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会員数：2,487名
　　　　（令和元年7月19日 現在）
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P 2 � 第39回泉区民ふるさとまつり
P 3 � 工業部会　電力施設見学会
� 青年部　泉区民ふるさとまつり出店
� 女性部　おもてなし交流事業・視察研修
P 4 � 宮城地区 3支部合同ゴルフ大会
� 宮城・秋保地区合同ビアパーティ
� キャッシュレスセミナー、消費税軽減税率対策セミナー
P 5 � 支部事業活動報告
� 日本政策金融公庫定期相談会、創業等応援窓口開設
P 6 � 新会員紹介、会員事業所紹介
� 泉区保健福祉センター家庭健康課からのお知らせ
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月　　日 事業内容等 場　所
9 月14日 泉マルシェ2019 泉中央駅前ペデストリアンデッキ
9月29日 2019泉ヶ岳悠・遊フェスティバル オーエンス泉岳自然ふれあい館周辺
10月23日 みやぎ仙台商工会ゴルフ大会 仙台ヒルズゴルフ倶楽部
10月25日 会員事業所健康診断【申込書同封】 広瀬市民センター
11月 2 日 第31回宮城地区まつり 宮城総合支所前広場

11月 6 ・11・13日 会員事業所健康診断【申込書同封】 七北田公園体育館
11月10日 まつりだ秋保2019 秋保総合支所前広場

泉区民ふるさとまつり
オープニングセレモニー

＝関連記事：Ｐ2＝
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第39回 泉区民ふるさとまつり
盛大に開催！

　泉区を代表する夏の風物詩、第39回泉区民ふるさとまつり（泉区
民ふるさとまつり協賛会主催）が８月31日、七北田公園を会場に開
催され、泉区内外から約15万2千人の来場者で会場は大いに賑わい
を見せました。当日は、天候にも恵まれ、ステージをはじめ、縁日
コーナーや灯ろう流し、太鼓実演体験等イベント目白押しで、夜に
は、まつりのフィナーレを飾る約4,500発の花火が打ち上げられ、
夏の夜空を美しく彩りました。

花火募金を呼び掛けるベガッ太くん

泉消防団階子乗り隊の演技

大行列ができたミニSLコーナー
必死にアユを追いかける子供たち

人気の警察車両展示コーナー
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第39回 泉区民ふるさとまつり
盛大に開催！

　泉区を代表する夏の風物詩、第39回泉区民ふるさとまつり（泉区
民ふるさとまつり協賛会主催）が８月31日、七北田公園を会場に開
催され、泉区内外から約15万2千人の来場者で会場は大いに賑わい
を見せました。当日は、天候にも恵まれ、ステージをはじめ、縁日
コーナーや灯ろう流し、太鼓実演体験等イベント目白押しで、夜に
は、まつりのフィナーレを飾る約4,500発の花火が打ち上げられ、
夏の夜空を美しく彩りました。

花火募金を呼び掛けるベガッ太くん

泉消防団階子乗り隊の演技

大行列ができたミニSLコーナー
必死にアユを追いかける子供たち

人気の警察車両展示コーナー

　女性部では今年もおもてなし交流事業として、６月２
日に石巻かほく商工会女性部を、７月９日に東松島市商
工会女性部をお迎えし、地域の魅力を紹介するととも
に、部員交流会を開催しました。交流会では、互いに抱え
る経営課題等の情報交換がなされ、大変有意義な事業と
なりました。また、７月29日には今後の事業運営の研鑽
を図るため、福島県保原町商工会女性部にておもてなし
交流事業の視察研修を行いました。

おもてなし交流事業・
視察研修 女性部

７月29日、視察研修会にて保原町商工会女性部と交流

　みやぎ仙台商工会青年部では今年も泉区民ふるさと
まつりに、部員16名参加のもと出店しました。当日は焼
きそば、焼き鳥、かき氷、ビール等を販売し、大勢のお祭
り参加者に買っていただきました。

泉区民ふるさとまつりに
出店しました！ 青年部

出店の様子

　工業部会では、東北電力㈱仙台北営業所様のご協力により、
電力施設の見学会を40名参加のもと開催しました。今回は山
形県にある酒田共同火力発電所を見学し、火力発電施設の構
造や発電の仕組みの他、エネルギー資源としての「石炭」、リサ
イクル資源としての「石炭灰」について理解を深めることがで
きました。その後は酒田市内で、
米どころ庄内のシンボルとなっ
ている「山居倉庫」や国の登録文
化財となっている「相馬樓」等の
観光名所を見学し、知見を深め、
会員間の交流にも繋がる内容と
なりました。

工業部会主催　電力施設見学会
令和元年 6月 4日

火力発電所内での
見学の様子
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宮城地区3支部合同ゴルフ大会
グレート仙台カントリー倶楽部

