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月　　日 事業内容等 場　所
6 月20日（木） 第15回宮城地区支部合同ゴルフ大会 グレート仙台カントリー倶楽部
6月28日（金） 消費税軽減税率対策セミナー【ご案内文書同封】 みやぎ仙台商工会館
7月 9日（火） 融資相談会「一日公庫」【ご案内文書同封】 みやぎ仙台商工会館
7月 9日（火） 創業・第二創業相談会【ご案内文書同封】 みやぎ仙台商工会館
7月11日（木） キャッシュレスセミナー【ご案内文書同封】 みやぎ仙台商工会館
7月21日（日） 宮城・秋保地区支部合同ビアパーティ【ご案内文書同封】 定義館
7月24日（水） キャッシュレスセミナー【ご案内文書同封】 中小企業大学校仙台校
8月31日（土） 第39回泉区民ふるさとまつり 七北田公園

令和元年度
みやぎ仙台商工会通常総代会
みやぎ仙台商工会16支部の総代が一堂に会し審議されました。
令和元年度の事業計画・収支予算など 5議案が原案通り可決承
認されました。

佐藤長市 議長 庄司俊充 会長 祝辞をのべる
鈴木昭 泉区長
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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

〒981-3111 
仙台市泉区松森字明神１－１

TEL 022－372－8559協工業 株式会社
かのお

令和元年度の通常総代会が 5月23日（木）、みやぎ仙台商工会館で開催さ
れました。
議長に佐藤長市氏（ひろせ北支部）を選出し審議に入り、下記の第 1 号

議案から第 5号議案まで慎重なる審議を経て原案通り可決承認されました。

第1号議案　�みやぎ仙台商工会運営規約の一部改正（案）承認の件
第2号議案　�平成30年度事業報告書並びに収支決算書、貸借対照表及び

財産目録承認の件
第3号議案　�令和元年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件
第4号議案　�令和元年度借入金最高限度額及び借入先承認の件
第5号議案　�役員欠員に伴う補欠選任の件

１．�経営発達支援事業推進による小規模事業者の持続的発
展への支援

　中小・小規模事業者の持続的発展を支援するため、経営計画作成
セミナー及び個別相談会等の開催を通じて、経営計画作成やフォロー
アップ支援を実施するとともに、小規模事業者持続化補助金等の各
種支援施策を活用した販路開拓支援を推進し、トップライン向上を
主眼に置いた経営支援を行います。
２．中小・小規模事業者の経営力強化
　中小・小規模事業者及び創業等を目指す者に対して、巡回訪問等を
通じタイムリーな各種支援メニューを提供するとともに、中小企業・
小規模事業者ワンストップ総合支援事業（宮城県よろず支援拠点事
業）や宮城県小規模事業者伴走型支援体制強化事業を活用し、各分野
における専門家及び宮城県商工会連合会サポーティングリーダーと連
携を図りながら、中小・小規模事業者への伴走型支援を行います。
３．�中小・小規模事業者の経営環境整備の推進
　後継者不足が深刻化するなか、事業承継を計画または予定してい
る中小・小規模事業者に対し、支援ニーズを深掘りしつつ宮城県事
業引継支援センター等と連携し、具体的な進め方や支援施策等に関

し、早期の事業承継への取り組みを支援します。また、本年10月に
迫った消費税率の引上げ及び軽減税率制度の円滑な導入支援、キャッ
シュレス決済への対応支援をはじめとし、「働き方改革」への対応の
支援強化や外国人人材活用等を含めた支援施策の普及・啓蒙、更に、
頻発する大規模災害等に対応するため、事業継続のためのリスクマ
ネジメントの普及啓発及び事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援など、
経営環境の変化に伴い中小・小規模事業者が直面する喫緊の課題に
対し、専門家と連携しきめ細やかな支援を行います。
４．会員の加入推進による組織強化の推進
　本会の重要課題であります組織率50％の達成に向けて、ホーム
ページや広報紙等を通じて会員メリットを積極的に情報発信し、市
民及び地域商工業者に対して商工会のイメージアップを図る取り組
みを行うとともに、県下商工会全体で実施する「会員増強運動新３ヶ
年推進計画」に基づき、役職員、支部役員が一体となり会員増強に
努め組織強化を図ります。
５．自主財源の確保による財政基盤の強化　
　安定的な組織運営を図るためには自主財源の確保は必要不可欠で
あり、会員増強に加えて会員企業の福利厚生の充実を図る共済制度
の普及に努めるとともに、「チャレンジ商工会ステップアップコース」
への参加により、会員のライフスタイルにマッチした提案を行うこ
とで、会員サービスの充実と会員満足度の向上を図り、併せて財政
基盤の強化を図ります。

