第二創業塾開講！30名が受講
みやぎ仙台商工会では、全国商工会連合会と共催
で行う平成16年度創業人材育成事業『第二創業塾』
を去る9月27日（月）午後1時30分より仙台市泉区の
ニューワールドホテルで開催し、30名が受講した。
中小企業診断士波多野卓司先生を講師に約4時間の
創業支援講座を行い、受講者は新たな分野への創業
にチャレンジしようと熱心に耳を傾けた。全部で7
回開催されるこの講座は、今後先進経営者講演会な
どを行う予定です。

工業部会主催
みちのくEMS説明セミナーを開催！
みやぎ仙台商工会工業部会（庄司俊充部会長）は、
去る9月22日（水）午後1時30分より宮城県産業技術
総合センターにおいて『みちのくEMS説明会』を開
催 し た 。み ち の く EM S
（ 環 境 管 理 規 格 ）は 、
I
SO14001のミニ版と言えるもので、中小企業者に
とっては費用や時間的にコストが低く、比較的取得
しやすいものとなっており、参加者は熱心に説明を
受けた。

第二創業塾開催風景
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経営講演会を開催！

ボウリング大会を開催！

青年部では、去る9月13日（月）午後7時30分より
仙台市泉区のニューワールドホテルにおいて青年
部経営講習会を開催した。10名が参加の下、鈴木孝
弘部長の挨拶後、
講師のかわのめえりこ氏を招き、
「取
材で出会った元気な経営者たち」というテーマで研
修を受け、宮城県内の事業所を中心に講師の先生が
取材した若手経営者たちの経営についてのノウハ
ウ及び信念について講話をし、部員相互の資質向上
として、充実した講習会となった。

9月17日（金）、泉スカイボウルで女性部ボウリン
グ大会が行われました。秋保・宮城地区からの参加
が少なかったものの、ゲーム中は大変な盛り上がり
で、3ゲームも行うビッグイベントとなりました。
ゲームの結果は、1位三浦祥子さん、2位安倍好子
さん、3位今野美枝子さん、ブービー賞鈴木たかさ
んでした。
表彰式の後には、懇親会が行われ、大変有意義な
交流会となりました。

青年部経営講演会開催風景

女性部ボウリング大会開催風景

10月は労働保険適用推進月間です！

者や障害を持つ方などの就職が困難な方の雇用の
促進を図るための援助を行う制度です。
「社長さん あなたの義務です 労働保険」 パートタイム労働者の方も一定の基準に該当す
労働保険は、
労働者が安心して働ける職場作りと、 れば、雇用保険に加入しなければなりません。
また、労働者が自ら雇用保険の加入手続きが適正
安定した事業経営に欠かせない、国が直接管掌する
に行われているかを確認することもできます。
保険制度です。
労働保険のうち労災保険は、働く方が業務上又は
労働者を1人でも雇用する事業主は加入義務があ
通勤途上の災害により被災した場合に、療養のため りますので、未加入事業主の方はお早めに加入手続
の給付や社会復帰のための援助を行う制度です。
きをおねがいします。
一方、雇用保険は、働く方が失業した場合に、再就
加入手続きについては、
みやぎ仙台商工会または、
職のための給付を行うほか、失業の予防並びに高齢 仙台公共職業安定所まで。
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金融情報

泉の美味しいものを

本会では、融資相談のために、年末資金を中心に
一日金融公庫を開設いたします。当日は国民生活
金融公庫の職員が直接、貴方の金融のご相談を承
ります。

紹介して下さい！
いずみ魅興隊（佐藤浩隊長）は泉区の活性化と商工
観光の振興を図るため、泉区内の食材、料理、特産品な
どの美味しいものの情報を集め、その中から「泉区の
美味しいものじまん」として選定し泉区の魅力として
ＰＲすることにより住みよい泉区づくりの推進に寄
与する任意団体で、本年の8月に設立されました。いず
み魅興隊では泉の美味しいものを選定するために美
味しいものじまん実行委員会を9月16日
（木）
に開催し、
審査方法等について話し合いました。詳しい応募要領
は次回の商工会報でお知らせいたしますので、泉の美
味しいものをどしどし応募して下さい！

泉地区
○日時 平成16年11月2日（火）
午前10時〜午後4時
○場所 みやぎ仙台商工会館 青年部研修室
宮城・秋保地区
○日時

平成16年11月9日（火）
午前10時〜午後4時
○場所 宮城支所会館 会議室
※相談ご希望の方は予約制となっておりますので、
みやぎ仙台商工会までお申し込み下さい。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

第134回全国商工会珠算検定試験
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

平成16年9月10日現在

普通貸付

7名が合格！
！

貸付限度額

第134回全国商工会珠算検定試験は9月19日（日）み
やぎ仙台商工会館（本所）を会場に行われ、1級から3級
まで計21名が受験し、1級合格者1名を含む計7名の方
が見事合格しました。
尚、次回（第135回）の検定試験日程は下記の通りと
なっておりますので受験希望者は市内各珠算教室ま
たは、みやぎ仙台商工会までお申し込み下さい。
○試
験
日 平成16年11月21日（日）
○申込受付開始日 平成16年9月16日（木）
○応 募 締 切 日 平成16年10月15日（金）

