11年目を迎えたIzumi Marcheでは、今年も貝山幸子氏（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！」
コーナーを設置。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・オペラ等の様々な音楽が奏でられる生演奏を始め、
フレアバーテ
ンダーや大道芸、
ライブペイント、ベガルタチアリーダーズ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など170店舗が出店しました。Izumi Marche独特の雰囲気
を体験していただき、
約39,500人の来場者で会場は大いに賑わいを見せました。

いずみ
ハロウィン
2019

来場者で賑わう会場

10月19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2019」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
ベガルタチアリーダーズやダンスクラブ、マジックなどが披露され「キーワードラ
リー」コーナーでは沢山の子供達にご参加頂き参加賞としてお菓子が振舞われまし
た。また大学生等によるハロウィン飾りやスライム等の小物の手作り体験コーナー
もあり多くの子供達に
参加頂きました。
所々には写真撮影の
スポットも用意されて
おり、ただイベントを楽
しむだけではなく仮装
を楽しみながら写真撮
影を行う来場者で大い
ステージ広場でのビンゴ大会の様子
キーワードラリーへ参加するご家族の様子
に盛り上がりました。

Go West! Enjoy 泉ヶ
岳！

天高く馬肥ゆる秋

みやぎ仙台商工会
ゴルフ大会を開催！

9月29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。
天候にも恵まれ、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、兎平からの
仙台平野の遠望を楽しみました。

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

優 勝 ひろせ支部
準優勝 愛子ひろせ西支部
第３位 館山支部

個人戦

館山支部出店の様子

団体戦

10月23日に仙台ヒルズゴルフ倶楽
部にて72名が参加しプレイを楽しみ、
会員相互の親睦・融和を図りました。開
催に当たりまして会員事業所様より多
大なるご協賛を賜り、誠にありがとう
ございました。

会報用広告
大いに盛り上がった大抽選会

マルシェ会場風景

優 勝
準優勝
第３位

冨樫大会長より賞

品贈呈

石川 永浩 様（ひろせ支部：㈲ティー・ケー・システム）
三浦 一彦 様（三浦左官）
木村 繁之 様（愛子ひろせ西支部：㈲ギアール・サービス）

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

秋晴れの空にナイスショット！

フリー
ダイヤル

イズミバス
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0120-07-3309
TEL 373-1900

切

経営のための EV 講習会

キャッシュレス・消費者還元事業

10/29

工業部会

10月より中小・小規模事業者を対象としたキャッ
シュレス・消費者還元事業が始まっております。
この事業は、登録対象事業者の店舗で、消費者が
キャッシュレス支払いをした場合に、消費者に２％
もしくは５％ポイント還元されるものです。
対象となる事業者は、業種ごとに定められた資本
金の額や従業員数の要件に該当し、ご自身の申請で
キャッシュレス・消費者還元事業加盟店登録審査が
完了された事業者となります。決して自動登録では
ございませんので、ご注意ください。まだ登録されて
いない方は、事業終了まで、まだ約８ヶ月の期間がご
ざいますので、登録のご検討をされてはいかがで
しょうか？
詳しくは、こちらをご覧下さい。

東北電力㈱仙台北営業所様のご協力のもと、日産
自動車㈱ 坂野EV説明員を招聘し、今やライフライ
ンの一つとなった「電気自動車」が自然災害のような
非常時に果たす役割や活用方法などについて学びま
した。実際に新型リーフの試乗や「リーフto 100V」
の実演により、その利便性や性能を実感してもらう
など、自社の防災・減災意識の向上に繋がる講習会と
なりました。

https://cashless.go.jp/

講演会の様子
実演・試乗会の様子

9/28

福利厚生事業ボウリング大会

9/12

全体講習会を開催

青年部

女性部

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。

篝火の湯緑水亭 若女将 高橋知子氏を講師に迎え「おもて
なしを磨くために～ありがとうの心を学ぶ～」というテーマ
のもと全体講習会を開催しました。
参加者一同、若女将のおもてなしの心に感銘を受け、笑顔
でお客様をお迎えする大切さを改めて感じることが出来た講
習会となりました。

