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Izumi Marche 2017
開催

29

回

９月１６日、泉中央駅前ペデストリアンデッキを会場に
「Izumi Marche 2017」が開催されました。農産加工
品や手作り雑貨、飲食、今年よりペデストリアンデッキ１
階部分に設けられた「isMe！おへそ広場」にてフラワー
ワークショップ等１５１ブースが出店、ライブイベントや大
道芸等のパフォーマンス等、多くの来場者で賑わいをみ
せました。

宮城地区まつり

151 ブースが
出店

10月29日、宮城総合支所前広場をメイン会場
に
「第29回宮城地区まつり」が開催されました。商
工会コーナーへは、青年部・女性部を含む13会員
事業所が出店し、三角定義あぶらあげをはじめと
した宮城地区ならではの味覚のほか、
とんぼ玉作
製体験のように自分で作品を作るコーナーもあり
ました。当日は、あいにくの雨にも関わらず、大勢
の方が訪れ、来場者の方々は、
ステージ発表や宮
城地区の特産品が当たる大抽選会を楽しんでい
ました。

商品を買い求める
来場者で賑わう会場

子

宮城地区まつり抽選会の様

みつけたよ、秋保で出会った郷の味

まつりだ秋保 2017

泉ヶ岳

フェスティバル

10月29日、秋保総合支所前広場をメイン会場に
「まつり
だ秋保2017」
が開催されました。
今回は雨天の為ステージ披露は中止となり来場者の
方々は残念な様子でしたが、会場には31団体が出店（展）
し、商工会コーナーでは青年部の
「とりたて野菜の重さ当て
ゲーム」、女性部は
「餅つき大会」
を開催し、会場は大賑わい
でした。
また、秋保温泉ペア
宿泊券、秋保米、秋保
ワインなど景品が当た
る抽選会を楽しんでい
ました。

泉ケ岳悠・遊フェスティバルは9月24日、秋空のもと
オーエンス泉岳自然ふれあい館周辺で開催され、館山
支部、
根白石商店会が出店しました。
天候に恵まれ、7千人を超える多くの来場者があり
大賑わいでした。またリフトが無料開放され兎平から
の仙台市内の遠望を楽しみました。

商工会女性部による餅配り

開会式

の様子

みやぎ仙台商工会報
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ました !!

今年も出店し

地場産品物販・商品開発などの
ついて先進地を視察
小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業調査研究事業

９月７日～９日の３日間、北海道富良野市「フラ
ノマルシェ」、美瑛町「美瑛選果」への先進地視察
調査を実施しました。
「フラノマルシェ」については、マルシェ１・マ
ルシェ２の２つの施設見学と運営を行っている「ふ
らのまちづくり株式会社」代表取締役社長、専務に
よる説明をいただき、また「美瑛選果」においては、
施設見学を行い、本事業展開に大いに参考となる視
察となりました。

説明を聞く参加

者

121万人の
来場者を誇る
フラノマルシェを
視察
フラノマルシェにて参加者集合写真

秋空にナイスショットの声援

全国発酵食品サミット2017
視察研修会
工業部会

工会
みやぎ仙台商 催！
開
ゴルフ大会を

工業部会では10月3日・4日、東京日本橋にて開催さ
れた全国発酵食品サミット2017への視察研修会を行
いました。
初日には全国の発酵食品ネットワーク協議会に加盟
する団体・企業が発酵食品と地域ごとの文化・伝統を活
用した商品開発や新事業の展開、地域振興についての
活動発表と主催者であり発酵食品の権威である東京農
大名誉教授の小泉武夫氏の講演を聴講するなど様々
な事例や発酵食品の効果について視察しました。
２日目には日本橋高島屋にて開催された発酵食品の
催事にて実際の販売現場を視察し、
２日間を通して企
画・製造から販売までの流れを目にすることができ参加
者においては自身の事業展開の今後の参考となる視察
研修となりました。

10月27日、グレート仙台カントリー倶楽部に
於いて開催されました。当日は、天候に恵まれ良
いコンディションの中、
８７名の参加者がプレイを楽しみ、盛
会裡に終了する事が出来ました。個人戦優勝は愛子造園の
佐藤耕造氏、
団体戦優勝は愛子ひろせ西支部となりました。

