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Ｐ 2 � �仙台市優良従業員等表彰式、全国展開支援事
業【今後の展開】、秋保地域資源・特産品開
発事業報告

Ｐ 3 � �宮城地区支部合同役員研修会、秋保支部研修
会、商業部会パソコン研修会

Ｐ 4 � �西部支部研修会、大沢・泉ヶ丘支部研修会、
青年部視察研修

Ｐ 5 � �女性部（宮城地区視察研修、秋保地区講習
会）、常盤木学園高等学校サッカー部祝賀会

Ｐ 6 � �新会員紹介、会員事業所紹介、職員人事異動
のお知らせ

標高1,172メートル。四季を通じて親しまれている仙台市
民憩いの山「泉ケ岳」。春を迎え雪解けが進み、多くの市
民が訪れるのを待っています。
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創立40年　　ほくと商事㈱
創立30年　　いずみ観光
創業20年　　つじ生花店
創立20年　　㈱ユウ・コーポレーション
創業10年　　コミュニティ酒場ちゅうべぇ
創立10年　　㈱ひなた会計事務所

仙台市・仙台商工会議所・みやぎ仙台商工会共催の優
良従業員、創業・創立記念会員事業所表彰式が平成26年
2 月 4 日に挙行されました。本会より、平成25年度で同
一事業所に20年以上勤務され功績のあった 9 名の方々と、
創立・創業記念で 8 事業所が仙台市長表彰を受賞されま
した。今後益々のご発展・ご活躍をご祈念申し上げます。
○20年以上勤続優良従業員（順不同・敬称略）

成沢　陽一　　㈱三惠印刷
内海　勝男　　サン工業㈱
竹嶋　広次　　㈱富士防災
青木　　学　　小笠原建設運輸㈱
梅津　展子　　㈱三惠印刷
松村　慎司　　㈱村恵
佐々木久治　　㈱赤間総業
菊池　智子　　天守閣自然公園㈲
河村　文隆　　赤坂建設㈱
○創業・創立記念事業所

創業120年　 ㈲奈須野商店
創立40年　　陸前運送㈱

「優良従業員」・「創業・創立記念会員事業所」表彰式
受賞おめでとうございます！ 平成25年度

「伊達の黒炭・黒揃え ! ブランド構築プロジェクト」と
して国の採択を受け、平成25年度小規模事業者地域力活
用新事業全国展開支援事業は、昨年 7 月より佐藤浩委員
長を中心に調査検討を重ね、会員事業所の協力のもと、

「木炭」を活用した 4 部門の試作品12点を完成すること
ができました。内訳は①12品を組み込んだ火おこし防災
セット、②和菓子・洋菓子 8 点、③クツの防臭剤 2 点、
④床下調湿剤 1 点、の合計12試作品。

平成26年度は販路開拓全国展開事業として推進してい
く予定です。

本会では平成24年度から秋保地区の新たな地域資源の
開発のために「手しごと AKIU」に対して各種講師を招
聘し、勉強会を開催しております。 2 年目の昨年度は11
回の会議と販路拡大等を視野に入れた企画展示会を 6 回
開催、又、被災地との協働事業化の模索など事業展開は
多岐にわたっており、手しごと AKIU の関係者にとって
は実りのある事業内容となりました。

しかしながら、手しごと AKIU が更なる持続的発展を
していくには、後継者も育成できるような収益事業展開
は重要な課題であります。

今後は以下の課題解決のための新たな事業展開案を基
にし、秋保地域内の関連する組織との協働型の公的助成
事業の獲得を目指すことは、不可欠であると本事業報告
書の中でも提言されております。

手しごと AKIU では今後も課題解決のため提言された
事業を積極的に展開し新たな地域資源開発を目指して行
きます。

【課題解決のための展開施策（案）】
・秋保旅館業組合との協働による「秋保の食と器の新規事業」
・「秋保手仕事の工房めぐり」
・高齢者・障がい者・キッズをターゲットにした商品開発
・域外（国内外）の企画展示会への参画
・被災地に対する知恵と技を活用した復興支援

（地域資源等開発報告書より抜粋）防災セットなど試作品の数々

受賞者に記念品を渡す佐藤浩会長

12点の試作品を完成12点の試作品を完成
小規模
事業者
全国展開
支援事業

秋保地域
資源・特産品
開発事業
報告
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作並温泉 ゆづくし salon 一の坊にて毎年恒例となった
宮城地区三支部合同役員研修会を開催しました。

今年は本会会員でもある手島会計事務所 手島貴弘氏
を講師に、近々の経営課題である「消費税転嫁対策」を
テーマに研修を行い、特に事業者の取引において関連が
深い消費税率適用に係る経過措置について詳細に説明が
ありました。

