
仙台商工会議所青年部
Young Entrepreneurs Group

of the Sendai Chamber of Commerce and Industry

2002~2022
Memorial magazine

仙台商工会議所青年部　創立20周年記念誌

仙台商工会議所青年部

仙
台
商
工
会
議
所
青
年
部

創

立

20

周

年

記

念

誌



1

YEG宣言　綱領　指針　青年部の歌… ………………………………………… ２

仙台YEGビジョン………………………………………………………………… ３

ご挨拶……………………………………………………………………………… ４

ご祝辞……………………………………………………………………………… ５

仙台YEG　創立から 15 年のあゆみ……………………………………………… 10

近年 5年間のあゆみ………………………………………………………………… 12

会報誌　「ソリダリティ」の表紙集……………………………………………… 17

近年 5年間の専務理事からのメッセージ………………………………………… 18

YEGの日事業ご紹介… …………………………………………………………… 20

歴代会長座談会…………………………………………………………………… 23

創立 20 周年記念講演　式典　祝賀会…………………………………………… 32

創立 15 周年記念式典　記念講演　祝賀会フォトギャラリー………………… 41

お礼………………………………………………………………………………… 42

仙台商工会議所青年部会員名簿　卒業会員名簿……………………………… 44

ご協賛企業………………………………………………………………………… 46

仙台商工会議所青年部　創立 20周年記念誌

目次



2

私はＹＥＧとして、夢に挑む。
私たちはＹＥＧとして、地域を愛し、

日
にっ
本
ぽん
を愛する。

すべてのＹＥＧは、連帯の証となる。

一
ひとつ
、地域を支える青年経済人として

　　先導者たる気概で研鑚に努めよう

一、国際社会の一員であるべき
　　国際人としての教養を高めよう

一、豊かな郷土を築くために
　　創意と工夫　勇気と情熱を傾けよう

一、文化を伝承しつつ　新しい文化の
　　創造に向かって歩を進めよう

一、行動こそ時代を先駆けるべき青年の
　　責務と信じ　力を合わせ
　　国の礎となろう

われわれ青年部は

商工会議所青年部は

地域社会の健全な発展を図る

商工会議所活動の一翼を担い

次代への先導者としての責任を自覚し

地域の経済的発展の支えとなり

新しい文化的創造をもって

豊かで住みよい郷土づくりに貢献する

YEG宣言

綱　　領 指　　針

伸びゆく大地

伸びゆく大地　日本の

拡がる街なみ　青い空

集える仲間は　それぞれに

地域を支える　気概持つ

願いをかたちに　変えるため

商工会議所　青年部

求めて我らは　立ち上がる

一、 二、幾山河を

幾山河を　越えていく

道は果てなく　遠いけど

夢追う気持ちは　忘れない

人と人とが　語りあい

心と心を　結ぶため

商工会議所　青年部

時代を我らは　先駆ける

三、自由の海の

自由の海の　渚には

世界の波が　打ち寄せる

歴史の舵は　いつの世も

熱ある者が　取ってきた

豊かな郷土を　築くため

商工会議所　青年部

明日に我らは　船出する

作曲　石井　　歓
作詞　石井　耕二

商工会議所青年部の歌

「伸びゆく大地」
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仙台の「未来」は私たちが創る！

若さ、情熱、バイタリティーで
仙台の「未来」を切り開こう。

１．会員間の連携を強化し、取引を活性化させる。

２．仙台の魅力を発掘・発信する。

３．資質向上に努め、影響力をもつ人材となる。

４．未来を担う後継者を育成し、雇用を創出する。

５．仙台YEG の会員であることに誇りを持つ。

行動指針

仙台YEGビジョン

ビジョン
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新本　考令和 4年度　仙台商工会議所青年部　会長　