個人戦
優

勝

準優勝
個人戦優勝した佐藤耕造氏

第３位

佐藤 耕造 氏

（愛子造園・
愛子ひろせ西支部）

川底 慎一郎 氏

（㈱たのひら仙台店
・八乙女支部）

石川 永浩 氏

（㈲ティー・ケー・システム
・ひろせ支部）

団体戦

団体戦優勝した愛子ひろせ西支部

優 勝
準優勝
第３位

愛子ひろせ西支部
八乙女支部
ひろせ支部

みやぎ仙台商工会報
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盛況な催事の様子

各支部活動報告
大沢・泉ヶ丘支部

10/15
～16

東部支部

10/17

会員親睦
ボウリング大会

会員親睦
視察研修開催

ボウルサンシャイン富谷店に
於いて開催されました。
商工会支部対抗ボウリング大
会の予選もかねており、熱戦が
繰り広げられました。

会員親睦視察研修旅行を開催
し、福島県会津にある大内宿、
塔のへつり、檜枝岐村の檜枝岐
歌舞伎伝承館「千葉之家」等を
視察しました。

参加者全員で…

向陽台支部

黒松支部

10/21

10/26

日帰り
会員親睦会

地元講師による
健康講習会

青根温泉の流辿にて日帰り会
員親睦会を開催し、温泉や秋の
味覚を堪能し会員同士の親睦を
深めました。

黒松支部にて講習会を開催。
黒松内科と薬局の先生方に講師
を務めて頂き、数多くの方にご
参加いただきました。

懇親会会場にて

ひろせ支部

桧枝岐村にて集合写真

地元講師の講演に賑わう会場

愛子ひろせ西支部

10/15

10/15

地域の環境美化に
貢献

法人会と女性部の
連携による清掃活動

毎年恒例の清掃奉仕活動を、
今回はひろせ支部と女性部との
合同で実施しました。
参加者のみなさん
地域の環境美化に大いに貢献
することができたとともに会員相互の交流も図ることができ、
大変有意義な活動となりました。

法人会、商工会女性部と協力
し、愛子駅から錦ヶ丘までの区
間の清掃活動を行いました。

清掃奉仕活動集合写真

青年部

女性部

サッカースクール開催

おもてなし交流事業

10月28日、
97名の小学生を対象にベガルタ仙台コーチによ

10月13日、
本会女性部の重点事業である
「おもてなし交流事
業」
に、
利府松島商工会女性部員13名をお迎えしました。
今回は秋保地区堪能コースと称し、
５名の部員が同行して地
区内を案内するとともに、
地域町内会の方々のご協力もいただ
きながらの実施となりました。
初めての受入のため手探りではありましたが、
利府松島商工
会女性部員の皆様との交流会も開催し、
地域情勢や女性部活動
等についての情報交換と部員相互の親睦が図られ、
今後の事業
運営の参考となる大変有意義なものでありました。

るサッカースクールを開催しました。秋晴れの中、参加者はプ
ロの指導のもと練習と試合を行い、貴重な経験ができました。
また、保護者の方にも大変
好評で盛会のうち終了しま
した。

サッカースクールの様子

部員交流会の様子

サッカースクール参加

者集合写真

秋保「白岩」をガイド

中
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宮城県最低賃金改定の お知らせ

時間額

772 円

宮城県内で事業を営む使用者及びその
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が次の通り改定

平成29年10月1日から！

されました。

最低賃金の計算には、
（１）精皆勤手当、
（２）通勤手当、
（３）家族手当、
（４）賞与等、
（５）時間外・休日・深夜手当は含まれません。
また、特定の産業（「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具、情報
通信機械器具製造業」、「自動車小売業」）で働く労働者には宮城県の特定（産業別）最低
賃金が適用されます。

問い合わせ先：宮城労働局 労働基準部 賃金室 ＴＥＬ０２２－２９９－８８４１

仙台市
からの
お知らせ

平成30年４月から業者収集ごみの「処分手数料」を改定します
事業者の皆様がお支払いしている「ごみ処理料金」は収集運搬許可業者がごみを運搬する収集運搬料金と、
仙台市がごみを処理する処分手数料の合計となっています。
平成 30 年 4 月から仙台市の処分手数料の改定に伴い、皆様がお支払いしている「ごみ処理料金」が変わり
ます。ご理解とご協力をお願いします。

平成 30 年 4 月から

平成 30 年 3 月まで

処分手数料

処分手数料
100kg まで 1,500 円
100kg 超 10kg までごとに 150 円

100kgまでごとに 1,000 円

収集運搬料金

収集運搬料金

平成 30 年 4 月以降の「ごみ処理料金」については、現在ご契約されている以下の許可業者にご確認願います。

担 当 地 域
青葉区（宮城総合支所管内を除 概ね南町通・新寺通より北側
く）・宮城野区・若林区
概ね南町通・新寺通より南側
太白区（秋保総合支所管内を除く）
泉区
宮城・秋保総合支所管内
（排出事業者が限定されている許可業者）
㈱サイコー
東北鉄道運輸㈱
㈱仙台リサイクルセンター
(022)255-3150
(022)247-3138
(022)278-3196
仙台市

