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第33回泉区民ふるさとまつり
泉ヶ池での灯篭流しの様子
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ラーメンマップ作成支援事業

愛子地区ラーメン専門店会「結麺会」を支援し、
地域活性化を目指す

ゆう　めん　かい

今年度、本会では仙台市のラーメン激戦区としてたび
たび、マスコミでも取り上げられている愛子地区のラー
メン店を紹介するラーメンマップ（飲食店マップ）を、
愛子地区のラーメン専門店会「結麺会」と協力して作成
しています。マップの完成は10月末を予定しており、現
在、着々とラーメン店への取材を進めているところです。

完成したラーメンマップは結麺会加盟店のほか、観光
案内所、商工会等での配布を予定しており、11月 4 日に
開催される宮城地区まつりでは完成したばかりのラー

メンマップを会場内で配付します。
「結麺会」加入のラーメン店は、各個店独自の味を大

切にしており、味噌、醤油、とんこつとバラエティーに
富んでいます。ぜひ、ラーメンマップを手に取って自分
の好みの味を探してみてください。

今後、「愛子ラーメンマップ」によって地区外からの
新たな顧客が増加し、宮城地区全体の活性化が図られる
事が期待されます。

新商品開発事業が25年度事業として国から承認された
ことにより、 7 月17日第 1 回委員会（佐藤浩委員長）が
開催されました。委員は専門家委員を除き24年度から踏
襲した委員で構成され、今年度は炭を使った防災商品の
他に饅頭と建築材の開発を行うことが了承されました。

8 月24日七北田公園で行われた泉区民ふるさとまつり
会場において、仙台の炭を使った防災グッズの展示と、
建設業部会で作成した井戸マップの配布を行いました。
炭の専門家の熊谷講師の指導により実際に炭をおこして
調理を行い、炭の火力の強さに会員や市民は非常時の燃
料として認識を新たにしていました。

第 1回委員会での様子

ラーメン店での取材風景

マップ
完成イメージ

調理を通して炭の火力を再認識

開発に向け
　　委員会を開催

地域力活用新事業全国展開支援事業

新商品 ふるさとまつり
会場で

災害支援ネットワーク協議会事業

P R 活動
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盛大に開催盛大に開催
第33回泉区民ふるさ

とまつり

泉区を代表する夏の風物詩、第33回泉区民ふるさとまつりが8月24日、好天のもと七北田公園を主会場、
更に今年から泉中央駅ペデストリアンデッキを第二会場として盛大に開催されました。会員事業所79店の縁
日やステージ披露など両会場内は終日大賑わい。夜は4千5百発の花火が打ち上げられ19万6千人の来場者を
魅了しました。

開会式で挨拶をする佐藤 浩会長
暑さの中、 ステージで

元気いっぱいに踊るチアリーダー

広場に集まり
花火の打ち上げを待つ人 ・ 人 ・ 人

泉中央駅前ペデストリアンデッキ会場
も多くの人で賑わう

青年部 ： 今年もビールまつりコーナー
で賑わいづくりに貢献

女性部 ： 来場者にポケットティッシュを
配りながら交通安全をＰＲ
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各支部で恒例の
会員交流事業を開催!!
各支部で恒例の
会員交流事業を開催!!
7月24日に開催された将監支部のビアパーティを皮切りに
各支部で会員交流事業を開催し、会員同士の親睦を深め
ました。

作並 岩松旅館を会場に77名参加のもと、余興とし
てカラオケ大会を行うなど盛大に開催

７月28日
宮城地区３支部合同ビアパーティ

お楽しみのバーベキューを前に「消費税増税に伴う販
売方法」について真剣に話を聞く支部会員のみなさん

８月20日
泉パークタウン支部 勉強会＆バーベキュー

あさひ鮨仙台店にて「生活習慣病はなぜ怖い？」を
テーマに研修を行い、その後ビアパーティを開催

８月３日
八乙女支部 研修会＆ビアパーティ

「高齢期を安心して過ごすために…」をテーマに脳トレ
手遊びなど楽しみながら参加する支部会員のみなさん

８月20日
黒松支部 研修会＆ビアパーティ

秋保 カフェ・ロシェにて、恒例のビアパーティを開催！
和気あいあいと親睦を深める支部会員のみなさん

９月２日
秋保支部 ビアパーティ

館山支部

会員PRファイルを作成

館山支部（小野寺昭文支部長）では、支部会員同士を
もっと知り合い、会員の連携強化が更に図れるよう会員
の会社案内や事業内容を紹介した PR ファイルを、34会
員が参加し作成しました。これを機会に新たな支部会員
の交流が生まれることが期待され、今後継続事業として
毎年更新して行く予定です。PRファイルを手にする小野寺支部長
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西部支部・７月21日第20回かむりまつり