　この度は仙台商工会議所青年部「創立20周年記念講演・式典・祝賀会」にご臨席賜りまして

誠に有難う御座いました。ご来賓の皆様、卒業会員の諸先輩方、全国各地の商工会議所青年部の

方 、々その他多くの方々に支えられ、創立20年という一つの大きな節目を迎えることが出来ました

こと心から感謝申し上げます。

　令和2年から始まったコロナ禍もようやく終わりの始まりが見えてまいりましたが、ロシアのウク

ライナ侵攻を契機とした物価高騰、原油価格の高騰、そして急激な円安など、現在我々中小

企業を取り巻く環境は非常に厳しくなっております。しかしながら、このような難局だからこそ、我々

青年部らしく新しい考えや斬新な発想でこの難局を乗り切り、次のステージへ進もうという想いの

もと、令和4年度は「新考進展～20年の集大成、そして次の20年へ想いを繋ぐ～」というスロー

ガンを掲げ活動しております。

　この約3年間コロナ禍であっても決して歩みを止めることなく前へ進んで参りました。それはこの

20年間、東北ブロック大会や全国大会など開催し、そして東日本大震災を乗り越えた諸先輩方の

経験を活かし、そしてその想いをしっかりと受け継いできたからこそ成しえることが出来たと思って

おります。

　最後になりますが諸先輩方から受け継いだこの想いを次の20年もしっかりと繋いでこれからも

地域経済の発展の為に尽くして参りますので、引き続き皆様方からの変わらぬ御支援と御協力を

頂きますようお願い申し上げます。

ご 挨 拶
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戸邉　千広東北経済産業局長

　仙台商工会議所青年部が創立20周年を迎えられましたことに、心よりお祝い申し上げます。

創立以来、会員相互の研鑽と団結力により、地域経済の発展に貢献されてきました。約250名

の青年部へ発展されたのも、歴代の会長をはじめとする関係各位が実践されてきた取組の賜で

あり、深く敬意を表します。

　皆様におかれては、次代を担う青年経済人として、自社企業やYEGの成長とともに、地域課

題について活発な議論を通じた行政への提言など、幅広く活動されていると承知しております。

新型コロナウイルス感染症の流行に加え、燃料・原材料価格の高騰や円安等、国内外の課題が

山積しております。予測困難な時代こそ、地域、行政、関係団体が連携し、持続可能な社会の

実現に取り組むことが欠かせません。力強い経済成長の歩みを取り戻すためには、これからの

地域を牽引する皆様の活躍こそが原動力です。熱い想いと果敢な行動力により、地域の未来を

拓いていかれますことを御期待申し上げます。

　東北経済産業局といたしましても、成長に向けた変革や新たな挑戦へ踏み出しやすい環境を

整備し、皆様の活動を後押ししてまいります。

結びに、仙台商工会議所青年部及び会員の皆様方のますますの御発展と御健勝を祈念いたしま

して、お祝いの言葉とさせていただきます。

ご 祝 辞
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村井　嘉浩宮城県知事

　仙台商工会議所青年部の創立２０周年を心からお喜び申し上げます。

　青年部の皆様におかれましては、地域経済の先導者として、次代を担う若手経営者・後継者

の資質向上や会員相互の連携・交流の推進など様々な取組に尽力され、本県のみならず東北を

代表する商工会議所青年部として御活躍されております。これも、ひとえに歴代の役員・会員な

ど関係者の皆様の御努力のたまものであり、これまでの御労苦に対し、深く敬意を表する次第

です。

　さて、近年、新型コロナウイルス感染症の流行に加え、相次ぐ自然災害や原油・原材料価格

の高騰、円安の進行など、地域経済を取り巻く環境は一段と厳しさを増しております。県といた

しましては、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた地域経済の回復に優先的に取り組み

つつ、地域課題の解決、質の高い雇用の創出、県内中小企業のデジタル化の促進等により、地

域経済全体の生産性・付加価値を高め、県内産業の持続的な成長を目指してまいります。

　仙台商工会議所青年部の皆様におかれましては、この２０周年を契機とし、その若さと情熱、

柔軟な発想と行動力により、今後ともその手腕を存分に発揮されますよう心より御期待申し上げ

ます。

　結びに、仙台商工会議所青年部の更なる御発展と、会員の皆様の御活躍を祈念いたしまして、

お祝いの言葉とさせていただきます。

ご 祝 辞
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郡　和子仙台市長

　仙台商工会議所青年部が創立20周年を迎えられたことに対し、心よりお慶び申し上げます。

また、日頃より市政へのご理解・ご協力を賜り、改めて感謝申し上げます。

　貴青年部は、平成14年6月の創設以来、地域経済の発展に寄与され、とりわけ、市内各地を

巡り仙台の魅力を発見する「杜の都Kidsウォークラリー」や、地元で働く意義と地元企業の魅力

を伝える「学生と若手社員・経営者との交流事業」など、ネットワークの広さや創造性を生かし

た取り組みを通じ、これからの仙台市を担っていく若者や子供たちに対して仙台の良さ、魅力を

発信し続けてこられました。市民を代表してこれまでの活動に深く敬意を表します。

　さて、昨今の長期化する新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油・原材料価格の高騰

が多様な業種へ深刻な影響をもたらしております。

　事業者の皆様を取り巻く経営環境は、引き続き厳しい状況でございますが、こうした激しい

社会変化に対応するため、柔軟な発想やチャレンジ精神を持ち、次世代を担うリーダーとして

ご活躍されております貴青年部の皆様の果たす役割は、ますます大きくなるものと考えております。

　本市と致しましても地元企業への支援、雇用創出はもとより、ポストコロナにおける交流人口

拡大や地域経済の回復を図ってまいりたいと存じますので、引き続き皆様のお力添えを賜ります

よう、どうぞよろしくお願いいたします。

　結びになりますが、仙台商工会議所青年部の益々のご発展と、お集まりの皆様のご健勝をお祈り

申し上げましてお祝いのご挨拶とさせていただきます。

ご 祝 辞
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藤﨑　三郎助仙台商工会議所　会頭

　仙台商工会議所青年部が創立20周年を迎えられましたことを、心よりお祝い申し上げます。

　貴青年部におかれましては、前身団体である「仙台商店会青年部連合会」の後を引き継ぐ形で、

平成14年6月25日に設立されて以来、今日まで、商工会議所活動の一翼を担う組織として、青年

経済人の資質向上や商工業の振興を図ることを目的とした様 な々活動を実施され、設立時54名で

あった会員数も、現在250名を超えるまでに大きく成長を遂げられました。

　これも偏に、歴代の会長はじめ役員並びに卒業会員の皆様、そして現役会員の皆様の弛まぬ

ご努力の賜物によるものと存じております。

　青年部の皆様におかれましては、歴代会長の強いリーダーシップのもと地域振興事業や自己研鑽

活動など、様々な活動を積極的に展開されながら、平成21年度には「日本商工会議所青年部

第28回東北ブロック大会仙台大会」を、また、平成22年度においては「日本商工会議所青年

部全国大会みやぎ・仙台大会」を誘致開催するなど、東北のみならず全国の青年経済人との

幅広いネットワークを構築しており、その実行力と各種事業の実施を通して培われたメンバー間の

強固な団結力に対しまして、大変心強く感じている次第であります。

　ここ数年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、青年部活動においても制限がかかる中、

オンライン会議の推進を図るなど、メンバー間の情報共有を絶やさずに各種事業を継続して実施

されており、特に、行政機関への政策提言活動や東北大学など学術機関との連携事業など、

地域を愛する姿勢と幅広い活動に対しましても、心からの敬意を表しております。

　これからも、この記念すべき創立20周年を契機に、より一層、次代への先導者としてのリーダー

シップを発揮していただき、持ち前の若さとバイタリティーと革新的なアイディアで、地域の発展に

尽力されますことをご期待申し上げます。

　結びに、仙台商工会議所青年部の今後の益々のご発展と皆様方のご健勝、ご活躍を祈念いたし

まして、お祝いの言葉とさせていただきます。

ご 祝 辞
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西村　昭宏令和 4年度　日本商工会議所青年部　会長

　創立20周年を迎えられましたことを心よりお喜び申し上げます。これまでの歴史と伝統を

受け継ぎ、紡ぎ、繋いでこられた歴代の会長ならびに関係者の皆様には、深く敬意を表します。

　また、新本会長をはじめとする仙台商工会議所青年部の皆様におかれましては、常日頃より

日本YEGの活動に対して多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　令和4年度の日本YEGは「YEG STORY」～我ら礎。共に創ろう、継ぎ、紡ぎ、繋げる、

未来への道導～をスローガンに掲げ、全国の単会活動の支えとなり単会活動の後押しとなる事業を

展開しております。

　日本 YEG は「全ては単会の未来のために」存在しています。コロナ禍で苦しんできた

今だからこそ、仲間に寄り添い地域に寄り添い共に歩んでまいります。今こそ未来への理想を掲げ、

新たなYEGの物語「YEG STORY」を共に創り上げてまいりましょう！

　結びに、長きにわたりYEG活動にご尽力されました先輩諸賢をはじめとする仙台商工会議所

青年部関係者の皆様に心から敬意を表し、皆様方の企業、地域の益々の発展をご祈念申し上げ、

祝辞とさせていただきます。

ご 祝 辞
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仙 台Y E G   創 立 から1 5 年 のあゆみ

