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性部全女性連会長表彰、みやぎ地区まつり

P3～5� �支部（宮城地区、秋保支部、黒松支部、
館山支部、愛子支部、中央東支部、大沢・
泉ヶ丘支部、将監支部、向陽台支部）・青
年部・女性部活動だより

P 6� �税務署からのお知らせ、り災証明の申請
はお早めに

P 7 � �労務関連情報、小規模企業共済制度のご案内
P 8 � �新会員の紹介、経営セーフティ共済、公庫

金利情報、会員様向け配送代行のご案内、
商工会会員募集

二口林道（県道仙台山寺線）が約10年振りに開通
仙台秋保二口街道－山形－山寺間19キロのうち二口峠の5キロが通行止めとなっておりましたが、10月30日（日）より
11月6日（日）まで開通しました。
二口街道は、秋保温泉郷と立石寺（山寺）両観光地を結ぶ最短路で、県立公園二口渓谷、国の天然記念物指定姉滝、国名
勝指定大滝磐司岩の雄大明媚な風光を求め、観光客の増加につながることが期待されます。
（マイクロバスを含む中・大型自動車通行禁止　冬期間通行止め）
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みやぎ仙台商工会ゴルフ大会

支部対抗で愛子支部が優勝！

全女性連会長表彰
「優良女性部」を受賞

商工会コーナーが
「宮城地区まつり」を盛り上げる

10月18日、秋晴れの中、みやぎ仙台商工会ゴルフ大会
が、グレート仙台カントリー倶楽部を会場に、総勢87名
の参加のもと開催された。

地元のコースでありながらも、参加者から難しいホー
ル設定だと声があがるほどの難コースに悪戦苦闘しなが
ら熱い戦いが繰り広げられ、成績は、個人戦ではネット
67.8の愛子支部の庄子嘉知氏が優勝。また支部対抗戦で
は、わずか2.8差の接戦を制した愛子支部がひろせ北支部
を振り切り優勝した。

10月12日～14日に富山県で開催された全国大会におい
て、本会女性部が商工会女性部組織化45周年記念 全女
性連会長「優良女性部」を受賞。

本会女性部 塩澤部長が全国の代表として登壇し、全
女性連会長より表彰状を授与された。

10月23日の気温はこの時期には珍しく27℃まで上昇、
好天にも恵まれ家族連れで賑わった。この暑さが功を奏
し青年部のかき氷コーナーは長蛇の列、青年部員がハ
ローウィンの格好に扮し、子供達が回りを取り囲むほど
だった。女性部のそば・うどんコーナーも完売し、手作
り石鹸も好評を博し
た。また商工会コー
ナーに出店した会員
事業所も予想を上回
る 来 場 者 に 大 盛 況
で、次年度以降も本
会事業として定着さ
せていきたい。

表彰式では、コース内での珍プレー・好プレーに話が
弾む中、会員の皆様よりご協力いただいた多くの協賛賞
品は参加者全員に手渡された。

佐藤商工会長から優勝賞品を受け取る庄子嘉知さん（左）

全女性連会長より表彰状を拝受する塩澤部長（左）

多数の来場者で
混雑した会場

焼き菓子を
買い求める
来場者

3万5千人の来場者で賑う！

『Izumi Marche』～泉中央震災復興市～

泉中央地区と商店街活性化を目的に、今年で 3 回目と
なる『Izumi Marche』が 9 月23日、泉中央ペデストリ
アンデッキ周辺を会場に開催された。

今年は、 3 月の東日本大震災で壊滅的な被害を受けた
気仙沼・石巻の両市と、女川町や南三陸町から19店出店
いただき「震災復興市」も同時開催。当日は、前日まで
の雨降と一転して暖かい秋晴れとなり、会場は、産直・
西洋野菜や雑貨、アクセサリー等を買い求める約 3 万 5
千人の来場者で終日賑いを見せた。

商工会コーナー出店の様子
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震災に係る所得税軽減・免除についての研修会の様子