りの賑わいづくりに貢献！

地域のお

りの賑わいづくりに貢献！

地域のお 宮城地区3支部合同
ゴルフ大会を盛大に開催！
宮城地区3支部合同
ゴルフ大会を盛大に開催！
6 月11日、グレート仙台ゴルフ倶楽部を会場に、ひろ

せ、ひろせ北、愛子ひろせ西の宮城地区 3 支部合同のゴ
ルフ大会が、82名参加のもと開催されました。

当日は、小雨の舞う中でのプレーとなりましたが、宮
城地区ゴルフ大会は昨年休催したという事もあり、今年
は一段と気合の入ったプレーが随所に見られました。
優　勝　高橋 定雄 氏（ひろせ）
準優勝　庄司 徳雄 氏（愛子ひろせ西）
3　位　菅原 正勝 氏

優勝した高橋氏（左）と冨樫副会長（右）

すずめ踊りで盛り上がるステージの様子

協力者のみなさん（出店ブースの前で）

集めたゴミを前に記念撮影 普段通っていた道にこんな歴史があったなんて！

ひろせ北支部
8月17日・川前夏祭り

6 月 9 日に地域貢献・福祉活動を通じて「青年部と地
域との絆」、「青年部員同士の絆」を確認・感謝するため、
宮城地区の宮城総合支所から JR 愛子駅周辺の「清掃奉
仕活動」を実施しました。当日はお揃いのポロシャツを
着用した青年部員11名が90分ほど清掃を行い、たくさん
のゴミを集め、地域の皆さんに商工会青年部の活動をア
ピールすることができました。

今後も青年部は地域のクリーン運動を積極的に行う予
定です。次回はあなたの地区へ青年部が行く…かも !?

6 月26日、女性部ではデスティネーションキャン
ペーンを受け、地元地域の観光資源とおもてなしの心構
えを学ぶ講習会を行いました。

行き先は風光明媚な「秋保・定義」。秋保については
秋保総合支所 地域振興係 槻田良孝さん、定義について
は定義 新茶屋看板娘 早坂光子さんと、秋保・定義のス
ペシャルガイドとも言えるお 2 人に案内していただきま
した。地元の人も知らなかった地域の歴史ある場所、お
もてなしの心構えを学び、盛り沢山な内容ながらも、わ
きあいあいと受講していました。

青年部

地域の清掃奉仕活動を実施
女性部全体講習『地元再発見！

おもてなし講習会』を開催
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能力開発セミナー

マナーアップ
　　セミナー開催

自分いつ磨く？

今でしょう！
事業承継相続対策セミナー

半世紀ぶりの大幅な課税強化に
対応するセミナー開催!!

相
続
税

講師にビジネス教育訓練所㈱佐藤晃樹氏を迎え、業務
上の命令の受け方・報告の仕方、電話応対等ビジネスス
キルアップを図ることを目的にマナーアップセミナーを
本所、中小企業大学校仙台校の 2 会場で開催しました。
受講者全員真剣に講師の話に耳を傾けているのが印象的
でした。

平成25年度の税制改正により、大幅な相続税・贈与税
の改正がいよいよ実現され、今まで相続税と縁のなかっ
た方も相続税がかかる可能性が出てきました。このよう
な状況に対応するため、事業継承等を専門に指導してい
る税理士の菊池祐輝氏を講師に迎え、改正のポイントや
事業継承と相続対策の関係について講義頂きました。

熱心に、模擬実習に取り組む受講者たち 分かり易く解説する菊池税理士

研修風景

サービス・観光業部会では 7 月 3 日、東京ディズニー
シーにおいてディズニーワールドの経営方針であるゲス
トに対して最高のおもてなしを行うための行動基準やホ
スピタリティと人材育成のための取り組みについて、実
際に現地を案内いただきながら研修を行いました。ディ
ズニーテーマパークの行動基準でキャストは Safety（安
全）を第一に、Courtesy（礼儀正しさ）、Show（ショー）、
Efficiency（効率）の順に判断の優先順位が決まってお
り、各々がその行動基準をもとに考えアクションを起こ
している事を学びました。

サービス・観光業部会

ディズニー・ゲストサービス・フィロソフィー研修会を開催ディズニー・ゲストサービス・フィロソフィー研修会を開催
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こころの健康を保つためには、ストレスと上手につき
あうことが大切です。適度なストレスはプラスに作用し
ますが、過度のストレスは心身に不調を来たす原因にな
ります。自分にあったリラックス方法をみつけ、ストレ
スに対処しましょう。また、日頃から心身の健康に関心
を持ち、不調を感じたら早めに相談しましょう。