返済期間
利

率

4,
800万円以内

経営改善貸付

550万円以内
（別枠450万円以内）

運転資金
5年以内

運転資金
5年以内

設備資金
10年以内

設備資金
7年以内

年1.
70％

年1.
40％

＊詳しくはみやぎ仙台商工会（3723545）
又は国民生活金融公庫（2225171）まで

◎14日（木）
19
：00 南光台商店街活性化講演会

みやぎ仙台商工会では、会員親睦のための福利厚生
事業として『支部対抗ボウリング大会』を実施するこ
とになりました。参加者の方には全員に参加賞がござ
いますので参加ご希望の方は奮ってお申し込み下さい。
尚、申し込みに際しましては、各所属する支部長ま
でお申し込み下さい。定員につきましては1支部10名
までとなっておりますのでお早めにお申し込み下さい。
●日 時 11月12日（金）
（受付） 午後5時15分〜5時45分まで
（開始） 午後6時プレー開始
●場 所 泉スカイボウル
仙台市泉区泉中央3374
●資 格 会員・家族・従業員とし1事業所2名まで
とします。
●申込締め切り
10月29日（金）
（各支部で取りまとめます。）
みやぎ仙台商工会報

一日金融公庫開設のご案内
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（南光台コミュニティセンター）
月 ◎16日（土）
の 19：00 向陽台支部ボウリング大会
（泉スカイボウル）
主
◎18日（月）
な 14：00 東部支部会員研修（1泊）
（栗駒勤労者憩いの家）
行
◎2
0
日
（水）
事
泉パークタウン支部講演会
予 15：00 （仙台ロイヤルパークホテル）
定 ◎22日（金）
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14
：00 第2回基本問題委員会
（青年部研修室）

18
：30 大沢・泉ヶ丘支部ボウリング大会
（泉スカイボウル）

◎24日（日）
10
：00 宮城地区農業まつり（宮城総合支所）
10
：00 秋保商工祭（秋保総合支所）
◎26日（火）
8
：00 商工会ゴルフ大会
（秋保カントリークラブ）

◎28日（木）
14
：00 第6回運営委員会（青年部研修室）
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新会員の紹介
■㈲伊達の（食品卸売業）
泉区七北田字白水沢991905
■㈲日商ライズ（運転代行業）
泉区黒松2197
■東北総合美研㈲（総合看板工芸）
泉区将監1264
■カットスペース Emu
（理容業）
泉区南中山21811 松川テナント1F
■アルソア化粧品 あんじぇら（化粧品販売業）
泉区松森字関場361
■AI
プランニング（都市計画・設計）
泉区市名坂字鳥井原571202
■寺岡接骨院 きくち（接骨院）
泉区寺岡61118
■㈲ビーニクラウス
（インテリアデザイン・企画設計）

泉区寺岡41516
■小山地盤調査事務所（地質コンサルタント）
泉区泉中央458 ナイスアーバン泉中央613
■相馬宅建事務所（不動産仲介業）
泉区寺岡61329
■スナック詩音（飲食業）
泉区南光台21432
■東北出版印刷㈱（印刷業）
青葉区吉成22328
■㈲佐孝運輸商事（運送業）
青葉区芋沢字大竹原1868
■ショウジ工房（広告看板業）
青葉区みやぎ台42513
■㈱ダックス パスタ専門店コパン松森店（飲食業）
泉区松森字関場61
■㈱ダックス パスタ専門店コパン栗生店（飲食業）
青葉区下愛子字田神3
■よりあい処 モナミ（飲食業）
青葉区栗生4186
■㈲早坂商事（不動産業）
青葉区落合11418
■日本郵政公社 泉郵便局（郵政事業）
泉区将監8103
■ Jam
（ジャム）
（理容業）
泉区将監5211
■㈲ソーフー（空調設備工事業）
泉区桂131桂パークハウス東4210
■ ADVANCE
（損害保険・生命保険代理業）
泉区永和台1918
■㈱みかげ家（墓石加工販売業）
青葉区郷六字葛岡下252
■山菜庵 一木一草かまた（飲食業）
青葉区愛子中央32424
みやぎ仙台商工会報

■ヤア資生堂

KENZO

（化粧品・衣料品・雑貨小売業）

青葉区落合4150
■笑和（飲食業）
泉区泉中央11817 FEAD2F
■㈲欅フローリスト（生花小売業）
泉区南光台31822
■㈱マイクロメイツ仙台営業所（情報サービス業）
青葉区中央4103住友生命ビル17F
■二瓶一弘（林業）
刈田郡七ヶ宿町字根添131
■金森輝夫（林業）
伊具郡丸森町筆甫字平松前32
■㈲櫻本産業（林業）
亘理郡山元町鳶足字中16
■佐藤和夫（林業）
柴田郡川崎町大字今宿字立野屋敷10
■佐藤幸雄（林業）
太白区秋保町馬場字野尻町北613
■前田昌平（林業）
本吉郡津山町横山字黒沢1514
■小山勝栄（林業）
岩手県東磐井郡藤沢町藤沢字荒屋敷210
■㈱ネオフレックス（電気・配線材卸売業）
泉区鶴が丘31514
■百足屋石材店（石材業）
青葉区郷六字葛岡下375
■㈲ティー・レックス
（管工事業）
泉区市名坂字東裏771斉藤ビル1F
■小池室内（内装工事業）
青葉区折立1621
■伊藤餅店（和菓子製造小売業）
泉区南光台2141
■竹内重機（土木工事業）
泉区歩坂町165
■瀬上薫税理士事務所（税理士）
青葉区高野原41362
■アムスとラルス（栄養士事務所）
泉区寺岡212
■ HCSホームクリーンサービス（清掃業）
青葉区みやぎ台1912
■ザ・ヘッズハウス
（理容業）
泉区長命ヶ丘3313
■信州戸穏蕎麦 安曇野（飲食業）
青葉区落合5211
■ZELUS
（ゼロス）
（空調設備業）
青葉区上愛子字車5714
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