参加者は関心が高いテーマということもあり真剣に耳を
傾け、活発な質問も出され、有意義な研修会となりました。

秋保支部では、会員を対象にした研修会をホテル岩沼
屋で開催いたしました。

今年は 4 月から消費税率が変更になることから「消費
税転嫁対策ポイント」というテーマで約 1 時間、税理士
の工藤雅直氏に講師をお願いして講演をいただきまし
た。価格表示の仕方や 4 月 1 日をまたぐ取引について解
りやすく解説いただきました。

研修会終了後は来賓を交えて恒例の新年会を開催、お

商業部会では、『ネット販売』に着目し、インターネッ
ト取引の実情とネット販売開始に必要なコストや具体的
事例から、成功へ繋がるノウハウを学ぶため、㈱バック
トレイス 代表取締役 杉本くみ子氏を講師に、『売上アッ
プの秘訣』と題し、仙台地域職業訓練センターを会場に
パソコン研修会を 3 日間にわたり実施いたしました。

参加者は、普段閲覧しているウェブサイトの構成を改
めて知ることができたほか、EC サイト開設までに必要

ソフトな語り口で噛み砕いて説明する手島先生

講師の話に耳を傾ける参加者

杉本先生の説明を熱心に聴講する参加者

消費税転嫁対策を学び　
　　　　　　　増税に備える！

宮城
地区

秋保支部会員研修会を開催秋保
支部

経営講習会　　　
（パソコン研修会）を開催

商業
部会

互いの情報交換をしながら親睦を深めることができ、有
意義なひと時を過ごすことができました。

な事を学ぶことができ、大変有意義な研修会となりま
した。
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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

西部
支部

地域活性化　　
　  講演会を開催

北海道の青年部員と
　　　　　　札幌で交流

青年部

今さら聞けない大沢・
泉ヶ丘
支部

Facebook 講座を開催

実沢コミュニティセンター会議室にて商工会西部支部
と根白石商店会共催による地域活性化講演会が開催され
ました。講師に宮城地区で中華そばみずさわ屋を経営し
ている佐藤充広代表を迎え、「ラーメン MAP を利用し
た地域活性化の道のりとこれから」と題し、仙台愛子を
中心とした『愛子拉麵街道味巡り（愛子ラーメンマッ
プ）』の作成に至るまでの経緯や行動、その苦労や作成
後の効果、今後の展望について講演をいただきました。

講演後は地域活性化の成功体験について、様々な角度

北海道に降り立つと天候は生憎の雪。まるで蔵王エ
コーラインの雪の回廊が街中に出現したような光景で目
を見張りました。

そのような中、北海道商工会連合会長の能登谷大輔氏
と北広島商工会青年部長の東隆史氏より、取り組んでい
る事業についての講演をいただきました。

特に宅配サンタ事業の説明を受けた際、事業を始めた
経緯から当日の作業内容まで多岐にわたる質問がなさ

大沢・泉ヶ丘支部では、㈲マハロ　代表取締役　相澤
桂子氏を講師に迎え、Facebook のしくみや、楽しく・
便利に・安心して使える方法を学びました。

また、使い始めたものの、なかなか活用できていない
と感じる参加者には、便利な機能や気を付けるべきこと
を教えていただきました。

Facebook のメリット・デメリット、ビジネスでの活

から質問が出、最後は時間の都合で打ち切る程で、大変
有意義な講演会となりました。

れ、今後の青年部事業のため大変勉強になる有意義な研
修となりました。

用術などを学ぶことができ、大変有意義な研修会となり
ました。

熱く語り出す佐藤氏と静聴する参加者

講演に耳を傾ける青年部員

真剣に講師の話を聞く参加者
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常盤木学園サッカー部に米300kgを贈呈！
「常盤木学園高等学校サッカー

部2013年優勝祝賀会」がホテルメ
トロポリタン仙台で開催されまし
た。本会地域実沢地区に同部練習
場があることから、祝賀会の席
上、地域貢献の一環として優勝記
念品の米300kg を佐藤浩会長から
贈呈いたしました。

常盤木学園高等学校並びにサッ
カー部の皆様の、今後益々のご活
躍をご祈念申し上げます。

常盤木学園高等学校サッカー部祝賀会の様子目録を手渡す佐藤会長（右）
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

宮城地区女性部は、地元再発見と宮城地区まつりの慰
労会を兼ねて、作並温泉ゆづくし salon 一の坊へ 1 泊 2
日参加者 8 名で実施いたしました。夜の懇親会は大いに
盛り上がり素敵な時間を共有しました。また、翌日は今
秋 NHK で始まる朝の連続テレビ小説「マッサン」主人
公ニッカウヰスキー創設者の竹鶴政孝氏について勉強を
兼ね、ニッカウヰスキー仙台工場を見学し、大変有意義
な視察研修となりました。