盛合講師の話に熱心に耳を傾ける参加者

野菜重さ当てゲームを盛り上げる青年部員

盛会に開催された納涼ビアパーティー

４支部合同研修会宮城地区

「放射線について」
　　　　　講習会開催黒松支部

秋保支部 がんばろう秋保
～まつりだ秋保2011～開催！

秋保支部 納涼　　　　　
ビアパーティー

9 月 9 日、仙台市広瀬文化センター会議室に於いて14
名参加で宮城地区会員でもある石戸谷重男税理士事務
所、石戸谷重男氏を講師にお招きし、「東日本大震災に
係る所得税の軽減及び免除、申告・納付等の期限延長に
ついて」をテーマに 4 支部合同の税務研修会を行った。
具体的な被災の事例「車が流失した場合」「法人の事務所
と社長の自宅が同じ場合」等を交えながらわかりやすく
説明を受ける事ができ、有意義な研修会であった。

「東日本大震災」による福島第一原発事故による放射
能汚染について、医療福祉法人 徳洲会 仙台徳洲会病院 
総務課 盛合 正浩 氏を講師に迎え講習会を開催し30名の
方々にご参加いただいた。

どの程度環境への汚染が進んでいるのか正確な情報が
ない為、今度どれ程人体に影響を与えるのか、また、放
射線から身を守る方法等について説明を受け、自己によ
る情報収集の大切さや自己防衛がいかに大事であるかを
改めて感じ、参加者は大いに参考になったようで意義あ
る講習会となった。

その後懇親会を行い、会員間の親睦を図る事ができた。

10月23日、恒例の「がんばろう秋保～まつりだ秋保
2011～」が秋保総合支所敷地内で開催された。前日まで
の悪天候で開催が心配されたが、当日は好天に恵まれ大
勢の来場者で大変賑わった。

会場では、地元の農産物や特産品を販売するテントが
立ち並び、商工会青年部による野菜の重さ当てゲームを
はじめ、チャリティー大抽選会、伝統芸能や消防局音楽
隊による演奏、はしご乗りなどが披露された。

出店コーナーでは、青年部が射的や金魚すくいなどで
縁日気分を盛り上げ、女性部は、いも煮・いなり寿司な
ど懐かしいおふくろの味を提供し、盛会に終了すること
ができた。

9 月 4 日、カフェ・ロシェを会場に30名を超える秋保
支部会員が参加し、恒例の納涼ビアパーティーが盛大に
開催された。毎年、支部主催のビアパーティーを楽しみ
にしている会員の皆様方も多く、当日は仙台市太白区・
庄司克茂太白区理事兼総合支所長、みやぎ仙台商工会・
佐藤浩会長も会場に駆け付け、秋保地域の観光客の入込
み動向や震災の被害状況など会員同士の情報交換に一役
買い、次々と運び込まれる飲み物や料理にみんな大満足
で大いに賑わった。
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館山支部の出店の様子

清掃奉仕活動に参加したメンバー 横田支部長と優勝した高橋康之さん（右）

館山支部 泉ケ岳
悠・遊フェスティバルに出店

愛子支部 清掃奉仕活動を
実施

大沢・泉ヶ丘
支部 会員親睦
ボウリング大会

秋の恒例イベントとなった、泉ケ岳悠・遊フェスティ
バルは秋晴れのもと10月 8 日開催され、今年も館山支部
では出店に協力。

今年で4回目となるこのイベントは、大自然の素晴ら
しい環境の中、市内の団体が思考を凝らした遊びなどを
披露したり、アルプホルンの演奏やステージの発表など
があり約6,400人が訪れ楽しんだ。

館山支部では出店を出して、あつあつのトッポギや玉
こんにゃく、綿あめや昔なつかしいどんどん焼きなどを
販売し、フェスティバルを通して支部会員の親睦と連帯
感を強めることが出来た。

10月15日早朝、愛子支部では（社）仙台北法人会宮城
支部と共同で、愛子から錦ケ丘、秋保町の境までの県道
沿いの清掃を行った。当日は小雨が降る中ではありまし
たが、参加者一同、熱心に取り組んでいた。

10月21日、支部恒例の会員親睦ボウリング大会がボウ
ルサンシャイン富谷店にて開催され、会員・従業員等28
名が参加、熱戦が繰り広げられました。 2 ゲームの合計
得点で競われ、優勝は高橋 康之 様（セブンイレブン仙
台扇町一丁目店）、準優勝に細川 幸子 様（㈱シンテッ
ク）が輝き、盛会のうちに終了しました。

