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アキウルミナ－AKIU LUMINA－2021

インスタレーションでつなぎ、美しく彩る光とアート。
地域連携イベント「アキウルミナ」が11月21日（日）まで開催中です。
（詳細は2 ページ）
商工会行事予定
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本会HPはこちら！
ホームページやTwitter
で は随 時 情 報を更 新し
ていますので、是非お気
に入り・フォローをお願
いします。

検索

本会Twitterはこちら！

秋保・里センター ライトアップの様子

“光”
のインスタレーションスポットを周遊し、
秋保の魅力を発掘してみませんか？
毎年多くの人々が足を運ぶ
「秋保ナイトミュージアム」
や「磊々峡もみじのこみちライトアップ」、
アーティストたちが手掛ける
「佐々木美術館＆人形館プロジェクションマッピング」
など、
これまで
個々で行っていたものを一つの想いのもとに集約した地域連携イベント
「アキウルミナ」
が11月21
日
（日）
まで開催されています。
昨年、観光庁「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実証事業に採択されて
スタート。今年は地域内の店舗やカフェに、地域内外アーティストの
“光をテーマにした作品”
を展
示。各店舗はもちろん、秋保全体をアートでつなぎ、訪れた方の心に”LUMINA(光)”
を灯すアキウ
ルミナ×アートの融合
「AKIULUMINART（アキウルミナート）」
も実施しています。
秋保地域の施設や仲間で
「小さな光」
を灯すことにより、
やがてそれらが地域と人の交流へ繋が
り
「光のもり」
へと育まれることを目指しております。

詳細は公式HPにてご確認ください
https://www.akiulumina.jp/
ＱＲコードはこちら

地域の魅力発信事業
「泉中央エリアガイド」

第 6 回手ん店（てんてん）
～あきうクラフトフェア～

10月に完成し現在配布を行っている「泉中央エリアガイド」
は、泉中央商栄会・泉中央駅前地区活性化協議会との共同事
業として泉中央エリアの魅力を発信することにより、昔からお住
まいになられている方に
は懐かしさを、最近越し
てこられた方 には 街へ
の愛着を、そして訪れた
方 々には地 域 の 良さを
伝えていきたいという想
いを込め、泉中央エリア
の 回 遊 性 向 上を目的と
して制作しました。
まち歩きが楽しくなる
泉中央エリア施設のトリ
ビアなどの読み物やサン
ドウィッチマンさん、さと
う宗幸さんなど泉区ゆか
りの方からのメッセージ
も掲載されています。
泉 中 央 商 栄 会・泉 中
央駅前地区活性化協議
会の加盟店を中心に設
置していますので見かけ
た際には是非読んでみ
てください。

地元工芸家等で結成された“手しごとAKIU”が主催する
「第6回手ん店～あきうクラフトフェア～」
が11月20日
（土）、
21日
（日）に秋保・木の家ロッジ村にて開催されます。
“手しごとAKIU”は、2009年度にみやぎ仙台商工会で実
施した全国展開支援事業を契機に2011年に発足し、地域
内外に「手しごと」の魅力を発信するために活動している団
体です。その活動の中でも、
「 手ん店（てんてん）」は、2016
年より毎年春に木の家ロッジ村で開催している秋保地域最
大のイベントです。
9月11、12日に開催予定でしたが緊急事態宣言を受けて延
期。新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、
「手しごと」
により生まれた温もりある作品の魅力を発信してまいります。

公式HPの
ＱＲコードは
こちら

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
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いずみハロウィン2021が
開催されました

創業支援セミナー
10月18日（月）18時から21時にみやぎ仙台商工会館に
て、創業を考えている方もしくは創業して間もない方を対
象とした創業支援セミナーを開催致しました。
講師として中小企業診断士の岩佐先生をお招きし、
「創業
の心構え」、
「創業に向けた準備」、
「経営の基礎知識」の３点
を重点に講演を頂きました。セミナーへの参加者は７事業
所８名で、そのうち５名の方がこれから開業する予定の方
であり、
「創業に関して不安が多い中、このようなセミナー
に参加して大変勉強になった」
との声も頂きました。
また新型コロナウイルス感染症対策としてYoutubeに
よる講演の動画配信も行うことにより当日参加出来なかっ
た方に対してもセミナーの内容をお届けすることが出来ま
した。
今後、希望者の方に対し
て個別相談会を実施し、専
門家による個別でのアドバ
イスを受けることで創業に
関する具体的なノウハウを
習得できるよう支援してい
く予定です。
セミナーの様子

1 0 月1 5日から1 0 月3 1日の 期 間 、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2021」
が開催されました。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、区民の皆様が
集うことが難しい中にあっても泉中央地区の魅力を高め
て地域の活性化を図り、少しでもハロウィンの気分を味
わっていただきたいとい
う想いから、会場をハロ
ウィン風イルミネーショ
ンで装飾しました。クラ
ウドファンディングや企
業の皆様のご協力もあ
り、無事終えることが出
来ました。
会場の様子