店内装飾を学ぶため、石
あきう

神ゆめの森・花工房　はゆな
花壇を会場に、秋保地区女性部による「手づくりバード
ケージにカランコエの寄せ植え」を開催し15名が参加し
ました。はゆな花壇　及川俊郎氏を講師に招き、部員そ
れぞれ個性を活かしながら熱心に受講しました。その後、
緑水亭に移動し反省を兼ねて懇談会を開催し終了しまし
た。

参加者揃って記念写真 真剣に寄せ植え作業を行う参加者

宮城地区
女性部

仙台の奥座敷　　　　　
作並温泉などを視察

秋保地区
女性部

寄せ植え　　　
　　講習会を開催
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会員の紹介新 　� （平成26年 3 月28日�理事会承認）

○早坂　浩泰（不動産業）�
� 泉区館 1－ 5－11
○エス＆エス（リフォーム業）�
� 泉区寺岡 2－ 4－24
○わか家（飲食業）�
� 泉区七北田字大沢柏33－ 1
○ゲットタイム（おもちゃ卸小売業）�
� 泉区泉ヶ丘 4－15－19
○ヘッドメイクイマジン（美容業）�
� 泉区泉ヶ丘 3－ 1－ 1 �ヤマザワ泉ヶ丘 2 F
○赤間商店（食品販売）�
� 泉区将監 6－ 3－ 6－41
○サンエスリフォーム（住宅リフォーム）�
� 泉区将監10－ 1 －16－102
○㈱あさの（清掃業）�
� 泉区将監殿 1－ 4－ 2
○鴻翔㈱（国際貿易商品企画）�
� 泉区向陽台 4－29－18
○ヘアーショップ�マニフィック（美容業）�
� 泉区松陵 3－26－ 2
○佐藤内装（内装業）�
� 泉区南光台 5－11－14�藤崎コーポ102
○カネマサ銘木（銘木・住宅建築関連商品卸売）�
� 泉区松森字明神10－ 5
○医療用ウィッグ fascino（医療用ウィッグ小売）�
� 泉区八乙女中央 4－ 8－2　C1マンション八乙女105
○㈱橘設計（土木設計）�
� 泉区七北田字田町12�第一ひまわり荘 1号室
○泉中央ダンススクール（ダンススクール）�
� 泉区泉中央 4－19－ 1 �プラーナ泉中央 2 F
○㈱山一地所（不動産・建築業）�
� 泉区泉中央 2－13－ 1
○はたごや（飲食業）�
� 泉区泉中央 1－19－ 1 �さくらパーキングビル遊食館 2
○イズミキッチンストーリア（飲食業）�
� 泉区泉中央 2－19－10�日泉パーキングビル 1 F

○㈱ターニング（グッズの企画販売）�
� 泉区加茂 1－18－63
○藤昇（建設・設備工事）�
� 泉区上谷刈字小堤12－24
○佐々木　功三（建設業）�
� 青葉区芋沢字赤坂中58－ 2
○㈱三陸オーシャン（食品卸小売業）�
� 青葉区栗生 3－17－ 1 －105
○アイハートサービス㈱（一般貸切旅客自動車運送事業・旅行業）�
� 青葉区愛子中央 3－15－20
○H2O－AIR（空調メンテナンス）�
� 青葉区作並字檀ノ原28
○みやぎ仙台商工会青年部副部長�
� 泉区野村字太斉山 4－ 6

会員事業所紹介vol.6
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

㈱創健
(スーパースカルプ発毛センター仙台泉店 )

1代表者名：長澤　徳子（センター長　阿部　正樹）
2所 在 地：仙台市泉区泉中央1-17-5-601号
3電話番号：022-346-7533
4業　　種：発毛施術業

35

地下鉄
泉中央駅

イズミティ21

ダルマ薬局

ローソン

泉区役所

泉警察署

市職員
研修所

セルバ

アリオ
仙台泉店

5�自店の PR：当店は、自毛の発毛専門のサロンです。
自ら発毛の発毛技術士によるマンツーマン発毛！従
来の発毛サロンよりも大幅に広告費を削減すること
により、確実でより適正な価格で薄毛に悩むお客様
に発毛の喜びを提供しています。悩みを乗り越える
心の復興。活力のある社会へ！東北の復興に貢献す
ることが当サロンの使命です。

4 月 1 日付の職員人事異動で、転入・転出がありま
したので、下記のとおりお知らせいたします。

●転任・退職
依願退職� 副参事　伊藤　　仁
岩沼市商工会へ� 主査　多田　哲士

職員人事異動の
お知らせ

●着任
岩沼市商工会より� 主査　小齋　和史（本所）
大河原町商工会より�主査　渡邊　弘明（本所）

主　査　小齋　和史 主　査　渡邊　弘明