また、会員の皆様からのご協賛により、表彰式も大い
に盛り上がりました。

摩周湖をバックに記念撮影

10月19日に18名で仙台空港より新千歳空港に降り立
ち、早速リニューアルした空港内商業施設を、店舗作
り・商品陳列・接客等について 2 時間掛けて研修。その
後千歳から女満別に向かい、網走監獄博物館にて刑務所
の歴史と厳しさを学んだ後、オホーツク流氷館で流氷の
自然の力と壮大さに感激しました。

2 日目は知床五湖の木道を散策し、水面に映った山の
姿がとても素晴らしく北海道の大自然を感じました。最
終日は、めったに見る事ができない雲海の景色と秋晴れ
の摩周湖を満喫し、 3 日間天気にも恵まれ最高の研修と
なりました。

中央東支
部北海道網走・知床などを視察
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ホテルニューあらおにて親睦を深めた参加者メンバー

Izumi�Marche�前夜祭「Seinenbu�Bar」ブース

定義如来西方寺にて

完成したウサギのマスコット

10月23日・24日にホテルニューあらお（大崎市鳴子温
泉郷）に於いて将監支部視察研修会が開催された。

紅葉が彩り始め、ゆったりとした時が流れる鳴子峡の
季節の変遷を感じながら、鳴子の歴史と文化・水の安全
性について鳴子観光協会 理事 渡辺 陽 氏とホテル
ニューあらお 代表 及川 龍治 氏の両氏よりご講話をい
ただいた。

将監支部では 3 年ぶりに実施された研修会でしたが、
盛況に開催され出席した会員相互の親睦を深めることが
できた。

9月22日、泉中央駅前ぺデストリアンデッキで開催さ
れた Izumi Marche 2011前夜祭に「Seinenbu Bar」の
コンセプトのもとに出店し、ビール、カクテル、フライ
ドポテト等を販売した。当日はあいにくの空模様で客足
もまばらな中での出店となったが、新しい試みとして始
めたカクテルが上々の評判を得、来年以降の出店への手
ごたえをつかんだ。

宮城・秋保両地区部員の協力も得て、部員相互の連携
と団結に大いに結びつく Izumi Marche 出店となった。

10月23日、毎年恒例の向陽台支部会員親睦会が開催さ
れた。今年は定義山にて観光の後、根白石の泉ヶ岳温泉

「やまぼうし」へ立寄り、入浴後、昼食をとり親睦を深
めた。色とりどりに紅葉した木々に覆われた定義山、
泉ヶ岳に囲まれた中での今年の支部会員親睦会は、日頃
の疲れを癒すまたとない機会となった。

今年の支部会員親睦会も会員相互の交流や絆を深める
意義のある事業となった。

10月16日、秋保温泉 旅館 山菜荘において、秋保地区
女性部による「タオルと輪ゴムだけで出来る簡単マス
コット」講習会を開催した。

タオル人形インストラクターの高橋由起子氏を講師に
招き、今年の干支であるうさぎのマスコット作りを行っ
た。

世界で一つだけの作品を完成させ、癒しの空間を参加
した女性部の皆さんで共有することが出来、有意義なひ
とときを過ごし講習会を終了した。

視察研修会が
　　　開催されました！

将監支部

～Izumi Marche 2011前夜祭～

女性にカクテルが好評青年部

向陽台支
部 恒例の支部会員
　　　親睦会開催

女性部秋保地区で講習会を開催
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「り災証明」の申請はお早めに！

～震災による所得税の還付手続はお早めに～
税務署からのお知らせ

東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けた方は、税務署に確定申告又は更正の請求をすることによ
り、平成22年分に遡って所得税の還付や軽減・免除を受けられる場合があります。

住宅や家財などの損失額は、国税庁のホームページ（www.nta.go.jp）の「東日本大震災に係る損失額計算シ
ステム」で簡単に計算することができますので、是非ご利用ください。

