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ホームページでは随時情報を更新していますので
ぜひご覧ください。
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みやぎ仙台商工会青年部
裸参り商工会 PR事業

1月14日大崎八幡宮にて、青年部員による商工会 PR事業を開催。
裸参り終了後の集合写真。

P 2  仙台市優良従業員等表彰式、接客英語セミナー
 泉西部地域振興事業検討研究会視察研修
P 3  サービス・観光業部会　厨房機器見学会、
 経営講習会
 宮城・秋保地区支部合同役員会及び研修会
P 4  向陽台支部、西部支部、大沢・泉ヶ丘支部、
 八乙女支部、泉PT支部、東部支部、
 中央西支部、黒松支部
P 5  青年部・女性部　部員募集
 西部地域観光資源情報発信事業、
 小規模企業共済・中退共のお知らせ
P 6  新会員紹介・会員事業所紹介
 訃報、人事異動のお知らせ

商
工
会
行
事
予
定

月日 行事内容 場　所

4月24日（月）～28日（金） 労働保険年度更新 商工会館

5月23日（火）予定 みやぎ仙台商工会　総代会 商工会館
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接客英語セミナーを開催！

泉西部地域振興事業検討研究会
視察研修

泉西部地域振興事業検討研究会
視察研修

受賞おめでとうございます！

平成28年度「優良従業員」・
「創業・創立記念会員事業所」

表彰式

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29年 2 月 2 日に挙行されました。本会より、平
成28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）
今井　泰光　　陸前運送㈱
千葉　昭彦　　陸前運送㈱
千葉　秀軌　　嶺電工業㈱
柴田　　一　　陸前運送㈱
野田　達也　　㈱東北ロイヤルパークホテル
曽我部　篤　　㈱東北ロイヤルパークホテル
後藤　和弘　　㈲勇扇工業
後藤　雅弘　　㈲勇扇工業
奥山　昭男　　㈱富樫工業

○創業・創立記念事業所（順不同・敬称略）
創立50年　  東北グレーダー㈱
創立40年　　天守閣自然公園㈲
創立30年　　㈱東北試錐
創立30年　　サン工業㈱
創立30年　　㈲今勇総業
創業30年　　㈱ロークス
創立20年　　㈱最上
創立10年　　㈲アイリュウ住宅奥山恵美子仙台市長より表彰状を授与される

嶺電工業㈱　千葉 秀軌 氏

当研究会では 2 月27日、農産物直売所の検討・研究の為、福
島県郡山市の「愛情館」、須賀川市「はたけんぼ」への視察研修
を実施しました。両施設とも JAが出資・運営を行っている施
設で、運営方法等について講習があり参加者は熱心に聴講して
いました。

2月 2 日、みやぎ仙台商工会において今後増加が予想される外
国人観光客に対する接客対応について学ぶために、㈱ライフブ
リッジの櫻井亮太郎氏を講師に迎えセミナーを開催しました。内
容としては発音矯正や接客英語フレーズ等の英語での接客対応に
ついて講義をいただきました。発音も大事ですが表情やジェス
チャーをつけることで伝わりやすくなるとのことでした。また、
飲食店向けには多言語メニュー作成について説明があり、特に食
べ方を分かりやすく明記することで喜ばれるとのことでした。参
加した事業所にとって接客対応について学べた大変有意義なセミ
ナーとなりました。

はたけんぼでの研修の様子

講義で説明する櫻井氏と、熱心に受講する参加者

Welcome! Thank you!



3 第86号　H29・4・10みやぎ仙台商工会報

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

2 月22日、東北電力㈱仙台北営業所の企画にて東京ビックサイトを会場
に開催されている「厨房設備機器展及び国際ホテル・レストランショー等」
見学会を実施し、本部会より10名、東北電力㈱仙台北営業所より 3 名、事
務局 2名が参加いたしました。
「厨房設備機器展及び国際ホテル・レストランショー等」では、産業技
術総合研究所 サービス設計学研究グループ 主任研究員 竹中毅氏による
「サービス工学：外食産業のデータに基づく顧客、従業員の分析とサービ
ス設計」についてのセミナーを受講し、その後最新の電化厨房設備を使用
した調理実演や飲食サービスに関連する各出展ブースを熱心に見学し、参
加者同士情報交換を行い、親睦を深めた大変有意義な見学会となりました。

「厨房設備機器展及び
国際ホテル・レストランショー等」見学会

1 月28日、作並温泉 一の坊を会場に、宮城・秋保地区 4支
部合同役員研修会を開催し、税理士の手島貴弘氏を講師に経
営者として知っておきたい事業承継上の基礎知識と税務上の
留意点等について研修を行いました。終了後には新年会を開
催し、地区の枠組みを超えて支部役員の相互の交流と親睦を
深めることも出来ました。