青年部

女性部

商工会青年部員募集の
お知らせ

商工会女性部員募集の
お知らせ

みやぎ仙台商工会青年部では、地域を安全で元気
な町にすることを目標に様々な地域振興活動を
行っております。また、経営に役立つ講習会や研修
会を開催し、経営者としての資質を高める部員同士
の交流も行っております。
青年部事業にご興味のある方はぜひ、みやぎ仙台
商工会までお問合せください。

みやぎ仙台商工会女性部では、地域のイベントへの
参加を通じて、泉、宮城、秋保の魅力発信に取組んでお
ります。また、部員向けに事業に役立つ講習会や研修会
を随時開催しております。
いつでも会員の皆様のご参加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。

【青年部への加入資格】
〇個人事業主・中小企業の経営者、
またはその後継者等で45歳以下の方
お問合せ先：
みやぎ仙台商工会 青年部担当者
TEL:022-372-3545

お問合せ先：
みやぎ仙台商工会 女性部担当者
TEL:022-372-3545

電気保安と省エネの総合コンサルタント
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

仙台北事業所

〒981-3133 仙台市泉区泉中央一丁目17-6 TEL022-771-5750
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Travel 仙台
選べるトク旅キャンペーンの開始

愛子ひろせ西支部

法人会と女性部の連携による
清掃奉仕活動

仙台市では新型コロナウイルス感染症に対応した経
済対策の一環として、仙台市へ誘客し交流人口の回復
を図るため、
『Travel仙台 選べるトク旅キャンペーン』
を開始します。
このキャンペーンは仙台市内の宿泊施設
がそれぞれお得なプランを作成し、販売するものです。

令和3年10 月17 日
（日）
毎年の恒例事業
として、愛子駅から
錦ヶ丘区間の清掃
奉仕活動を実施し、
地域の環境美化に
貢献しました！

【キャンペーン対象期間】
令和３年１０月１５日
（金）
チェックイン～令和４年１月３１日
（月）
チェックアウトまで
〇新型コロナウイルス感染症の影響でキャンペーン期
間が変動する可能性があります
〇ご予約、販売状況については、各施設にお問い合わせ
下さい。
〇各宿泊施設では、プランの販売数に限りがある場合
がございます。
【キャンペーンに関するお問い合わせ先】
Travel仙台 選べるトク旅キャンペーン
コールセンター TEL：０２２－７９７－９５９０

当日参加された皆さん

各種補助金のお知らせ
〇小規模事業者持続化補助金

＜一般型＞
小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓
等の取組を支援
補助額：上限50万円※共同申請可能
補助率：２／３
応募締切：2022年2月4日
（金）
（７次締切）

雇用調整助成金の
特例措置等の延長について

＜低感染リスク型ビジネス枠＞
小規模事業者等がポストコロナを踏まえた新サービス・
ビジネスの導入に係る取組や感染防止対策費（消毒液・換
気設備導入費等）
の一部を支援
補助額：上限100万円
補助率：３／４
応募締切：2022年1月12日
（水）
（５次締切）

〇令和３年９月末が期限となっておりました雇用調
整助成金の特例措置が、令和３年11月末まで延長と
なりました。
〇既に雇用調整助成金の支給を受けている事業主の
方は雇用調整の初日が令和２年１月24日～令和２
年12月31日に属する場合、受給期間が１年を超え
ても引き続き受給することが出来ます。
※最長で令和３年12月31日まで

〇事業再構築補助金

新型コロナウイルスの影響により変化した経済社会に対
応するための新分野・業態・事業・業種の転換、事業再編に
係る経費の一部を支援
＜中小企業 通常枠＞
補助金額：100万円～従業員数に応じて最大8,000万円
※中堅企業も同額
補 助 率：２／３
（6,000万円超は１／２）
※中堅企業は１／２
（4,000万円超は１／３）
その他に卒業枠、
最低賃金枠、
大規模賃金引上枠、
グローバル
Ｖ字回復枠、
緊急事態宣言特別枠
応募締切：2021年12月21日
（火）
18:00まで
（第４回）

みやぎ仙台商工会報

［お問い合わせ先］
宮城労働局

職業安定部

職業対策課

TEL：022-299-8063（8:30～17:15 月～金）

［コールセンター］

TEL：0120-60-3999（9:00～21:00 土日・祝日含む）
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「優良従業員表彰」
「創業・創立記念事業所表彰」

みやぎ仙台商工会顧問
早坂隆朝氏が
宮城県文化の日表彰
（産業功労）を受賞

～申請受け付け中～

令和３年度宮城県文化の日表彰が発表され、みやぎ仙台商工会
顧問の早坂隆朝氏が「産業功労表彰」を受賞されました。
早坂氏は秋保地域で㈲木の家及び天守閣自然公園㈲の経営に
携わる傍ら、平成６年５月に旧仙台市秋保商工会の理事に就任
し、平成15年には現みやぎ仙台商工会の設立に大きく貢献し、合
併と同時に理事に就任、その後副会長を歴任し、令和２年３月に
退任されるまでの通算21年10ヶ月の永きにわたり産業分野への
功績が認められこのたびの受賞となりました。