また、給与所得者の方などで平成22年分の確定申告書を提出していない方は、同ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」で確定申告書を作成することができるほか、年金所得者や自営業者の方などで平成22年分
の確定申告書を既に提出されている方は、同ホームページの「東日本大震災に係る更正の請求書作成システム」
で更正の請求書を作成することができますので、「東日本大震災に係る損失額計算システム」と併せてご利用く
ださい。

税務署では、所得税の還付や軽減・免除に関する申告相談を受け付けています。平成23年分の確定申告で所
得税の還付や軽減・免除を受けられる予定の方も、事前に損失額の計算を済ませることにより、スムーズに確
定申告をすることができますので、事前の相談をお勧めします。

来年の確定申告の時期は、例年以上に申告相談会場の混雑が予想されますので、早めの手続をお願いします。

【お問い合わせ先】仙台北税務署☎222-8121　仙台南税務署☎306-8001

本年 4 月27日に施行された「震災特例法」により、震災で住宅や家財などに損害を受けた個人の方
は、①損害金額に基づき計算した金額を所得から控除する方法（所得税法に基づく「雑損控除」）又は
②「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で、平成22年分又は平成
23年分のいずれかを選択して、所得税の軽減又は免除を受けることができます。所得税の軽減又は免
除を受けるために、申告書等を提出する際には、被災状況の確認のため「り災証明書」（コピーでも可）
が必要となります。
「り災証明書」は申請から発行まで一ヶ月以上要する場合がありますので、申請はお早めにお願いし

ます。

「り災証明」の申請受付場所は下記のとおりです。

場　　　所 時　　　間

仙台市役所本庁舎1階ギャラリーホール 午前 9時～午後 5時半
（土・日曜日・祝日は午前 9時～午後 4時半）

アエル 5階（仙台市青葉区中央 1丁目3-1） 午前 9時～午後 5時

詳しくは、仙台市ホームページ（http://www.city.sendai.jp/hisaishien/2-1-1risai.html）をご覧下さい。
「り災証明」申請に関するお問合せは、仙台市役所資産税課261-1111（代表）へ。
※み やぎ仙台商工会会員（仙台市在住）様以外の方につきましては、お住まいの市区町村にご確認

下さい。
※ 「震災特例法」に関するお問合せは、仙台北税務署222-8121・仙台南税務署306-8001へ。
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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
雇っている事業主は

労働保険（労災保険・雇用保険）に
加入する義務があります。

労働保険は、労働者が安心して働ける職場作りと、安定した事業経営に欠か
せない国が直接管掌する保険制度です。
労働保険のうち労災保険は、働く方が業務上又は通勤途上の災害により被
災した場合に、療養等に対する給付や社会復帰のための援助を行う制度です。
一方、雇用保険は、働く方が失業した場合に再就職のための給付を行うほ
か、失業の予防及び高齢者や障害を持つ方など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。
パートタイム労働者の方も一定の基準に該当すれば、雇用保険に加入しな
ければなりません。
まだ、労働保険の加入手続をとられていない事業主の方は、みやぎ仙台商工
会にご相談下さい。

宮城県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、
パートタイマー、アルバイト等を含む。）に適用され
る宮城県最低賃金は、下記の金額に改定されました。

【お問い合わせ先】
　　宮城労働局労働基準部賃金室
　　　　　　　電話：022-299-8841
　　又は仙台労働基準監督署
　　　　　　　電話：022-299-9071

宮城県最低賃金
６７５円

（効力発生日：平成23年10月29日）

宮城県最低賃金が改定されました

小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等
の役員の方が事業をやめられたり退職されたりし
た場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資
金をあらかじめ準備しておく国が作った共済制度
で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制
度」といえます。
この制度の特徴は、掛金は全額所得控除。受け取
る共済金も退職所得扱いとなります。
また、平成23年1月から個人事業主の「共同経営
者」も2名まで加入することができます。
【お問い合わせ・加入申込み】みやぎ仙台商工会へ

小規模企業共済制度の
ご案内

労働者、事業主のみなさんの
職場でのトラブルの解決を労働局がお手伝いします

個々の労働者と事業主との間のトラブル（個別労働関係紛争）が、非常に多くなっています。
最終的な解決方法としては、裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。
このため、都道府県労働局においては、個別労働関係紛争を未然に防止し、また、紛争の迅速な解決を促
進することを目的として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、労働問題や労働法に
関する高い専門性をいかして、次の3つの制度をいずれも無料で実施しています。