昭和49年 10月 仙台商店会青年部連合会（略称：仙青連）創立

平成14年 2月 仙台商工会議所青年部創立準備委員会発足

3月 仙台商工会議所通常議員総会にて青年部を定款に明記
平成14年度

6月
仙青連を発展的に解消し、
仙台商工会議所青年部（仙台ＹＥＧ）創立
初代会長に三好 一夫が就任　会員数54名

9月 仙台商工会議所青年部創立記念講演会開催
【講師】ベガルタ仙台 監督 清水 秀彦 氏

平成15年度 4月 第2代会長に亀田 治が就任　会員数72名

5月 第18回「子と親のウォークラリー」大崎八幡宮〜西公園

9月 仙台商工会議所青年部創立1周年記念講演会開催
【講師】丸山国際法律特許事務所 所長 丸山 和也 氏

平成16年度 4月 第3代会長に引き続き亀田 治が就任　会員数85名

4月 5政令指定都市の商工会議所青年部による友好青年部調印式開催

5月 第19回「子と親のウォークラリー」大崎八幡宮〜西公園

7月 以後恒例となる国会視察を初開催（参加者9名）

2月 以後恒例となる市長懇談会を初開催（参加者23名）

2月 以後恒例となる海外視察を初開催（上海）（参加者11名）

平成17年度 4月 第4代会長に白津 守康が就任　会員数89名

5月 第20回「子と親のウォークラリー」大崎八幡宮〜西公園

11月
せんだいプロスポーツフェスティバルを開催（参加者250名）

（ベガルタ仙台・東北楽天ゴールデンイーグルス・
仙台89ERSによる地域イベント）

平成18年度 4月 第5代会長に新田 秀悦が就任　会員数113名

4月 東北ブロック大会・全国大会の誘致に正式に乗り出す

5月 第21回「子と親のウォークラリー」大崎八幡宮〜西公園

10月 全国大会開催地検討委員会に参加

平成19年度 4月 第6代会長に引き続き新田 秀悦が就任　会員数136名

5月 第22回「子と親のウォークラリー」大崎八幡宮〜西公園

7月 仙台商工会議所青年部創立5周年記念事業を開催（参加者267名）

10月 日本商工会議所青年部第30回全国大会開催地に
宮城県連が立候補の意思表示

3月 日本商工会議所青年部第28回東北ブロック大会開催地に立候補

平成20年度 4月 第7代会長に阿部 賀寿男が就任　会員数172名

5月 第23回「子と親のウォークラリー」大崎八幡宮〜西公園

4月 日本商工会議所青年部第28回東北ブロック大会開催地が仙台に決定

7月 日本商工会議所青年部第30回全国大会開催地が宮城県に決定

2月 初の公開例会を開催
【講師】（株）武蔵野 代表取締役 小山 昇 氏

平成21年度 4月 第8代会長に三原 健太郎が就任　会員数207名

5月 第24回「子と親のウォークラリー」大崎八幡宮〜西公園

9月 日本商工会議所青年部第28回東北ブロック大会仙台大会を開催
（参加者1052名）

2月 今からでも間に合うBCP（事業継続計画）セミナ―開催（参加者数101名）
（阪神・淡路大震災の経験談およびライフライン関連企業によるパネルディスカッション）

初代会長 三好 一夫

第2・3代会長 亀田 治

第4代会長 白津 守康

第5・6代会長 新田 秀悦

第7代会長 阿部 賀寿男

第8代会長 三原 健太郎
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平成22年度 4月 第9代会長に橋浦 隆一が就任　会員数214名

5月 第25回「子と親のウォークラリー」大崎八幡宮〜西公園

5月 以後恒例となる東北大学地域イノベーション研究センターとの
連携事業開催（参加者81名）

2月 日本商工会議所青年部第30回全国大会みやぎ・仙台大会を開催（参加者4007名）

3月 東日本大震災発生　当面の青年部活動を中止

平成23年度 4月 第10代会長に後藤 誠が就任　会員数240名

4月 平成22年度・23年度役員合同での臨時役員会を開催
今後の青年部活動について議論（参加者39名）

9月 毎年5月に開催していた「子と親のウォークラリー」を
「杜の都Kidsウォークラリー」へと改称し秋に開催（参加者1210名）

11月 学生向け就職活動支援事業を開催　参加者57名
（大学生向けに地元で事業活動している意味や様々な職種について説明）

平成24年度 4月 第11代会長に片桐 健司が就任　会員数229名

5月 第27回「杜の都Kidsウォークラリー」大崎八幡宮〜西公園

6月 初の試みとして陸上自衛隊霞目駐屯地との交流事業実施
9月
～

11月

プロスポ観戦会交流会
9月1日 楽天野球団　9月9日 仙台89ERS
10月30日 センダイガールズプロレスリング　11月 7日 ベガルタ仙台

11月
第1回YEGの日
東日本大震災みやぎこども育英募金　街頭募金活動
本年度より11月11日が「YEGの日」に制定され、全国403カ所にある商工会議所青年部
が一斉に事業を開催することとなる

平成25年度 4月 第12代会長に清水 俊弘が就任　会員数197名

4月 日本商工会議所青年部平成25年度会長 阿部 賀寿男 君 激励会

5月 第28回「杜の都Kidsウォークラリー」大崎八幡宮〜西公園

11月 YEGの日　みんなの夢を育てよう〜輝ける未来のために〜
小学校にて児童約500名とスポーツ4団体によるディスカッション交流

1月 ㈱楽天野球団 取締役社長 立花 陽三 氏 講演会

平成26年度 4月 第13代会長に遠藤 雅範が就任　会員数237名

6月 第29回「杜の都Kidsウォークラリー」大崎八幡宮〜西公園

6月 仙台YEGとして初めてとなる仙台市議会　議会視察開催

8月 若手仙台市職員と仙台YEGとのディスカッションを行う事業、第1回「伊達な風会議」開催

11月 YEGの日・復興支援事業「杜の都　YEG音楽祭」
MJイリナミュージカルアカデミー、東北大学、東北学院大学の共演により開催

平成27年度 4月 第14代会長に鈴木 未来が就任　会員数258名

5月 第30回「杜の都Kidsウォークラリー」西公園〜西公園

11月 YEGの日講演会
講師：ジャパネットたかた 前社長 髙田 明 氏

12月 OB講演会　仙台YEGの「歴史」を知る
講師：第31代日本YEG会長 阿部 賀寿男 相談役

2月 マナーアップ講習事業
講師：日本マナー・プロトコール協会 理事長 明石 伸子 氏

平成28年度 4月 第15代会長に吉田 英樹が就任　会員数258名

5月 第31回「杜の都Kidsウォークラリー」榴岡公園〜榴岡公園

7月
伊達なビジネス交流会
講師：仙台国際空港株式会社 取締役 岡﨑 克彦 氏
7月に日本で国管理空港として初めて民営化された「仙台国際空港」に焦点をあてた
テーマで開催

11月
第1回みやぎ県連大会
仙台YEGの遠藤顧問が会長を務める宮城県青連として、
初の県連大会が仙台にて開催

11月 YEGの日事業
在仙プロスポーツ4団体によるスポーツ体験教室

※15周年記念誌の内容を転載　※主要な事業の一部の紹介です。

第10代会長 後藤 誠

第11代会長 片桐 健司

第12代会長 清水 俊弘

第13代会長 遠藤 雅範

第14代会長 鈴木 未来

第15代会長 吉田 英樹

第9代会長 橋浦 隆一
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月 日 主な事業
2017（H29）

4 24 通常会員総会
4 29 しおがま市民まつり
5 28 第32回杜の都Kidsウォークラリー
6 14 Bright Future　ビジネススクール

6 22 海外ビジネスセミナー
～グローバルに活躍する仙台の企業に学ぶ～

8 1 石巻川開き祭り
8 3 講演会「復興需要の現状と地域建設業の挑戦」
8 21 伊達な風会議2017
9 1-3 日本YEG第36回東北ブロック大会　青森ごしょがわら大会