フロントでの集合写真

真剣な面持ちで受講する女性部員

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

秋保支部

中央東支部

館山支部

視察研修会

会員親睦事業を開催

会員研修会・ビアパーティー

令和元年 9 月 1 日（日）

令和元年 9 月 6 日（金）
ワイルドビーチ仙台

41名参加のもと、気仙沼大島大橋や
気仙沼市の復興状況等について視察研
修を実施しました。

終始和やかに大いに親睦を深めました！

岩井崎にて集合写真

令和元年 9 月 7 日（土）
ゴリラガードギャラ
ンティ㈱を会場に、
トヨ
タ自動車東日本㈱総
務部顧問 菊地 幸典氏
（元泉警察署長）を講
師に招き
「自動車産業
の未来と地域の安全・
安心な生活」
をテーマ
に講 演をいただいた
後、ビアパーティーを
開催し会員同士の親
睦を深めました。

熱心に講義される
菊地 幸典 氏

大いに盛り上がった
ビアパーティー

南光台支部・八乙女支部合同

黒松支部

大沢・泉ヶ丘支部

合同研修会とビアパーティー

温泉施設での
レジオネラ感染の実態について

会員親睦ボウリング大会

令和元年 9 月 7 日（土）
2年後に移転を予定している仙台徳洲会
病院の新病院の進捗状況と、
「日帰りで治
せる痔のはなし」
について佐野院長より講
話をいただきました。その後は恒例のビア
パーティーで27名の会員が交流と親睦を
図りました。

講演する佐野院長

熱心に聞き入る参加者

令和元年 10 月 11 日（金）
（公社）全国建築物飲料水管理協会の
及川龍治氏を講師にお招きし、
レジオネ
ラ感染の実態と、高齢者における冬場の
入浴時の注意
点について講
習を受けまし
た。研 修 会 後
の懇親会で
は、会 員 同 士
楽しく懇親を
耳を傾ける参加者
深めました。

令和元年 10 月 15 日（火）
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28名参加の下、熱
戦が繰り広げられました。
また、たくさんのご協賛を頂き、抽選会
も大変盛り上がりました。

優勝した若生博徳氏
（㈲勇扇工業）

参加者全員で…

愛子ひろせ西支部

東部支部

ひろせ支部

法人会と女性部の連携による
清掃奉仕活動

会員親睦視察研修会

清掃奉仕活動を実施

令和元年 10 月 20 日（日）
宮城地区まつりの開催時期に合わせた
恒例事業として、愛子駅から錦ヶ丘の区
間の清掃奉仕活動を実施し、地域の環境
美化に貢献しました！

参加者同士の親睦も深めました！

令和元年 10 月 27 日（日）
角田市の宇宙センター、福島県いわき
市のスパリゾートハワイアンズおよび塩
屋埼灯台へ日帰りでの視察研修会を実施
しました。
支部会員、家
族 、従 業 員 1 5
名参加の下、会
員同士の親睦
を深めることが
出来ました。
角田宇宙センターにて集合写真

みやぎ仙台商工会報
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令和元年 10 月 27 日（日）
ひろせ支部では女性部宮城地区と合同
で、下愛子～落合周辺の清掃活動を実施
しました。
参加者からは
「落ちているゴミが
年々減っている」
との声もあり、
今後も本活
動を継続し地区内
の 環 境 美 化に努
めることとしまし
た。終了後はコー
ヒーを飲みながら
親睦を深め、会員
同 士 の 交 流 が 図 ご協力いただいた参加者の
みなさん
られました。

R1・11・11

宮城県最低賃金の
改正について

事業主の皆様、
続きは
労働保険の加入手
お済みですか？

宮城県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、
パート、アルバイト等を含む）に適用される宮城
県最低賃金は、下記のとおり改正されます。
時間額

効力発生日

824円

令和元年10月１日

11月は
労働保険適用促進
強化期間です

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
（農林水産の一部の事業は除きます。）
義務があります。

労働保険への加入が未手続きの場合は、速やかに、

次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれま
せん。
○精皆勤手当 ○通勤手当 ○家族手当 ○賞与等
○時間外・休日・深夜手当

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

問い合わせ

☎022-299-8842

宮城労働局賃金室（☎ 022-299-8841）
又は各労働基準監督署

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1.66％ 固定金利

※「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1.26％（令和元年11月１日現在）

【ご返済期間】15年以内

※「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
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）