制度に関する御照会、御相談は、下記の連絡先までお願いします。

宮城労働局総合労働相談コーナー　電話：022-299-8834
仙台総合労働相談コーナー　　　　電話：022-299-9071

❖総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
❖都道府県労働局長による助言・指導
❖紛争調整委員会によるあっせん
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会員の紹介新
　� （平成23年 9 月12日　理事会承認）
○㈲マイト（PCサポート業）�
� 泉区高森 4－ 2－290

○エコラインディングシステム㈱（卸売業）�
� 泉区高森 7－43－ 6

○㈱東北ビルドサービス（建設業）�
� 泉区大沢 2－10－ 7 －302

○Ｓ・Ｋペット保険サービス（保険代理業）�
� 泉区鶴が丘 3－ 7－ 7

○㈲マイト（PCサポート業）�
� 泉区市名坂字柳清水102－ 1（ヤマダ電機テックランド仙台泉本店内）

○合同会社Ｋプランナー（建設業）�
� 泉区泉中央 1－40－ 6

○㈲今野建具製作所（建具製造販売・取付）�
� 青葉区芋沢字権現森山106－ 4

○米内工業（建設業）�
� 青葉区向田14－ 7 －103

○㈲ジェイエス・ハウス（不動産賃貸業）�
� 青葉区みやぎ台 4－18－15

○スナック�ルピア（飲食店）�
� 青葉区落合 5－26－18プラザ広瀬101

○合同会社ふじ商会（弁当製造販売）�
� 青葉区栗生 4－13－ 2

○菊池硝子店（アルミサッシ・ガラス製品加工卸売）�
� 青葉区上愛子字大針 3－ 2

○㈱東北産廃（産業廃棄物収集運搬処理業）�
� 青葉区上愛子字下遠野原15－70

○合資会社アイプラン（webコンサルティング業）�
� 青葉区上愛子字平治19－20

○㈲アイ・エッチ企画（建設業）�
� 青葉区錦ヶ丘 5－ 1－ 2－302

○音吉屋ふえ工房（楽器製造販売）�
� 太白区秋保町馬場字竹林40－ 1

○グース（飲食店）�
� 大崎市古川沢田字筒場浦15

日本政策金融公庫 国民生活事業（旧 国民生活金融
公庫）の担当者が個別相談を承っております。ご希
望の方は事前に商工会にご予約をお願い致します。

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）

◆制度のご案内� 平成23年10月13日現在

普通貸付 経営改善貸付

貸付限度額 4,800万円以内 1,500万円以内

返 済 期 間
運転資金 5年以内 運転資金 7年以内

設備資金10年以内 設備資金10年以内

利　　　率 年2.15％～ 年1.85％

※ お客様の資金ニーズに合わせて、長期・低利でご利用
いただける特別貸付も取り扱いしています。

※ 今回の地震で被災された皆さまの返済相談も承ってお
ります。現在、日本政策金融公庫より融資を受けてい
る方で返済の猶予をご希望の方は、借入者ご本人より
直接ご連絡（022-222-5177）をお願いします。

日本政策金融公庫
定期相談会開催中！

商工会会員の募集お願い！
商工会は、商工業者の総合的改善発達を図るととも

に、社会一般の福祉の増進に資することを目的として、
商工会法に基づいて設立されている法人です。
商工業者の経営支援や地域の活性化を図るための

様々な活動を行っています。
会員皆様のお知り合いで、新規開業事業所、開業予

定者、商工会未加入事業所等の心当たりがございまし
たら、是非ご紹介下さい。

会員様向け配送代行のご案内
本会では、会員事業所様等から委託を受け、発送物

（パンフレット、チラシ等）を会報発行に併せ配送して
おります。
配送委託ご希望の場合は、会報発送日の7日前まで
に、本会備え付けの申込書に見本を添えて本所にお申
し込み下さい。

●大きさ　Ａ4サイズ以内
●重　さ　500ｇ以内
※会報発送日、配送委託手数料等の詳細は、みやぎ仙台
商工会本所（電話372-3545）までお問い合わせ下
さい。