9 13 ビジネスフェスティバル
～実りの秋 ビジネスチャンス大収穫祭 情報の宝石箱やー～

10 13-14 パスポート無き海外研修　～そうだ、大使館へ行こう！～
10 24 臨時会員総会
10 29 おおさき古川秋まつり

11 3
仙台商工会議所青年部　15周年記念事業
仙台ふるさとの杜再生プロジェクト
クロマツ1600本植樹　

11 11 第2回県連大会ライブキッチン
11 13 日本YEG災害協定青年部交流会
11 14 日本YEG災害協定青年部エクスカーション
11 14 仙台商工会議所青年部　創立15周年記念式典　記念講演　祝賀会

12 11
学生向け事業
仙台で輝く企業人と語ろう!!  
～きっと広がるこれからの未来～

2018（H30）
1 22 新年会
2 5 トヨタ自動車東日本工場見学

2 8 東北経済産業局講演会
「ローカルベンチマーキングを知っていますか？」

2 15-17 日本YEG第37回全国大会　岐阜かがみはら大会
2 26 親会連携事業「いざ集え！若手経営者勉強会＆交流会」
3 3-4 第5回東北ブロックYEGフットサル大会
3 13 卒業式・忘年度会

2017.4.1 -2018.3.31

2017.4.1 -2018.3.31

福田　大輔第 16 代会長

平成 29 年度近 年 5 年 間のあゆみ

伊達な風会議2017（8/21）
　過去5年間行ってきた仙台市若手職員と意見交換を
行う「伊達な風会議」を、2017年度は宮城県・東北
経済産業局の職員の方々も加わっていただき規模を
拡大し開催しました。「国・県・市・若手経営者」と各々
の垣根を超えて意見交換を行ったことで、広い視点で
の意見交換を行うことができました。またYEGメンバー
と行政方々との人脈形成にもつながるなど、貴重な時
間となりました。

創立15周年
記念式典 記念講演 祝賀会（11/14）
　仙台勝山館において仙台YEG創立15周年記念式典
　記念講演　祝賀会を開催いたしました。記念講演では
福聚山慈眼寺住職の塩沼亮潤大阿闍梨様にお越し頂き
ご講演いただきました。記念式典・祝賀会ではこれまでの
仙台YEGの発展に寄与いただいた皆様に感謝の気持ちを
伝えることが出来ました。

（41ページにも当日の写真を掲載しております）

Right Way, Bright Future!

学生向け事業
仙台で輝く企業人と語ろう！！（12/11）
　本事業は県内の大学生・大学院生・専門学校生及び
首都圏の大学生を対象に、在仙企業の若手企業人と仕
事について語り合い、仙台の企業の魅力や仙台で起業
することへの可能性を感じ、将来の選択肢を広げても
らうことを目的に開催されました。第1部では「グルー
プトーク」第 2 部は「交流会」を実施しました。
　本事業は、2017年度　経済産業省　第8回キャリア
教育アワード奨励賞も受賞し、仙台YEGの長年行って
きた学生向け事業の取り組みが認められた事業にもなり
ました。

仙台市より
緑化功労者として
表彰されました！

経済産業省
第8回キャリア教育アワード
奨励賞を受賞しました！

スローガン
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西牧　　潤第 17 代会長月 日 主な事業
2018（H30）
4 22 しおがま市民まつり
4 24 通常会員総会
5 27 第33回杜の都Kidsウォークラリー
6 15 伸びゆく東北の青年経済人大交流会
7 4 会員拡充講演会　だるま寿司三代目店主　鈴木 篤 氏
7 7 仙台YEG委員会対抗大運動会
7 19 仙台YEGマルシェ＆ウェルカムパーディー
8 22 伊達な風会議2018
8 25-26 みちのく共同事業　浜松YEGとの交流懇親会
9 7-9 第37回東北ブロック大会　秋田おおまがり大会
9 23 気仙沼YEG小学校対抗8の字跳び大会
10 5 日本YEG災害連携協定広島会議参加
10 6 友好YEG 高松YEGとの交流会
10 21 おおさき古川秋まつり大崎元氣祭
10 23 臨時会員総会
11 4 秋の味覚！農業体験＆家族大芋煮会
11 16 YEGの日記念講演会　青山学院大学陸上部監督　原 晋 氏
12 10 仙台で働こう！～仙台の若手経営者と気軽に話してみませんか？～
2019（H31）
1 23 新年会
2 6 百聞は一見にしかず！四方よし！経営者と共に歩く地元企業ツアー

2 12 縁結“び”ジネスマッチング
拡げよう！異業種交流の輪　見つけよう！新たな出会い

3 6-10 日本YEG第38回全国大会　日本のひなた みやざき大会
3 18 卒業式・忘年度会

伸びゆく東北の青年経済人
大交流会（6/15）
　東北ブロックYEGを対象とし交流事業を行いました。

「協働」をコンセプトとして年代別にチームを組み、謎杜
プロジェクトさんのご協力のもと脱出ゲームに挑戦し、
チームで協力して謎を解き進めることにより親睦を深め
ました。

YEGの日記念講演会（11/16）
　青山学院大学陸上部監督の原晋氏をお招きして記念
講演を行いました。箱根駅伝の予選を通過したことが
無かった同陸上部を、監督就任後は史上初の4連覇に導き、
現在もチームのステップアップを図っている原晋氏の講演
は実体験を含めた大変ためになる素晴らしい内容で、
当日つめかけた1,000名もの来場者も大変満足されてい
ました。
　この事業を通して、仙台YEGメンバー一人一人・ひ
いては仙台YEG自体がステップアップすることが出来
ました。

百聞は一見にしかず！四方よし！
経営者と共に歩く地元企業ツアー（2/6）
　地元の優秀な学生の多くが県外で就職している現状
を鑑み、学生に仙台YEG会員企業を訪問してもらい、
経営者と直接話をして仕事現場を体験することで地元
企業の魅力を目で見て肌で感じていただくツアーを
行いました。学生と企業の社員の交流を図ることもでき
大変有意義な事業となりました。

2018.4.1 -2019.3.31

西牧　潤第 17 代会長

平成 30 年度近 年 5 年 間のあゆみ

高松YEGとの交流会（10/6）
仙台YEGと高松YEG は、平成22年度に全国大会と会長研修会
を開催し、キャラバン（PR 活動）を共にしたご縁で友好 YEGと
なりました。交流会では現役会員はもちろん、高松との友好関
係を築き、繋いでいただいたOB の先輩方にもご参加いただき、
仙台・高松の絆を益々深めることが出来ました。

ステップアップ
～情熱のチカラで高みを目指す！～

スローガン
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月 日 主な事業
2019（R1/H31）

4 25 通常会員総会
4 28 しおがま市民まつり
5 16 0から始める政策提言とビジョン
5 27 SDGsについて学ぶ研修会
6 2 第34回杜の都Kidsウォークラリー

6 14-15 会員メリットで大使館と繋がる！
～インアウトバウンドのビジネスチャンスを掴もう！～

7 11 本気のビジネスマッチングー!!～1対1でバッチグー!!～

7 20 熱血！大運動会～同世代とがっちりサタデー
～新入会員とがっちりサタデーナイト

7 26 ワインのスペシャリスト達が集うビジネストークショー
～地元の魅力ある企業多数参加！ワインで乾杯！～

8 1 石巻川開き祭り
8 23 伊達な風会議令和01
8 30-31 日本YEG災害協定青年部交流会
9 14-15 ニューヨーク視察事業
9 28-29 第38回東北ブロック大会　やまがた新庄大会
10 21 臨時会員総会