優　勝：菊池　陽一 氏
準優勝：藤野富士夫 氏
第３位：大谷よう子 氏

ご協賛いただきました皆様、ありがとうございました！

　6月20日、グレート仙台
カントリー倶楽部を会場
に64名参加のもと宮城地
区3支部合同のゴルフ大
会が盛大に開催されまし
た。当日は天気に恵まれ、
やや暑いくらいのゴルフ
日和でした。表彰式は午後
３時過ぎからパーティ会
場にて和気あいあいと行
われました。結果は以下の
通りです。おめでとうござ
いました。

実行委員長の挨拶を述べる
佐藤剛ひろせ支部長

64名参加のもと盛大に開催！
準優勝の挨拶を述べる藤野富士夫氏（左）

経営安定セミナー
「キャッシュレスセミナー」を開催

　7月11日本所、7月24
日中小企業大学校仙台
校を会場に、キャッシュ
レス決済対応に必要な
知識と資質向上を目的
としたセミナーを開催
しました。両日共に、講
師は大谷更生総合研究
所（同）の大谷更生氏で、
導入に向けた３つのポイントを中心に、事例を交えて熱
心に講義いただきました。
　受講者からは、事業者の立場としてのキャッシュレス
について、新しい知識を得ることができましたという感
想が寄せられました。今後の決済端末導入や、どの業者
を選択すべきかの参考になりましたという声や、10月か
らの消費者還元事業による販路拡大効果が期待される
ことから、早急に導入計画の立案や社員教育をしなくて
はならないとの声もあり、大いに啓発されたセミナーと
なりました。

セミナーの様子

宮城・秋保地区支部
合同ビアパーティ

定義館

　7月21日、青葉区大倉・定義館を会場に宮城・秋保地区
支部合同ビアパーティを開催しました。
　今年度より秋保地区も加わり、83名の参加がありま
した。カラオケでは大いに盛り上がり、また会員同士の
交流が図られた事業となりました。

開会の挨拶を述べる冨樫副会長

83名参加！乾杯の様子

消費税軽減税率制度への対応と
注意点を学ぶ

　6月28日、本会研修
室を会場に小野税務会
計事務所 小野恵税理
士を講師に迎え、「知ら
ないと損する!? 10月
1日から気を付けるべ
き経理実務のポイン
ト」と題しセミナーを開催しました。
　講義では、制度概要と関係書類保存方式と併せ、軽
減税率対策補助金やキャッシュレス・消費者還元事
業の内容を説明いただき、今後事業者が取るべき対
応策など、理解を深めることができた有意義なセミ
ナーとなりました。

セミナーの様子

消費税軽減税対策セミナー

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

電気保安と省エネの総合コンサルタント

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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大沢・泉ヶ丘支部

泉ヶ丘連合町内会夏まつり出店協力
令和元年７月27日（土）

ヤマザワ泉ヶ丘店北側駐車場

支部役員・会員皆様のご協力の下夏まつりを大いに盛り上げました

お祭りの様子

将監支部

将監支部ビアパーティ
令和元年７月19日（金）

カラオケおどるこ

カラオケも交え、交流を深めました

会場の様子

ひろせ北支部

川前夏まつり出店協力
令和元年８月17日（土）

川前コミュニティ・センター前広場

炎天のもと、
支部役員一同頑張りました！

お祭りの様子

泉パークタウン支部

会員親睦バーベキュー
令和元年８月28日（水）

泉パークタウン
ゴルフ倶楽部レストラン

立食パーティー総勢56名！！ビンゴ大会も大いに盛り上がりました

開会挨拶をする藤井支部長

日本政策金融公庫 定期相談会
～ 毎月第一火曜日は宮城支所開催 ～

　本会では、毎週火曜日の午後、完全予約制にて定期相談会を実施
しており、日本政策金融公庫の融資担当者がご相談に対応いたし
ます。
　毎月第一火曜日は宮城支所を会場に開催しております。所属支
所を越えて、泉地区の方が宮城支所で相談をしたり、宮城支所の方
が泉本所で相談することもできますので、資金繰り等の相談に是
非ご利用下さい。
☆年内の日程　各日13時～・14時～・15時～
【宮城支所】10月1日・11月5日・12月3日
【泉 本 所】9月17日・24日、10月8日・15日・22日・29日、
　　　　　11月12日・19日・26日、12月10日・17日・24日

創業等応援窓口開設しています！
～創業等に関するお悩み解決しませんか？～

　本会では、創業を考えている方はもちろん、創業後の経営に不安
を感じている方、また、事業計画を見直したい方や新しい事業に
チャレンジしたい方を応援するため、宮城県商工会連合会をはじ
めとする専門家と連携しながらお悩みを解決します。お気軽にご
相談ください。

◆今後の日程◆（毎月1回指定水曜日）
9月18日、10月16日、11月20日、12月18日
1月29日、2月12日、3月18日の
各日 10：30～、13：00～、14：30～
事前予約が必要となります。
相談をご希望の方は商工会までご連絡ください。

981-3124 仙台市泉区野村字菅間前25-2

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

981-3124 仙台市泉区野村字菅間前25-2

安全・安心・快適な
イズミタクシー

他社より安い初乗り・概算料金
イズミタクシー割引カードのご利用でさらに10％割引!!