仙台市では、健康づくりのための食生活や運動・スト
レスケアに関する講座や相談を行っています。

 問い合わせ先 　
　お住まいの地域の区役所あるいは総合支所

泉区役所　　　372-3111（講座：内線6784 相談：内線6756）
宮城総合支所　392-2111（内線5242）
秋保総合支所　399-2111（内線5242）

〈働く人のこころとからだの健康づくりを応援します〉
健康づくりのための講座や相談を行っています

仙台市

からの

お知らせ

日本政策金融公庫の担当者が個別相談を行ってお
ります。相談をご希望の方は事前に商工会にご予約を
お願いします。
●日時：毎週火曜日　午後 1 時より（予約制）
●場所：みやぎ仙台商工会館（泉区野村）

日本政策金融公庫からのお知らせ

定期（無料）相談会皆様の経営
課題を

解決します
！

多岐にわたる企業の問題や課題を地元診断士と商工会が
解決に向けてバックアップします。
今月から毎月第1、第3木曜日に、みやぎ仙台商工会館（泉
区野村）において開催しますので、お気軽にご相談ください。

ご相談の際はTEL372-3545まで必ずご予約下さい。

平成24年度補正予算  中小企業庁  地域需要創造型等起業・創業促進事業

創業補助金をご活用ください起業する！ と決めたら・・・

公募スケジュール・募集要項など
詳しい情報は、右記事務局まで
お問い合わせください

一般財団法人地域創造基金みやぎ　創業補助金係
〒980-0804  宮城県仙台市青葉区大町1-2-23 桜大町ビル303
TEL：022-748-7283　FAX：022-748-7284　E-mail：kigyo@sanaburifund.org
経済産業省　東北経済産業局　産業支援課　TEL：022-221-4882

1最大200万円の補助
地域需要創造型起業・創業
地域の需要や雇用を支える事業を
興す起業・創業を行う方

2最大500万円の補助
第二創業

既に事業を営む中小企業などにお
いて後継者が先代から事業を引
き継いだ場合などに業態転換や新
事業・新分野に進出する方

3最大700万円の補助
海外需要獲得型起業・創業
海外市場の獲得を念頭とした事業
を興す起業・創業を行う方

労災対策に！「商工会の業務災害保険」のご案内
商工会会員の皆様だけが割安な保険料でご加入いた

だける業務災害保険のご案内です。
1．本制度の特徴
（1）労災事故に関わる幅広い補償

　 従業員の就業中のケガに対する補償（死亡・後遺
障害）に加えて、労働災害における事業者側の賠償
責任（使用者賠償責任）についても補償します。

（2）労災保険支給と関係なく支払い
　 ケガに対する定額補償については、政府所管の労
働災害保険の認定に関わらず、迅速に保険金を受け
取ることができます。

（3） 「売上高」による保険料算出、事業者単位での無
記名加入

　 売上高により保険料を算出する仕組みとなってお
り、役員・従業員の人数に変動があった場合でも報
告は不要です。また、パート・アルバイトの方も自
動的に補償の対象となります。
2．取扱保険会社

・東京海上日動火災保険　株式会社
・株式会社　損害保険ジャパン
詳しくは同封のチラシをご覧ください！
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会員の紹介新 　� （平成25年 6 月19日�理事会承認～ 9月 6日加入申込受付分）

○㈱仙栄工業（左官工事、塗装工事）�
� 泉区小角字窪上39
○さとう内装店（内装業）�
� 泉区住吉台西1－16－ 8
○㈱エスエス電気（電気工事業）�
� 泉区松陵 3－39－ 1
○Cut1000西友仙台泉店（美容業）�
� 泉区高玉町 9－ 2　西友仙台泉店 1 F
○斗和建設（解体業）�
� 泉区北中山 2丁目 1－ 2
○㈱Ｇ・Ｇ・Ｇ（電話工事業）�
� 泉区加茂 1－39－ 9
○タンタンドル（ブリザーブドフラワー等の教室、販売）�
� 青葉区芋沢字横手16
○環境リサイクルプラン（産業廃棄物収集運搬業）�
� 青葉区芋沢字横手16
○hair�salon�Glanz（ヘアーサロン　グランツ）（美容業）�
� 青葉区愛子東 5丁目 9－23李香ビル2F-B
○伊藤総業（解体業）�
� 青葉区愛子中央 1丁目 7－13　KATOビル205
○秋保行政書士事務所（行政書士）�
� 太白区秋保町湯元字木戸保28－ 6
○HANDY!（土木建築設計業）�
� 泉区住吉台西 4－23－14
○岳山珈琲（飲食店）�
� 泉区福岡字岳山 7－101
○植松診断士事務所（中小企業診断士）�
� 泉区館 3－20－6
○工藤俊悦税理士事務所（税理士事務所）�
� 泉区泉ケ丘 1－21－23－101
○滝口建業（建設業）�
� 泉区将監 5－ 1－20－24
○兒玉　健（通信建設業）�
� 泉区向陽台 5－22－ 6
○笹原電設（電気工事業）�
� 泉区本田町 5－19