10 29 夢にときめけ！明日にきらめけ！
～若手経済人に今一番伝えたいこと～

11 3 気仙沼YEG小学校対抗8の字跳び大会

11 16-17 「みちのくフェスタ！」でつなげよう交流の輪～浜松・大船渡・仙台～
12 8 クリスマス会 romantic&fantastic”夜の”水族館
12 16 台南交流活性化事業～台湾・台南えこひいき企画会議～

2020（R2）
1 16 五感を活かす今しか見られない　地元酒蔵めぐり
1 27 新年会
2 14 百聞は一見にしかず　経営者と共に歩く地元企業ツアー

2 17 縁結 “び”ジネスマッチング 2020!!
～本気の出会い！マンツーマン 3本勝負～

2 20-21 日本YEG第39回全国大会　ふじのくに静岡ぬまづ大会

岩本　富貴第 18 代会長

令和元年度（平成31年度）近 年 5 年 間のあゆみ

仙台YEGビジョン策定（5/16）

海外視察事業 in NEW YORK（9/14-15）

政策提言手交

　創立から18年を迎え、その間に多くの事業を実行して
きましたが、会としての更なる成長と発展を見据えて、
仙台YEG独自のビジョンを策定しました。詳細について
は、下記URLからご覧いただけます。
https://www.sendai-yeg.jp/about/

　本事業ではニューヨークの商習慣等についてJETRO
様から学び、現地で活躍している企業家2名から事業内
容やビジネスに関する様々な体験談をお話しいただきま
した。また、最先端の商業施設であるハドソンヤードや、
トレンドの発信地とされるブルックリン、ウォール街な
ど様々な場所を視察し、「世界経済の中心地」を肌で感じ、
青年経済人として大いに刺激を受けました。

　令和元年度に政策提言委員会を新設し、青年経済団
体として地域の課題解決に資するべく取り組みを開始
しました。翌年の12月に「テレワークとワーケーション
を活用した企業誘致」と「大型ビル整備と既存ビルの
高機能化による街の活性化」という政策を立案し、提言
書を手交しました。

STRONG！仙台YEG
～会員メリットを追求し 所属価値を高める～

スローガン
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月 日 主な事業
2020（R2）
3.26-4.14 クラウドファンディング（愛する店ドットコム仙台）
4 17 新型コロナウイルスに関するBCP策定webセミナー
4 17 新型コロナウイルスに関する緊急アンケート
4.28-5.7 通常会員総会（新型コロナウイルス感染拡大を受けてATでの決議）

6 8 『仙台YEG会員によるアフターコロナ対策会議』
～各業界のメンバーはどのようにして乗り切るのか～

6 12 東北経済産業局様主催
「新型コロナウイルス支援策オンライン説明会」

8 24 ジョブズの切り札“デザイン思考”を学ぶ
～会員交流グループワークショップ～

9 2 ～Hello again～
令和元年度卒業式＆新入会員ウェルカムパーティー

10 5 仙台の未来を創るのは僕たちだ！仙台YEGニコイチ超会議
10 23 みちのく共同事業　浜松・大船渡・仙台オンライン交流会
10 27 臨時会員総会
11.2-29 【YEGの日】まちくるビジョンde学園祭

11.4-1.20 東北大学グローバルラーニングセンター連携
課題解決型授業対応

12 1 伊達な風会議
12 2 令和元年度政策提言書手交式
2021（R3）
1 31 仙台YEGホームページ改修事業
2 10 災害連携協定会議
2 18 【親会連携】雇用につながる地元企業の魅せ方セミナー
2 19 危機における経営者「伊達政宗」のリーダーシップに学ぶ
3 6 日本YEG第40回全国大会　しあわせ福井さばえ大会
3 15 卒業式&忘年度会
3 18 仙台で働こう！2021

新型コロナウイルスに対する
BCP策定webセミナー（4/17）
　年度の初事業として「新型コロナウイルス感染症と
事業継続～他社事例から導くBCP策定のポイント」と
題したセミナーをオンラインで開催。BCPに関する解
説、策定のポイント、蔓延期の感染予防策などを学び
ました。緊急開催ではありましたが50名を超える参加
者が集い、厳しい行動制限の中でもwebを活用して機
動的に開催したということでも意義の深い事業となり
ました。

デザイン思考を学ぶワークショップ（8/24）
　Appleの設立者でもあるスティーブ・ジョブズも用
いたデザイン思考法の勉強会を開催いたしました。本
事業は対面で行う久々の事業であり、グループワーク
や寸劇を交えて大いに盛り上がりながらデザイン思考
の優位性について学びました。

齋藤　友和第 19 代会長

令和 2年度近 年 5 年 間のあゆみ

クラウドファンディング（3/26-4/14）
　新型コロナウイルス感染拡大の影響で経営危機に直面
している飲食店を応援するため、仙台YEGの有志が「愛
する店ドットコム仙台実行委員会」を立ち上げ、クラウド
ファンディング「愛する店ドットコム仙台」をスタート
させました。プロジェクトには205店舗が参加し、目標を
大きく上回るご支援をいただきました。その後、宮城県
では県内6単会による「愛する店ドットコムみやぎ」が
スタートし、同様の企画はYEGのネットワークを通じて
各地の単会や県連で展開され、支援の輪は全国へと広がり
を見せました。

行動こそすべて
～ちょっと無理して、もっと愛して～

スローガン
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月 日 主な事業
2021（R3）
4 27 通常会員総会
6.1-3.31 医療従事者応援事業・ありがとうプロジェクトin仙台
6 26 見て！聞いて！食べて！復興の「今」を感じる大人の遠足バスツアー
7 10 YEGオリンピック2021＆新入会員ウェルカムパーティー
8 3 拡大委員会　理想的なスタートアップと展開方法を学ぶ

9 27 新規事業創出プログラム第１回
「スペシャリストから学ぶ新規事業創出戦略」

10 6 拡大委員会ワクワク政策提言の勧め
10 7-9 第40回東北ブロック大会　宮城しおがま大会
10.9-11.7 第36回杜の都Kidsウォークラリー

10 18 新規事業創出プログラム第2回
「新規事業創出経験談＆他社成功事例のナマのお話し」

10 26 令和3年度臨時会員総会　令和4年度体制お披露目会

11 12 新規事業創出プログラム第3回「1000の新規ビジネスを目の
当たりにした男、キューピー白川の『本当にあった怖い起業』」

12 6 拡大委員会
フードバンク仙台のこれまでの活動やこれからの課題について

12 8 第9回日本YEG災害協定青年部交流会

12 10 伊達な風会議2021
郷土を知り、文化を伝える。志想で豊かにするSENDAIの未来！

12 12 仙台YEG親子アートサロン

12 15 新規事業創出プログラム第4回
「今だから言える投資失敗談や○○上場のマル秘裏話」

2022（R4）
1 25 新年の集い～卒業会員・現役会員交流会～
2 16 拡大委員会　山崎蒸留所オンライン見学＆試飲勉強会
2 23-26 日本YEG第41回全国大会　SETOの都香川たかまつ大会
3 9 仙台で働こう！2022オンライン合同企業説明会