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。

みやぎ仙台商工会報
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新

三代目旭屋酒店（酒屋）

会員の紹介
（令和元年10月25日 理事会承認）

仙台社中（IT（PC 販売、HP 作成））

泉区みずほ台 3 − 1 桂五番館101

Kafuu crepe（移動販売）

仙台制御システム（配管工（エアコン工事））
三和メンテナンス（卸・サービス業）

泉区住吉台西 3 − 8 − 9

青葉区折立 2 − 7 −20−503
青葉区錦ケ丘 4 − 2 − 4

新井直哉写真事務所（コマーシャルカメラマン）

ken craft ㈱（建設業）

㈱東急リゾートサービス 泉パークタウンゴルフ倶楽部（ゴルフ場）

足つぼと健康靴ベルフラワー（療術業）

㈱ TACOU（小売業）

おのでら整骨（整骨院）

泉区西中山 1 −29− 5

木村（運送業）

泉区明通 1 − 1 − 1

泉区高森 1 − 1 −317 高森パークハウス 1 −302
泉区向陽台 4 −16− 9 −201

㈱ GutsLAND

㈱あいあーる

高良工業（建築内装業）

大橋

平安祭典

セレモール泉

泉区明石南 4 − 2 − 4

市名坂（葬祭業）

泉区市名坂御釜田146− 2

辰彦（サービス（水槽メンテナンス）、潜水土木）

泉区東黒松10− 3

ラビアンローズ（飲食）

台風 号の
被害甚大

わが社の
一押し！

会員事業所
紹介

事業資金の融資相談をしていただくために、日本政策
金融公庫の融資担当者を招いての定例相談日を下記に
より設けております。この機会にぜひご利用ください。
◆日時（所属地区外でのご相談も受け付けております。
）
泉地区：その他の火曜日
②14 時～

泉区黒松 2 −16− 3

利久 愛子店（サービス業）

青葉区愛子東 2 − 4 −40
青葉区愛子東 5 −21−30

あずみの（飲食業）

太白区秋保町湯元字枇杷原11− 2

合同会社 暁ユアサポート

代表者名：河田 祐継
所 在 地：泉区旭丘堤 2 −16− 4 （黒松サービスオフィス）
電話番号：022-376-8184
業
種：ビル、アパート、空き家などの不動産管理、
賃
貸経営サポート、生活やビジネスのお困りご
とサポートほか
自店の PR：当社の賃貸経営サポートは、入居者対応、
誘致活動、工事管理、会計事務、レポーティングの全てを
一人のスタッフがワンストップで提供することを強みと
しております。豊富な経験とノウハウを駆使して不動産の
資産価値と収益の最大化に貢献します。また高齢世帯を
中心とした個人住宅向けの生活支援サポートや空き家と
住宅弱者のマッチングサポートなども手掛けております。
不動産に関するお困りごとは当社にお任せください。

毎週火曜日は日本政策金融公庫定期相談日

いずれも、①13 時～

泉区松陵 5 − 2 − 5

今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

商工会では、令和元年台風第１９号に伴う
災害にかかる特別相談窓口を設置して、災害
資金貸付など事業再建のための融資の斡旋
等のご相談を受け付けておりますので、
ご活
用くださいますようご案内申し上げます。

宮城秋保地区：第１火曜日

泉区将監 2 − 7 − 1

会員事業所紹介 vol.33

泉区泉中央 1 −19− 7 泉中央 2 番館 1 F 3 号室

19

牛たん炭焼

SOBAtoGALETTE

泉区南光台 1 −35− 3 −203

Y ショップ東黒松（小売店）

泉区館 4 −28− 4

合同会社 Kick up（建設業、リフォーム業）

Studio ビットバレー合同会社（専門サービス業）

青葉区赤坂 2 −28−14

③15 時～

※先着予約制となりますので、相談ご希望日の前の週の金曜日までに
お早めにご予約ください。

真美沢公園

◆場所

Өࠄ߁ۂ

宮城秋保地区：
みやぎ仙台商工会 宮城支所

コープ黒松店
杜の都信用金庫

泉地区：
みやぎ仙台商工会 本所

創業を予定されている方の新規開業資金や、既に開業なさ
れている方で、第二創業などを図る方を対象とした新事業
活動促進資金もございます。

地下鉄黒松駅
ファミリー
マート

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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