令和元年度重点事業５項目

中小・小規模事業者の
持続的発展への
支援等 5項目が

令和元年度重点事業として
承認されました

商工会の内部組織である青年部の総会が、総代会前に
開催され、正副部長は下記の方々が選任されました。（任
期 2年）

令和元年度みやぎ仙台商工会通常総代会・各支部総会
において新たに 1 名の役員及び支部長が選任されまし
た。

（敬称略）

青年部（平成31年 4 月選任）　

部長 岡本　龍太 宮城地区

副部長 石森　正訓 泉地区

副部長 冨樫章太郎 宮城地区

副部長 早坂　智博 秋保地区

（敬称略）

役職名 氏名 事業所名 所属支部

理事 永井　　優 ㈱永井電機 八乙女支部

役職名 氏名 事業所名 所属支部

支部長 永井　　優 ㈱永井電機 八乙女支部

商工会内部組織報告 新役員・新支部長のご紹介
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981-3124 仙台市泉区野村字菅間前25-2

会報用広告

封筒用広告

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

㈱東北カレンダーギフト
℡.０２２－３７２－２４９４
Fax.022-372-2596
981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目33-7

営業時間・平日AM９時～PM６時／休日及び祝祭日AM10時～６時

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

㈱東北カレンダーギフト
℡.０２２－３７２－２４９４
Fax.022-372-2596
981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目33-7
営業時間・平日AM９時～PM６時／休日及び祝祭日AM10時～６時

981-3124 仙台市泉区野村字菅間前25-2

安全・安心・快適な
イズミタクシー

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!!

バイパス泉消防署向い
フリー
ダイヤル0120-07-3309

イズミバス 373-1900TEL貸　切

●平成30年度収支決算状況● ●令和元年度収支予算状況●
（自）平成30年 4 月 1 日　（至）平成31年 3 月31日 （自）平成31年 4 月 1 日　（至）令和 2年 3月31日

（収入の部）
科　目 金額（円）

補助金等収入 84,226,396
会費手数料等収入 63,230,078
受託料収入 221,680
前期繰越収支差額 5,561,239

合　計 153,239,393
（支出の部）

科　目 金額（円）
経営改善普及事業・指導職員設置費 91,631,241
経営改善普及事業・指導事業費 16,360,288
地域総合振興事業費 15,486,266
受託事業費 160,780
管理費 25,864,497
次期繰越収支差額 3,736,321

合　計 153,239,393

（収入の部）
科　目 金額（円）

補助金等収入 88,982,000
会費手数料等収入 68,559,999
受託料収入 221,680
前期繰越収支差額 3,736,321

合　計 161,500,000
（支出の部）

科　目 金額（円）
経営改善普及事業・指導職員設置費 97,392,271
経営改善普及事業・指導事業費 14,341,925
地域総合振興事業費 16,191,000
受託事業費 160,000
管理費 23,480,520
資産取得支出 9,600,000
予備費 334,284

合　計 161,500,000

補助金等収入
84,226,396

収入
（単位：円）

支出
（単位：円）

会費手数料
等収入

63,230,078

受託料収入
221,680

前期繰越収支差額
5,561,239

経営改善普及事業
・指導職員設置費
91,631,241

経営改善普及事業
・指導事業費
16,360,288

地域総合振興事業費
15,486,266

受託事業費
160,780

管理費
25,864,497

次期繰越収支差額
3,736,321

補助金等収入
88,982,000

収入
（単位：円）

支出
（単位：円）

会費手数料
等収入

68,559,999

受託料収入
221,680

前期繰越収支差額
3,736,321

経営改善普及事業
・指導職員設置費
97,392,271

経営改善普及事業
・指導事業費
14,341,925

地域総合振興事業費
16,191,000

受託事業費
160,000

管理費
23,480,520

予備費
334,284

資産取得支出
9,600,000

令和元年度　支部担当一覧
今年度の事務局体制における各支部担当者は以下のとおりとなります。

№ 支部名 担当者名 副担当者名
1 中央東 高橋　光徳 坂本　隆明
2 中央西 渡邊　弘明 平田　公美
3 館山 菅原　史彦 荒谷　三月
4 泉ＰＴ 坂本　隆明 今野　健一
5 西部 今野　健一 須田佳奈恵
6 南光台 村上　克彦 髙橋　陽子
7 黒松 髙橋　　淳 村上　克彦
8 八乙女 髙橋　陽子 高橋　光徳

№ 支部名 担当者名 副担当者名
9 大沢・泉ヶ丘 荒谷　三月 渡邊　弘明
10 将監 須田佳奈恵 菅原　史彦
11 向陽台 平田　公美 稲村　佳浩
12 東部 稲村　佳浩 髙橋　　淳
13 愛子ひろせ西 矢島　亮平 加藤　早希
14 ひろせ北 加藤　早希 尾口　紀嘉
15 ひろせ 黒澤　将太 矢島　亮平
16 秋保 尾口　紀嘉 佐藤　宮子