3 10 外資企業×仙台YEGコラボ企業
「イケアに潜入！モンスター外資企業の流儀に迫る」

3 11 みちのく共同事業　浜松・大船渡・仙台オンライン交流会
3 14 卒業式＆忘年度会
3 17 卒業会員・現役会員オンライン交流会
3 28 JCI仙台＆仙台YEG交流会
通年 仙台YEGプロモーション動画

2021.4.1 -2022.3.31

清川　晋第 20 代会長

令和 3年度近 年 5 年 間のあゆみ

親子アートサロン（12/12）

プロモーション動画制作・発信

　コロナ禍でまだまだ外で思い切り何かをする事が難
しい中、子供たちにスポットを当てた親子アートサロ
ンをオンライン開催致しました。講師から丁寧に指導
頂きながら、親子でクリスマスプレートを制作しました。
ひとつの作品を親子で作り上げる過程で、自然とコミュ
ニケーションが生まれ、楽しみながら感性を刺激する
素晴らしい機会となりました。

　仙台の魅力、そして仙台YEGの魅力を発信するた
めに動画を作成しました。内容としては、仙台の魅力
を感じてもらう「街歩き」、仙台YEGに
入会を検討する方に向けた「仙台YEG紹
介」、さらには仙台YEGの魅力を幅広く
知ってもらうための「ビジネスマッチン
グ紹介」の3つのシリーズです。
　他にもlnstagramやTwitterで仙台YEGの事業や会員
企業の取組や会社の紹介をしています。このSNSでは
仙台の魅力的なお店や情報を紹介し、仙台の街を盛り
上げ、魅力ある仙台を発信しています。

医療従事者応援事業・ありがとうプロ
ジェクトin仙台（6/1-3/31）
　仙台YEG会員企業約50社が、医療従事者に感謝を捧
げる目的で様々なサービスを提供しました。サービス
内容は特設サイトに掲載し、多くの医療従事者にご利
用いただきました。このような応援事業を複数の事業
者が連携して展開するのは全国的にも珍しく、新聞や
テレビ等、複数のメディアに取り上げていただきました。

BE GLOCAL!
～地域を愛する気持ちが世界に繋がる～

スローガン
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会 報 誌   「 ソ リ ダ リ テ ィ 」の 表 紙 集
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　創立20周年おめでとうございます。福田大輔会長年度、私が副会長兼専務理事を務めた５年前には「創立15周年
事業」「東北ブロックYEGフットサル大会-杜の都仙台大会-」が開催されました。市外・県外から多くの方にご出席いた
だき、飲食を伴う事業が当然のように行われておりました。その後、時代は変わり新たな事業スタイルを模索し、新たな歩みを
進めている皆様を頼もしく思います。その１歩１歩が足跡となり、後人の歩む道となることでしょう。また、当時は毎年苦労
して開催してきた学生向け事業が『経済産業省キャリア教育アワード』の賞を受賞した年度でした。仙台YEGの歴史が
作り上げた事業が公に表彰されたのです。ぜひ、これからも仙台YEGが公に認められて記録に残り、多くの方が知るよう
になれば、私をはじめ卒業会員も後輩たちの活躍を知り、広めることができます。私たちの自慢で誇りである仙台YEGの
輝く未来を祈念いたしております。

これからの仙台YEGの輝く未来を祈念

西村　和敏平成 29 年度専務理事
（第 16 代 福田大輔会長年度）

　平成20年にYEGに入会した当初、専務理事は裏方で大変なイメージしかありませんでしたが、いざ自分が専務として
平成30年度西牧潤会長と共に一年間走り続けたことで、自分自身を大きく成長させることが出来ました。専務理事は、常に
会長と情報を共有しながら行動を共にし、懸案事項に対しても初動から迅速かつ的確に対応しなくてはならないため、頭の
中はいつもYEGのことだらけで悩み続けた日もしばしばありました。しかし、県連に出向させて頂いたこともあり、人脈を
広げることができ、普段赴くことできない地へ足を運ぶこともできて大変貴重な経験をさせていただきました。走馬灯のように
駆け抜けた1年半（予定者期間含めて）でしたが、この経験のおかげで43年の人生の中で、最もステップアップできた
のではと思います。大変ではありましたが、この重要な役目と貴重な経験を受け継ぎ、そして引継ぐことができYEGと会員の
皆様には心から感謝申し上げます。

YEGとともに人生で最もステップアップ⤴

（第 17 代 西牧潤会長年度）
齋藤　法幸平成 30 年度専務理事

専務理事からのメッセージ
近年5年間の

2 0 年の集大成　そして次の 2 0 年 へ想いを繋ぐ
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　令和3年度、清川晋会長の下で専務理事を務めさせていただきました。振り返りますと、年度を通し新型コロナウイルスに
伴うYEG活動への影響が依然続いた中で、清川会長を始め、会としての判断の難しさが思い返される年度だったと思い
ます。その中でも、それぞれの委員会のメンバーが同じ悩みを共有しつつ、様 な々思いを持って事業を進めようとする、その
時間が継ぎ紡がれて、今日の仙台YEG20年の歩みに繋がっていることを覚えた1年間でした。特に年度後半の新年会を
中止することの悔しさ、自粛を取り返すかのような3月の連日となる活動の目まぐるしさは、肩こりと多くの学びをいただきました。
これからも現役会員は地域を愛し、グローカルな視点で事業を創出し、どんな結果になっても最後までやり抜く、行動する
ことを続けていくことを切に願います。会を育て、支えていただいた多くの先達に感謝と敬意を表し、20周年を迎える仙台
YEGへの寄稿とさせていただきます。

　令和2年度に齋藤友和会長のもとで専務理事を務めさせていただきました。印象に残っているのは、齋藤会長に誘われて
二人でゴルフに行き、全く想像もしていなかった専務の指名を受けた時（勘が鈍くてすみません）と、卒業式＆忘年度会で
齋藤会長と二人で壇上に上がった時です。コロナ禍の一年でしたが、「『行動こそすべて』ちょっと無理して、もっと愛して」の
スローガンのもと活動し続け、これまでにない新しい発想の事業が数多く開催されました。専務案件としても上程書フォームの
見直しや会員手帳の電子化、オンライン定期情報交換会等を行い、齋藤会長の柔軟な発想力と行動力に引っ張られ、そして、
優しさに包まれながら、楽しく学びの多い日々 を過ごさせていただきました。これからも不確実な時代は続くと思いますが、
いかなる時も歩みを止めず、出来ることを模索し、出来るための方策を皆で考え行動していける、そんな仙台YEGであり
続けていきましょう。