同一事業所に10年以上勤続されている従業員の方
ならびに、今年度、創業・創立から10年を単位に記念
の年を迎える会員事業所を対象とした標記表彰の申
請を受け付けています。
各事業所からの申請に基づき表彰を行いますの
で、該当される会員事業所の皆様はぜひ申請くださ
い。
（詳しくは9月発行の会報に同封しています）

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
132万円）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356万円）以内の方」は
年1.26％
（令和３年10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132万円）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356
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。

加入資格・手続きについてのご質問をチャットでご回答いたします。
詳しくは左記の QR コード又はホームページからご確認ください。

今シーズンも熱い応援をよろしくお願いします。
www.vegalta.co.jp

みやぎ仙台商工会報
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新 会員の紹介


hariBo ファクトリー（デザイン業（雑誌））

（令和 3 年10月19日 理事会承認）

㈱ WONDER PLUS（サービス業）


泉区福岡字苦桃新林 2 － 9

ICHIMON 壱文

泉区福岡字中菅 6

青葉区上愛子字蛇台原52－ 3



泉区住吉台西 1 － 6 －20

青葉区錦ケ丘 3 － 8 －22

加賀工業（床板工）

ローズブーケ（サービス業）



泉区館 4 －46－ 1

青葉区愛子中央 3 － 2 －14

みどり創造（飲食業）

㈱マイナビフットボールクラブ（娯楽業・スポーツ等興行団）



泉区明通 1 － 1 － 2

太白区秋保町湯元字寺田原45－ 8

玉虫雅德税理士事務所（税理士）

SkyBring ㈱（コンサル業、英会話教室）


青葉区上愛子字遠野原34－ 3

FILM STONE（映像制作）

ケーキ職人ちゃっきおじさん（洋菓子店）



仙台焼（陶器及び手工芸）



泉区実沢字中山南25－ 5 仙台ヒルズホテル地下 2 階



青葉区折立 2 － 8 －12－206

合同会社伊達ぽっど（飲食業、小売業、各イベント事業）

㈱アーリージャパン（菓子の企画・製造・販売）



fu.wa.ri（美容業）




ネイルサロン

青葉区落合 3 －10－24



熊谷造園（造園業）







青葉区南吉成 1 － 5 －11

泉区向陽台 3 －36－18－203

いのちわとなり（教育業）


会員事業所紹介 vol.43

泉区旭丘堤 2 － 3 －14－101

Richesse（リシェス）
（食空間コーディネーター）


今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

泉区泉中央 2 － 9 －12パークホームズ泉中央503

昼呑み小屋・通（つう）
（飲食業、小売業、各イベント事業）



泉区泉中央 1 －3７－ 9 LaylaB 1 F

わが社の
一押し！

アールデザインラボ㈱（建築リフォーム、内装仕上）


会員事業所
紹介

泉区長命ケ丘 3 －2７－ 3 オメガコートビル203

㈱ユズホーム（土木、建設）


1代表者名： 根立 洋平
2所 在 地：泉区長命ケ丘3-27-3オメガコートビル203
3電話番号：0120-400-156
4業
種：建築リフォーム・内装仕上げ
5自店の PR：一般家庭・法人を問わず依頼を請け、中古
マンション・戸建住宅の中規模・大規模リフォーム・リノ
ベーション工事までを請け負っている工務店で、健康に配慮
した建材を使った空間造りや素材やテクスチャーを活かした
インテリアデザインの提案に定評があります。
【ホームページ】https://r-designlabo.com/

青葉区赤坂 2 －30－ 8

住都（ジュウト）
（建設業）


青葉区吉成台 1 － 9 － 1

㈱清野興業（建設業）



青葉区下愛子字町 3 － 2

宮城県最低賃金の改正について
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

853円

令和３年10月１日

アールデザインラボ株式会社

長命ヶ丘中学校
泉館山高校
長命ヶ丘
針生舟田
クリニック

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

青葉消防署
荒巻出張所

又は各労働基準監督署

37
GS

宮城学院
女子大

桜丘中学校

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・加算料金。
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

タクシー乗務員
随時募集！
お気軽にお問合せ下さい！
フリーダイヤル

012-007-3309

イズミ

Fax.022-372-2596

4 号バイパス
泉消防署向い

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
1133

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

長命ヶ丘東
イエローハット

トヨペット

会報用広告
宮城労働局賃金室（☎ 022－299－8841）

【問い合わせ】

264

イズミバス
貸

6

第109号

TEL 372-1133

R3・11・10

切

TEL

373-1900