（敬称略）
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令和元年度総代会席上に於いて優良従業員・優良役員 32名の方々が表彰されました。
今後ますますのご活躍ご祈念申し上げます。（基準日：平成 31年 3月 31日）

“栄えある受賞おめでとうございます”

表彰状受賞者の方 （々順不同・敬称略）

宮城県知事褒状
1．会員事業所優良従業員１名（勤続30年以上）
氏　　　名 事業所名 勤続年数 支部名

1 永野　順子 ミクロプラスチックス㈱ 33年� 0月 中央西

全国商工会連合会長表彰
1．会員事業所優良従業員 ７ 名（勤続30年以上）
氏　　　名 事業所名 勤続年数 支部名

1 志賀　茂浩 光進電気工業㈱ 32年� 6月 秋保

2 齋藤やよい 光進電気工業㈱ 32年� 2月 秋保

３ 板橋　礼子 光進電気工業㈱ 32年� 0月 秋保

４ 星野　保夫 光進電気工業㈱ 32年� 0月 秋保

５ 芳賀　邦雄 光進電気工業㈱ 32年� 0月 秋保

６ 阿部　正信 光進電気工業㈱ 31年� 5月 秋保

７ 板橋　昌彦 光進電気工業㈱ 31年� 0月 秋保

宮城県商工会連合会長表彰
1．会員事業所優良従業員６名（勤続20年以上）
氏　　　名 事業所名 勤続年数 支部名

１ 鴻巣　暢広 陸前運送㈱ 24年� 5月 愛子ひろせ西

２ 小野田健一 ㈱泉工務店 22年� 0月 八乙女

３ 槻田　人美 光進電気工業㈱ 21年� 7月 秋保

４ 藤原　　紫 ㈲木の家 21年� 0月 秋保

５ 相澤　　実 モリタ管楽器サービス 20年� 7月 南光台

６ 後藤　　茂 赤坂建設㈱ 20年� 4月 館山

2．役員２名（継続９年以上または通算14年以上在任）
氏　　　名 事業所名 在任年数 支部名

１ 鎌田　秀夫 ㈱泉緑化 � 9年10月 西部

２ 塩澤　洋子 シオン美容室 � 9年10月 秋保

3．退任役員４名（通算６年以上在任し退任または任期中死亡による）
氏　　　名 事業所名 在任年数 支部名

１ 小笠原陽治 小笠原建設運輸㈱ 10年� 2月 秋保

２ 今野　　勇 ㈲今勇総業 10年� 2月 八乙女

３ 千葉　一成 恵成表具店 � 9年� 0月 東部

４ 熊谷　信男 ㈱いずみエンジニアリング � 6年� 0月 中央西

みやぎ仙台商工会長表彰
1．会員事業所優良従業員12名（勤続10年以上）
氏　　　名 事業所名 勤続年数 支部名

１ 石川　和枝 ㈱泉緑化 43年� 0月 西部

２ 佐々木和夫 ㈱熊谷木工所 33年� 3月 中央西

３ 金森　幸男 ㈱泉緑化 28年� 2月 西部

４ 大宮　富夫 ㈱泉緑化 27年� 9月 西部

５ 藤川　常子 ㈱泉緑化 27年� 6月 西部

６ 佐藤　信義 中田建設工業㈱ 21年� 3月 西部

７ 伊藤　文月 ㈱熊谷木工所 14年11月 中央西

８ 長山　祐太 ㈱鷹泉閣　岩松旅館 13年11月 愛子ひろせ西

９ 松本　和博 ㈱熊谷木工所 13年� 0月 中央西

10 斉藤　昌完 光進電気工業㈱ 11年10月 秋保

11 氏家　美幸 ㈱サンワ・レストラン・クリエイツ 11年� 5月 特別

12 髙橋　晃一 ㈱高正工務店 10年10月 八乙女
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再生可能エネルギー発電設備の点検も任せて安心！

●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

●最新鋭の機器による点検・試験・検査などのお手伝い

●省エネルギーなどのコンサルティング

電気保安と省エネの総合コンサルタント

仙台北事業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央一丁目17-6 TEL022-771-5750

経営計画作成セミナーを開催
　4月17日、経営計画作成を目的としたセミナーを開
催。小規模事業者持続化補助金等の補助事業の申請や
融資申込の際に必要となる事業計画の作成について、
中小企業診断士の横尾氏より、具体的なポイント等を
中心にご講義いただきました。
　また、セミナー後には個別相談会も併せて開催し事
業所ごとに異なる経営環境について専門家より直接
アドバイスを頂くなど参加者は今後の経営の指針作
りを進めています。商工会では計画作成の支援を随時
行っていますのでお気軽にご相談ください。