仙台YEGの「強さ」を伝えた1年

　平成30年8月6日に、会長候補者になったら専務理事をしてほしいと話があってから603日間、岩本会長の下で勉強を
させていただいたことは私にとってかけがえのない財産です。岩本会長には「Strong! 仙台YEG　～会員メリットを追求
し　所属価値を高める～」のスローガンのもと、強烈なリーダーシップと活動量、そして強靭な肝臓で仙台YEGを引っ張って
いただきました。「メンバーが汗をかいていることをいろんな人に知ってもらいたい」と常々話していた岩本会長。何とか力に
なれないかと自分なりに考えた末、私はこれでもかというくらい写真を撮り仙台YEGのSNSにアップしました。特に岩本会長
が唯一わがままを言って「行きたいから」という理由だけで実施したニューヨーク視察研修の写真は様々な方から大きな
反響があり、仙台YEGの「強さ」を知っていただけたのではないかと自負しております。先輩方が築き上げてきた仙台
YEGをさらに発展させるため、これからも現役メンバーや未来のメンバーと一緒に汗をかいていきたいと思います。

（第 18 代 岩本富貴会長年度）
渡邊　能宏令和元年度専務理事

コロナ禍の中、歩みを止めず行動を継続

（第 19 代 齋藤友和会長年度）
守川　雷太令和 2 年度専務理事

グローカルな視点で最後までやり抜く

（第 20 代 清川晋会長年度）
早坂　勇人令和 3 年度専務理事
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仙台YEGメンバーのプロカメラマンによる撮影風景

逆境なんてぶっ飛ばせ

「まちくるビジョン de 学園祭」

　新型コロナウイルスが猛威を振るった令和2年度の「YEGの日」は、
このテーマを掲げ実施しました。その背景には、令和2年度齋藤
友和会長の歩みを止めないという決断があったからです。
　新型コロナウイルスの影響で生徒は多くの我慢を強いられま
した。大人になってからの1年と、高校時代の1年の価値は大きく
違うものです。彼らは楽しく昼食を食べることも、友達と遊ぶこと
も、学校へ行くことも制限されました。
　そして多くのスポーツ大会が軒並み中止となり、努力の成果を
発揮できる場が失われました。その中で報道こそされませんでし
たが、文化祭や定期演奏会、街のイベントの中止により、文化系
クラブの生徒たちもまた、発表の場を失っていました。
　そこで仙台YEGとしては、文化系クラブに注目し、発表する場
の提供とそれによる地域活性化を目的として、商店街に設置され
ている大型ビジョンで努力の成果を放映する「まちくるビジョン de 
学園祭」を開催しました。
　ダンス部・吹奏楽部・ミュージカル部・書道部など、仙台市内の
高校6校10団体に参加をいただき、仙台YEG所属のプロカメラマン

が各学校に出向き、大きなカメラやドローンを使い撮影を行いました。
　その後、2~3団体ごとに10分間の番組に編集し、11月に4週に
分けて放映しました。1週間で168回（1時間に2回、1日24回）放映
することで、商店街での密を避け多くの人が何度でも見ることが
できる環境を整えました。
　生徒からは「緊張したけど、一度でも誰かの前で発表する機会が
出来て本当にうれしい」「今日が3年間の部活動の最後の日です」
先生からは「我慢を強いられかわいそうだった。この機会を与えて
もらい本当にありがたい」「あんなに堂 と々発表している姿を見れ、
ほっとしている」そして、実際にビジョンを見に来たお客さまから
は「孫が出ているので楽しみにしてきました」というお話を頂け、
撮影から放映まで3カ月にわたるYEGの日は無事終了しました。
　最後に我々の考えに賛同いただき無償で大型ビジョンをご提供
いただいた仙台市中心商店街活性化協議会様に心から感謝申し
上げます。

令和2年度　YEGの日

読売新聞、河北新報に取り上げていただきました

「高校生の “文化芸術の魅力を発信する場” を提供したい」
「商店街へ失われた人や賑わいを呼び戻し、街を活性化したい」

テーマ
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　上記テーマの2点を達成させたいという強い想いを掲げ実施
した事業となります。
　10月24日から11月6日までを制作期間とし、仙台市在住の中川
和寿様を監修アーティストに迎え南材木町小学校、古城小学校、
長町中学校、仙台二華中学校、仙台親子空手沖宮会の総勢200
名を超える子供たちと一緒に広瀬川河川敷の擁壁30mに壁画を
描きました。
　コロナ禍によりイベントや事業がまだまだ制限されている中、
壁画を描くという非日常的な体験は、参加頂いた生徒だけでなく、
学校行事の参加制限が残る中で保護者の方も一緒に参加頂く
事が出来ましたのは、記憶に残る素晴らしい財産を提供できたと
考えております。

　お披露目会と題し、11月13日には宮城県・仙台市・地元商店街
をはじめとする来賓をお招きし、700名を超える方が会場へ足を
運んでくださいました。
　多くの来場者が見守る中、壁画制作に参加頂いた子供たちへ
制作協力の感謝状授与を行う事が出来ました。
　本事業開催には会員メンバーだけでなく、多くの企業様・団体
様から賛同を頂きました。在仙プロスポーツ団体様からは直筆
サイン入りオリジナルポストカードを、ふうどばんく東北様からは
またぎ汁のお振舞を、東北生活文化大学高等学校の生徒には
アート体験ブースの運営協力をお手伝い頂きました。
　またお披露目会当日は地元商店街とイベントを共催し、相互的に
来場者の増加を図りました。
　少しづつ仙台中心部の商店街に活気が戻りつつある中、周辺
地元商店街と共に事業を開催出来たことは今後に繋がる大きな
一歩に、そして微力ながらも地域の経済的発展の後押しができたと
信じております。河北新報に取り上げていただきました 毎日新聞に一面広告を掲載

仙台の河川敷に巨大な壁画を描くプロジェクト

「Art Standing in SENDAI」

令和4年度　YEGの日

「参加頂く方に文化芸術を通じた非日常的な体験という財産を寄与したい」
「地元商店街の活性化を図りたい」

テーマ
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代表取締役 齋藤 法幸

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-6-11
TEL.022-355-8123
FAX.022-355-8424

hｔｔｐ：//www.sight-k.co.jp

2 0 周年 特別企画

歴代会長座談会
2002 年に誕生した仙台商工会議所青年部、“仙台YEG”。

多くの会員の力を結集し、様 な々事業を経験しながら、私たち

仙台YEGは 20 周年を迎えました。

ここでは、仙台 YEGを率いてきた歴代会長経験者をお招きし、

テーマ別で座談会を開催した模様をお届けします。

時代に応じて柔軟に、そして力強く、今日までつないできた

歴史の一端に触れてみてください。
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■  手探りでの船出

司会　創立期に関わりのある皆さんにお集まりいただきました。
では仙台YEGが創立に至った経緯からお聞かせください。

三好一夫（初代会長、以下三好）
　仙台商店会青年部連合会（以下、仙青連）の
会長だった時に、当時の仙台商工会議所の会頭、
専務に呼ばれて、「政令指定都市で青年部のない
都市に作っていくことになり、仙台も作ることに

なったのでよろしく」と言われました。
　そこからおよそ1年半くらいの準備期間を経て発足した訳です
が、定款から何からすべて手探りで進めました。
　20年余りの歴史があった仙青連については、何かしらの委員会と
して存続させる案もありましたが、このタイミングで発展的解消と
いう形で幕を閉じさせることにしました。