○町家カフェ太郎茶屋鎌倉　南光台店。（飲食店）�
� 泉区松森字新田156　フォンテーヌ 1 F
○カクヤス設備事務所（水道設備業）�
� 泉区松森字斉兵衛20－ 2
○エアビルド㈱（建設業（空調設備工事））�
� 泉区市名坂字楢町201－ 5
○㈱サン・エヌコーポレーション（リフォーム業）�
� 泉区長命ケ丘 3－ 9－19
○理容室アンサー（理容業）�
� 泉区南中山 1－39－ 1 NAKAYAMAあさのビル 4 F
○エアビルド㈱（建設業（空調設備工事））�
� 泉区上谷刈 5－11－16
○佐藤　圭（電気通信工事業）�
� 青葉区芋沢字大竹南 1－25
○㈱渡辺新聞店　愛子販売所（新聞小売業）�
� 青葉区下愛子字二本松23－ 1
○㈲北斗（保険代理業）�
� 青葉区栗生 4－13－ 5 －103
○㈱ほけんの110番（保険代理業）�
� 青葉区落合 5－26－18 プラザ広瀬202
○山田建築（大工）�
� 青葉区上愛子字雷神16－14
○㈱青葉エステート（不動産業）�
� 青葉区上愛子字蛇台原62
○㈱渋谷商店（日用品・雑貨品総合卸売業）�
� 青葉区上愛子字平治21－ 1
○㈲忠和建設（建設業）�
� 青葉区上愛子字下十三枚 6－ 3
○ワーカー（管工事業）�
� 青葉区錦ケ丘 6－ 2－13
○秋保の郷　ばんじ家（サービス、旅館業）�
� 太白区秋保町湯元字薬師40－ 2
○伊藤ウォール工業㈱（サイディング・シーリング・一般建築工事業）�
� 宮城野区鶴ケ谷東 3－21－20�ジェム�ラポール501

わが社の
一押し！

会員事業所
紹介

わが社の
一押し！

会員事業所
紹介ウナ・ガッタ・カチャトラ 定義有路こけし店

1代表者名：佐藤 勝彦
2所 在 地：仙台市泉区泉中央4－24－9
3電話番号：022-371-6655
4業　　種：飲食業

1代表者名：有路 静夫
2所 在 地：仙台市青葉区大倉字上下山神1－2
3電話番号：022-393-2405
4業　　種：お土産販売業
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千葉整形外科

スーパー
スポーツゼビオ

アメリカ屋

かわせみ
クリニックミツカン

東北支社

陸
羽
街
道

すずらん通り

天正

至泉中央

55

定義如来西方寺
貞能堂

定義如来西方寺

極楽山西方寺

定義館

5 自店の PR：ウナ・ガッタ・カチャトラは、泉中央か
ら東に延びる「すずらん通り」に先月6日新築オー
プンしました。もちもちとした自家製生パスタと、窯
でパリッと焼きあげたナポリピッザが楽しめるお店
です。他にも仙台醤油を惜しみなく使った自家製ド
レッシングはサラダだけではなくバケットにつけて

もおいしい逸品です。ラン
チタイムから夜のご会食に
ご利用ください。

5 自店の PR：昭和36年に西方寺（定義さん）の門前に
て、お土産屋として開業しました。定義伝統こけしは、
胴模様が当時としては斬新な新柄わらびの他、しゃく
なげ、重ね菊の美しい模様で書かれ、目がとても可憐
で、参詣人から愛されています。羅漢果、メグスリの
木など健康食品も品揃え充実しておりますので、定義
にお越しの際にはどうぞお立ち寄りください。

自家製生パスタを使ったボロネーゼ

店内の様子

ご来店をお待ちしてます！

定義伝統こけし

会員事業所紹介vol.3 今回も「わが社の一押し！」を紹介頂きます！