宮城・秋保地区
支部合同役員研修会を開催

宮城秋保地区

東京ビッグサイトにて集合写真

熱心に聴講する支部役員の皆さん

サービス・観光業部会

3 月28日、「米国 トランプ政権後の日本
経済の『中小企業への影響』について」と
題し、日本ＦＰ協会所属 ファイナンシャル
プランナーの高橋輝吉氏を講師に経営講習
会を開催しました。米国経済の見通し、日
本経済の見通し、第 4次産業革命 地方企業
の事例の 3 項目について分かり易く説明い
ただき、大変参考となる有意義な講習会と
なりました。

サービス・観光業部会経営講習会 サービス・観光業部会

熱心に聴講する参加者

サービス・観光業部会経営講習会

講師の髙橋輝吉氏
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向陽台支部

向陽台支部　新年会
1 月14日、洋食居酒屋ビエータにて向陽台支部の新年会を開催

しました。出席者数は昨年よりも少ない 8 名でしたが、美味しい
食事や飲み物を囲みながら一人ひとりの参加者同士が密にコミュ
ニケーションを図り、親睦を深めることができました。

西部支部

西部支部
新春講演会・
交流会

西部支部では 2月 3日、講師に作並温泉岩松旅館 代表取締役岩
松廣行氏を迎え、「西部地域の観光について」と題し地域活性化
講演会を開催しました。講演では作並温泉旅館組合の活動内容、
仙台観光国際協会設立時の経緯等の話があり、昨年泉西部地域に
は「かむりの里観光協会」が設立されたこともあり大変有意義な
講演会となりました。講演会終了後の交流会では会員同士親睦を
深め合い盛会裏の内に終了しました。

西部支部では 2月 3日、講師に作並温泉岩松旅館 代表取締役岩

講演会の様子

2/3

黒松支部

黒松支部　奥様研修会
2 月10日、「京の粋 海の幸 花乙女」にて10名の参加者のもと黒

松支部奥様研修会を開催しました。参加者は食事を取りながら、
事業の近況や国内経済状況について意見を交わしながら懇親を深
め、研修会は盛会のうちに終了いたしました。

2/10

1/14

支部だより

東部支部

懇談会及び
新年会開催

2 月 5 日～ 6 日の 2 日間、秋保グランドホテルを会場に、橋本
啓一仙台市議会議員のご臨席をいただき、会員11名参加により企
業を取り巻く諸問題・来年度事業等々について懇談及び新年会を
開催し、参加者同士親睦を深めた 2日間となりました。

2 月 5 日～ 6 日の 2 日間、秋保グランドホテルを会場に、橋本

挨拶する千葉支部長

2/5
～
2/6

大沢・泉ヶ丘支部

大沢・泉ヶ丘
支部新年会

1 月22日～23日、岩松旅館別館「清明荘」に於いて、支部会員
新年会を開催。会員相互の親睦と交流を深めることができました。

参加者みんなで記念撮影

1/22
～
1/23

泉パークタウン支部

泉パークタウン
支部新年会

1 月24日、仙台ロイヤルパークホテルに於いて会員親睦新年会
が開催されました。マイナビベガルタ仙台レディースの新旧監督
をお招きし今後の展望等をお話しいただきました。

1 月24日、仙台ロイヤルパークホテルに於いて会員親睦新年会

マイナビベガルタ仙台レディース新監督の越後氏

1/24

中央西支部

中央西支部
新年会

毎年恒例の新年会を開催。多くの参加者が集まり情報交流を行
いました。
毎年恒例の新年会を開催。多くの参加者が集まり情報交流を行

乾杯の様子

2/3

八乙女支部

八乙女支部
会員親睦
ボウリング大会
開催！
恒例の親睦ボウリング大会を 2 月 8 日にボウルサンシャイン富

谷にて開催しました。終始和気あいあいと親睦を深めました。
恒例の親睦ボウリング大会を 2 月 8 日にボウルサンシャイン富

華麗なる支部長の始球式

2/8
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「せんだい西部劇場」
観光ハンドブック完成

青年部・女性部では部員を
　　　随時募集しています。

◇青年部・女性部 部員募集◇

・青年部
税務研修会や地域活性化活動等、 積極的な
活動を行っております。 交流の場を広げたい、 経営
者としての知識を身に付けたい方は、 ぜひご加入く
ださい。

・女性部
楽しくて、 きっと役に立つ女性向けの視
察研修、 お店を彩るフラワーアレンジメン
ト講習会等を行っております。 仲間づくり、
お店の活性化にぜひご加入ください。