許可業者
(協業)仙台清掃公社

連絡先
(022)236-6543

(株)公害処理センター

(022)289-6111

(株)泉
(株)宮城衛生環境公社

(022)376-4753
(022)393-2216

㈱東日本プラシス
改正環境整備㈱
(022)284-5353
(022)253-6566
環境局 事業ごみ減量課 TEL 022-214-8679

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

みやぎ仙台商工会報
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新 会員の紹介


（一財）東北電気保安協会仙台北事業所（保管管理業務）


泉区泉中央 1 －17－ 6

㈲シーアイ設計（建築設計、建築積算）



（平成29年10月13日 理事会承認）

㈲アイ・ティ・オー（土木工事）

泉区実沢字細野下11番 3



泉区北高森 2 － 1

㈱ SIM コーポレーション（福祉業）


泉区泉ケ丘 4 －10－13



泉区泉ケ丘 3 －17－30



泉区七北田字大沢明通46－ 1 －10

布施内装（内装業）



カラオケ居酒屋




泉区市名坂字町42－ 2



㈱すみすけ造園建設（造園・外構・土木工事）



司法書士・行政書士

㈲イズミ会計・若生社労士・行政書士事務所（記帳代行、社労士、行政書士業務）

㈱ FIA（電気機器製造業）

泉区泉中央 3 －36－ 1 －201

ガーデンクリエイト錦戸造園建設㈱（造園建設業）



㈱建商東日本（建築・土木）

㈱ e- ナビ不動産（不動産業）

暖簾（飲食業）





泉区山の寺 2 －27－ 6



泉区南光台 6 －11－21

㈱ひろみ電気（電気工事業（内線工事））
英光ダクト（空調設備業）


泉区東黒松26－ 4



泉区泉中央 1 － 7 － 1

㈱グッドツリー（IT ソフトウェア開発）

泉区上谷刈字向原 7 －76



青葉区吉成 2 － 7 －10



青葉区栗生 7 － 4 － 1



青葉区栗生 6 －11－ ５



青葉区上愛子字松原17－ 1



青葉区作並字湯ノ原 6 － 3

㈱ Sou group（美容室）
理容室 One（理容業）
㈱三興（土木）

泉区向陽台 4 － 7 －14

加藤内装（内装業）

泉区上谷刈字向原 7 －32

坂田英輝事務所（司法書士・行政書士）

宮城エコマテリアル（ハウスクリーニング）

泉区七北田字大沢明通31番地 1

泉区七北田字道10

そば処水火風弘（飲食店）
㈲エス・ケー住設（建設業）



青葉区栗生 4 －12－11



太白区秋保町長袋字菅刈山1５－16



若林区連坊 1 －10－20－203

わたしの雑貨＆セラピーらべんだぁ（小売店）
㈱パレット（保険代理業）

会員事業所紹介 vol.23

復興応援日帰りバスツアー開催のお知らせ

今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

東日本大震災発生以降、毎年開催しております「復興応援
日帰りバスツアー」を本年も下記の通り開催します。
本年は亘理、山元町方面の被災を経験した観光施設等へ
のツアーとなっております。毎年、参加希望者が多く先着順
でのお申込みとなっておりますので参加ご希望の方は早めに
お申込みをお願いします。
ツアー内容等の詳細については、同封の案内チラシをご覧
ください。

わが社の
一押し！

会員事業所
紹介

岳山珈琲

1代表者名：菅野 幸子
2所 在 地：泉区福岡字岳山7-101
3電話番号：022-341-3751
4業
種：自家焙煎コーヒーカフェ
5自店の PR：平成25年 8 月、美しい自然に囲まれた泉ヶ
岳の麓に店を構えました。北欧風の店内には薪ストーブが
あり、ゆったりと寛げる空間を提供しております。今年 5
月にテイクアウトを中心とした榴岡店をオープンしました。
「みなさまへ珈琲 1 杯分のしあわせを」ご来店、お待ちし
ております。
定休日／水曜日、
泉ヶ岳スキー場
第 1 ・第 3 火曜日
やまぼうし
営業時間／11：00～18：00
富谷 JCT

開催日時：平成29年12月6日

事業資金相談会「一日公庫」開催のお知らせ
㈱日本政策金融公庫による事業資金相談会「一日
公庫」を下記の通り開催します。
申込・相談をご希望の方は事前に商工会までご予
約をお願いします。
詳細については同封の案内チラシをご覧ください。

ミニ
ストップ

泉パーク
タウン

泉

泉
泉 PA
ヴィレッジ ファミリー
マート

会報用広告

泉中央
八乙女
黒松

仙台宮城

本所：平成29年11月28日
（火）
10時～16時

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

広告掲載事業所を募集しています。

㈱東北カレンダーギフト

みやぎ仙台商工会では会員事業所の取引拡大や事業拡大に
資することを目的に商工会報への広告枠とホームページバ
ナー広告を募集しております。

℡.０２２－３７２－２４９４

◆会員掲載料金
※H29.11.13現在、
会報広告は半枠のみ空あり
会報広告
（半枠）
年 5 回発行・・・・・・・・・・年間 5,400円
バナー広告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年間12,960円

981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目33-7

いずれも掲載月数・回数に応じて金額は変わります。
お気軽にお問い合わせ下さい。

Fax.022-372-2596

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
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