バイパス泉消防署向い
フリー
ダイヤル0120-07-3309

イズミバス 373-1900TEL貸　切
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リペアライフ（自動車整備）�
� 泉区西中山 1－ 8－ 3
レインボー・ヒルズ（外構、エクステリア工事、造園業）�
� 泉区将監11－ 1－12
リリバー企画（小売業）�
� 泉区山の寺 2－23－ 7
ソラSea土（陶器販売、カフェ）�
� 泉区山の寺 1－36－ 5
インドレストラン　ガネーシャ泉店（飲食店）�
� 泉区天神沢 1－ 4－16
㈱ zeroad（中古車販売）�
� 泉区松陵 5－ 2－ 1
オステオパシー治療院�field（整体業）�
� 泉区松森字利松 1－ 1－102
マリッジメディア（結婚相談所）�
� 泉区八乙女 3－ 5－ 3－503
nex ㈱（エクステリア、リフォーム業）�
� 泉区八乙女 4－ 1－ 3
㈱Foto�Reise（ＩＴサービス）�
� 泉区将監 4－ 8－ 4
㈱バンデ（清掃、内装）�
� 泉区長命ケ丘 1－ 9－ 7－105
㈱泉建（建築業）�
� 泉区南中山 1－27－225
リヒテンドゥーシェ㈱（不動産賃貸業、加工食品製造・販売業）�
� 泉区みずほ台 4－ 3－402
プリファードロード（ＩＴコンサルティング）�
� 泉区上谷刈 5－21－ 3
west（基礎工事業）�
� 青葉区芋沢字唄坂 8－ 1
中華食堂　上海（飲食店）�
� 青葉区落合 2－ 3－10

会員の紹介新
　� （令和元年 7月19日�理事会承認）

会員事業所紹介vol.32
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 有限会社　ドクター・エアコン

5自店のPR：社名の通りエアコンの修理のほか、電気工
事を商いとしているドクターエアコンです。工場・商業
店舗用から一般家庭用まで、幅広いニーズに対応させて
いただいてから、はや四半世紀のご愛顧をいただいてお
ります。『小さいことからコツコツと！』がモットーの通
り、細かい作業から大型商業店舗の改修工事まで対応し
ております。また、ご依頼があれば、県内のほか、他地
域にも出動します。これまでの蓄積したノウハウを駆使
し、お客様に喜んでいただく様これからも、『一生懸命誠
心誠意』努力していきます。
頑張ります。

1代表者名：倉橋　孝一
2所 在 地：泉区松陵 5丁目26－ 1
3電話番号：022-344-6722
4業　　種：�空調機器・家庭用エアコンの販売・修理・設置

作業・一般電気工事業

56

泉松陵小

ヤマザワ

松陵公園庭球場

松陵中

向陽台中

クロスオー（設計、電気、電気通信、空調、土木工事）�
� 青葉区郷六字久保38－30
住宅環境シュウ（リフォーム業）�
� 泉区鶴が丘 1－ 5－ 8
㈱EGAO（障害者福祉）�
� 泉区高森 7－ 4－14
Trust（鳶、土工、太陽光工事、外構）�
� 泉区市名坂字高島66－ 3 －101
白出商事㈱（広告事業）�
� 泉区市名坂字原田155
東宝電気工事（電気工事業）�
� 泉区南光台 2－11－57－202
Ｊプロジェクト（サービス業）�
� 泉区長命ケ丘 3－ 2－38
合同会社すまいる工房（スマイリングスタジオ、写真スタジオ）�
� 青葉区愛子東 1－ 6－30
㈱ONE�BLOCK（木造建築）�
� 太白区東中田 1－ 1－36
仙台林業（林業）�
� 太白区日本平39－10

健康づくりに取り組もう！
～9月は食生活改善普及運動・健康増進普及月間～

泉区保健福祉センター家庭健康課　☎372-3111
宮城総合支所保健福祉課　☎392-2111
秋保総合支所保健福祉課　☎399-2111

健康づくりに
関するお問合せは

忙しくて運動はできない…。
そんな時は日常生活で体を
動かすことがお勧め。通勤
途中や外出先で早歩き、洗
濯や掃除をき
びきび行うな
ど、できるこ
とから取り組
んでみては？

日本人の野菜の摂取目標量は
1 日 350g ですが、平均して
約 1 皿分（約 70g）が不足し
ています。外食では単品料理
より定食にするなど、野菜を
少し多めに食
べる工夫をし
ましょう。

○プラス 10分
　　　体を動かそう

○プラス 1皿
　　　野菜を増やそう