西部劇をモチーフとしたデザイ
ン

平成28年度西部地域観光資源情報発信事業とし
て委員会（鎌田秀夫委員長）で検討し、作成を進
めてまいりました観光ハンドブック「せんだい西
部劇場」が2月に完成致しました。テーマ毎の4種
類、「飛び出せ大自然 春編」・「ふたりの恋むすび
編」・「歴史探訪 平家落人編」・「匠の手しごと編」
をそれぞれ観光施設等に設置し観光客の回遊性向
上を図ります。見かけた場合、是非お手に取りお
目通しください。

平成28年度西部地域観光資源情報発
信事業
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○トリミングルーム　ミルミル（トリミング（ペット）） 
 泉区実沢字男生山 3－12

○プライベートネイルサロン・シルキー（ネイルサロン） 
 泉区住吉台東 2－ 9－ 1

○㈱あおい（ホームページ制作業） 
 泉区高森 4－ 2－38－ 1 F

○山田　秀夫（不動産賃貸業） 
 泉区泉ケ丘 4－15－35

○千葉商店（サービス業） 
 泉区泉ケ丘 2－ 1－28

○㈱ファクティア（床・内装工事業（塗床工）） 
 泉区山の寺 3－20－25

○佐コウ商店（青果物及び乾物販売） 
 泉区歩坂町 9－18

○合同会社　ELAN（生命保険募集業、損害保険代理業、その他の小売業） 
 泉区歩坂町48－13

○藤造園（造園業） 
 泉区鶴が丘 1－19－16

○サトウ建進（内装業） 
 泉区鶴が丘 2－17－12

○岡田商店（食品移動販売） 
 泉区南光台 1－38－ 3

○㈱たのひら仙台店（建設業） 
 泉区八乙女1－3－7

○㈲渡建（足場） 
 泉区市名坂字本屋敷19－ 1 －810

会員の紹介新
　 （平成29年 3 月30日 理事会承認）

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

○接骨院にへい（接骨院） 
 泉区市名坂字堂林30－ 1 －101

○㈲コニシ（内装業（畳・襖・クロス）） 
 泉区天神沢 1－16－51

○合同会社　リーガル　プライマリケア（サービス業） 
 泉区加茂 5－33－ 1 　 1 階

○㈱すずの木工務店（建設業） 
 泉区加茂 1－13－ 1

○藤昌サービス商会（飲食業） 
 泉区南中山 5－ 5－31

○ハイブリッジ（内装業） 
 泉区上谷刈 3－ 1－25

○幸工業（足場組み、鉄骨建て方） 
 泉区上谷刈 5－ 2－17

○ラフタァガレージ（自動車販売・内装業） 
 青葉区芋沢字綱木11－ 1

○㈲新貴建設（土木建設業） 
 青葉区栗生 5－13－ 5

○はな海鮮（飲食店） 
 青葉区落合 4－ 1－50

○㈱東洋建設（建設業） 
 泉区住吉台西 1－ 3－ 1

○村田興業（鉄工業） 
 青葉区下愛子字月橋58－21

○サトウ　デンチャー　ラボ（歯科技工所） 
 太白区秋保町長袋字大原127－ 6

会員事業所紹介vol.20
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 アウエ

5自店の PR：整体術師である加藤香澄が施術を行いま
す。肩こり、首こり、腰の痛み、五十肩、冷え性、手足
のしびれなど、リンパマッサージで体内の細胞に栄養分
の供給と老廃物の排出を促進することにより、新陳代謝
を活発にして疲労回復のお手伝いをします。
営業時間／午前９時～午後７時
定休日／火曜日

1代表者名：加藤　文則
2所 在 地：青葉区熊ヶ根字町三番33-2
3電話番号：070-5477-4128
4業　　種：整体美容マッサージ

JR 熊ヶ根駅

48

広陵中

熊ヶ根
郵便局

熊野神社

熊ヶ根橋

熊ヶ根

作並街道

本会理事・将監支部長 片岡 忠光氏（㈲片岡

保険センター）が1月21日逝去されました。

ここに謹んでお知らせ申し上げます。

訃報

4 月 1 日付の職員異動で、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。

●退職
1/31付　退職　　事務局長　　　齋藤 　茂
3/31付　退職　　シニア支援員　岡崎 光子

●転任
大崎商工会へ　　主査　鈴木 一江

●着任
利府松島商工会より

事務局長　沼田 正孝（本所）　　
4月1日付で利府松島商工会より参りました。微力
ではございますが、会員の皆様のお役に立てるよ
う努めて参りますので、よろしくお願いいたします。

大崎商工会より
　主査　東田 省吾（本所）　　

精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたし
ます。

石巻かほく商工会より
主事　加藤 早希（宮城支所）

皆様の力になれるよう、精一杯頑張りますので、
よろしくお願いいたします。

人事異動のお知らせ