セミナーの様子

　融資の相談に行きたくても、仙台駅前まで行く時間がない事業
所のお悩みに応えるために、日本政策金融公庫の融資担当者を
招いての定例相談（事業資金）を下記により開催しております。

◆日時
　・宮城秋保地区　第１火曜日
　・泉地区　その他の火曜日
　　いずれも、①13時～・②14時～・③15時～
　　※予約制となりますので、ご希望日の前週の金曜日までに
　　　ご予約ください。
◆場所
　・宮城秋保地区　みやぎ仙台商工会　宮城支所
　・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
資金など幅広いメニューでご利用をお待ちしております。

毎週火曜日は
日本政策金融公庫定期相談日

第39回
泉区民ふるさとまつりの

開催について
日時：令和元年8月31日（土）
　　　午後1時～午後8時30分
場所：七北田公園

　泉区民の夏の風物詩「ふるさとまつり」が今年も
開催されます。様々なイベントやステージ、縁日
コーナーなど大人から子どもまで楽しめ、約
4,500発の色鮮やかな花火がまつりのフィナーレ
を飾ります。
　ふるさとまつりの花火は、協賛金と市民の皆様
からの募金で打ち上げております。今年もご協力
の程、何卒宜しくお願い申し上げます。詳しくは同
封の案内文書をご覧願います。
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㈱進友（建設業）�
� 泉区大沢 2－15－ 5

Bar�M・Grouth（バーエムグロース）（飲食業）�
� 泉区泉中央 1－17－ 3 　遊食館205

和み居酒屋　サルトナリ（飲食業）�
� 泉区泉中央 2－17－ 3 －105

んDATHCHAまーけっと（飲食業）�
� 泉区泉中央 1－19－ 1 　遊食館 2　 1－ C

㈲モード・ユキ　モードユキ（婦人服ミセス小売業）�
� 泉区泉中央 1－ 5－ 1

QBハウス（理髪業）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

ボタニカル（洋菓子）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

Fuki（中華惣菜）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

ITAGAKI　ケーキショップ（洋菓子）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

T.G.C. ギャラリー（眼鏡小売）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

Rewde（婦人服小売）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

Milluflora（婦人服小売）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

ベネッセの英語教室BE�studio（英語教室）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

illusie300（雑貨小売）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

HAPINS（雑貨小売）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

Ehcram（雑貨小売）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

LrdR（婦人服小売）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

La.bien（靴小売）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

CROSS�OVER（婦人服小売）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

kimono ショップあいこ（呉服小売）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1

㈱創建（建設業）�
� 泉区加茂 1－40－ 6 －201

マニュライフ生命保険㈱（生命保険業）�
� 泉区住吉台東 1－11－ 2

愛子左官工業（左官、土木業）�
� 青葉区愛子東 5－ 1－19

加藤　雄一（左官業）�
� 青葉区下愛子字町17

会員の紹介新
　� （令和元年 5月 8日�理事会承認）

会員事業所紹介vol.31
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 株式会社 ジューシーオレンジ

5自店のPR：フォトスタジオ「ジューシーオレンジ」です。
結婚式、家族写真、お子様の記念写真、竣工写真、料理写真、
HP・SNS用の宣材写真など様々な撮影をさせて頂いてま
す。お客様ニーズに寄り添ったお写真撮影を目指していま
す。１件１件、お客様とのコミュニケーションを大切に心に
届くお写真を。明確な料金プランとクオリティーの高いお
写真をお届けします。

1代表者名：中根　豊
2所 在 地：泉区向陽台1丁目21番3号
3電話番号：022-344-6420
4業　　種：写真撮影、アルバム等製作販売

4

56

東北学院大
泉キャンパス

将監東中

向陽台小

七十七銀行

愛子圧送（コンクリート圧送業）�
� 青葉区栗生 2－11－23

絆住総（建設業）�
� 青葉区栗生 1－19－15

本田　年昌（左官業）�
� 青葉区上愛子北原道上11－19

三浦　進（管工業）�
� 青葉区錦ケ丘 5－ 5－ 7

㈱宮城衛生環境公社（ごみ収集運搬業）�
� 青葉区熊ケ根字野川26－ 6

㈱ヌマタ土木（土木工事業）�
� 太白区秋保町長袋字町35－ 4

合同会社　暁ユアサポート（不動産サービス）�
� 泉区西中山 1－19－ 3

泉新都心ビル眼科（眼科）�
� 泉区泉中央 1－ 4－ 1