司会　創立までの間で、特に大変だったこととはどんなことでしょうか？

三好　会費や卒業年齢を定めた定款を決めることが大変でした。
例えば会費については、当時のJCの年会費が10数万円だったので
すが、我々はもっと参加しやすい金額にしようと、当初1万2千
円に設定しました。また歴史ある仙青連の解散に向けた動きも同
時進行しなければなりませんでした。歴代会長に説明して回りまし
たが、「発展的な解散なら」と同意してくれたのは助かりました。

司会　創立時のメンバー構成や規模、雰囲気について教えて下さい。

三好　約230人で構成されていた仙青連から多くのメンバーが移って
きてくれると思っていたのですが、実際には20人くらいしか入って
くれませんでした。あとは会議所からの勧誘やその他の伝手で入会
した方がいらっしゃいました。

鈴木未来（第14代会長、以下鈴木）
　私も商工会議所からの入会でした。

亀田治（第2・3代会長、以下亀田）
　私のところにも商工会議所から電話が来ました。声の大きい
方からの電話でしたよ。

白津守康（第4代会長、以下白津）
　私のところには、「新しく商工会議所青年部ができるから、 

一緒に東北大会に行かないか」って連絡が来ました。

亀田　YEGに入ってすぐ、特に深い考えもなく委員長に就きまし
たが、当時の印象としては、まだ委員会としての体を成していな
いな、というものでした。話し合いはフリーディスカッションばか
りで、全体的にふわっとしていましたよね。

鈴木　私は当時27歳で、会社員でした。このような会に所属
するのがそもそも初めて。最初の委員会でビールが出てきて、
びっくりしたのを覚えています。翌年に亀田さんが青年会議所

（以下、JC）の会議手法を持ち込み、大勢でやる会議の進め方
についてノウハウが導入されたと記憶しています。

亀田　当時はだいぶ反対もありました。

司会　亀田さんの持ち込んだ上程書の様式は、2019年度まで
使われていました。では、皆さんが会長を務めた年度で印象
深いことを聞かせていただきたいのですが。

三好　色々な委員会を作った中で、仙青連から続くもので残し
たのがウォークラリーでした。家族で楽しく参加できる催事で
ある一方で、ほぼ全メンバーが関わり仲間との連帯感を作れる
事業、という位置づけで残しました。会長を退いてからは監事に
就いて、そのまま卒業しましたので、一度も委員会を経験でき
なかったのが心残りです。

亀田　ある日、三好さんにカフェに呼び出されて、「カラーを
変えていかなきゃいけない」ということで会長を打診され、
お受けしました。私がガラッとスタイルを変えたので、反対勢力
もいました。JCで経験した良い部分を持ち込んで、結果的に
初年度とは打って変わって堅苦しいスタイルに変えました。

三好　私が亀田さんにそうしてくれって頼んだんです。フリーディス
カッションであまり進展の無い会議が目立ちましたので、「ふわっ
としていた」という感想はその通りなんです。亀田さんはJCで
専務までやった人なので、会長は彼しかいないと思いました。

亀田　ある程度カチッとしたものにしたい、という思いに応えた
つもりです。大きな事業としては、やはりウォークラリーになる
でしょう。当時テレビで活躍していた丸山弁護士を招いての講演
会も大盛況でした。翌年に誕生することになった東北楽天ゴール
デンイーグルスのパレードや、著名な方の講演会なども色 と々

仙台商工会議所青年部の産声

座 談 会

「 創 立 期 」

出席者：三好一夫初代会長  亀田治第2・3代会長  白津守康第4代会長　　　　
　　　　鈴木未来第14代会長
司　会：岩本富貴監事

25

開催しました。
　また、初めて全国大会にも参加しました。正副のみでしたけど、
みんなで車で大阪まで行きましたね。

白津　私は独立開業した頃に入会して、飲み会も含め積極的に
参加していたところ、突然会長を打診されました。思い出深い
のはプロスポーツ団体との交流ですね。

司会　スポーツフェスティバルですね。当時、実現に向けては
どんな苦労がありましたか？

白津　実はその前段で、YEGの中で「ドーム球場作ろう」って
上程があって、盛り上がっていた頃に、仙台にプロ野球チーム
が誕生するという話が持ち上がったんです。それがスポーツフェス
ティバルの布石になりました。仙台89ERSの中村彰久さんとの
縁も大きかったですね。

■  成長を促す熱き議論

司会　創立間もない頃は、会の方針について侃々諤々の議論が
多 あ々ったと記憶していますが、実際にはどうでしたか？

亀田　私が会長の時、新田秀悦さん（第5代・
6代会長）はよく議論を挑んできましたね。周り
からは私と新田さんの不仲説もあったようです
が、実際にはそんなことはなく、白津さんも呼ん
で、3人で飲むこともあったんですよ。例えば「全

国大会」というトピックについては、この3人はそれぞれのスタンス
がありました。東北ブロックの集まりなどに行くと、「全国大会に
手を挙げないの？」という声がよく聞こえていました。

司会　創立して2～3年で、全国大会が議論されるまでになって
いるのをどう感じました？

白津　私のスタンスとしては、まずは単会の結束が先だと思って
いて、全国大会が何たるかもよくわかっていなかったんですね。
しかし段 と々機運が高まり、これはすごいな、と。

司会　他の団体との関係性について、創立当時はどのようなもの
でしたか？

三好　東北ブロックの中では仙台は盛岡と並んで最も遅く発足
した単会でしたから、温かく見守ってもらった、という感じです
ね。盛岡とともに、周囲が盛り上げていこう、という機運でした。

亀田　商工会議所女性会の東北大会に招かれて、盛岡の会長と
パネルディスカッションに立ったことがありました。全国とのつな
がりもその頃で、山形のセゾンファクトリーの方が全国の副会長
で、彼が桐箱に入った徽章（現在、仙台YEG会長が歴代継承
している徽章）を仙台に持ってきてくれました。

司会　会費を24,000円に値上げしたのはいつ頃でしたでしょうか？

白津　私の頃ですね。

亀田　当初の会費では何もできず、あの頃は親会からかなり
お金を出してもらっていました。

三好　立ち上げの頃、だいぶ親会から助成してもらいました。私も
JCを経験したので、どうやったらJCとの違いを出すか、随分腐心
した中で、会費や卒業年齢を設定していった、という経緯があります。

白津　三好さんが言うように、段 と々動きが活
発になり、当初の会費では、収支が合わなくなっ
てきていました。他の団体の会費なども随分調
べた上で、金額を検討し、経営者の方や会社
員の方など、色々な会員がいるので、バランス

の良い会費設定でずいぶんと悩みました。

司会　現在の仙台YEGとの違いや印象についてお聞かせください。

三好　会員数が圧倒的に違うので、一概に比べられないですね。
個人的には委員会とかを経験できなかったので、委員会や同好
会楽しそうだな、と見ていますよ。

鈴木　54名で立ち上がって、誰が今どんな状態かがわかる規模で
した。本当にみんなで飲んで、騒いで、一枚岩で作り上げていきました。
そういう良いところは規模が大きい中でも引き継いでほしいと思います。

■  もっと野心的に、青年らしく

司会　現役、これからの仙台YEGに対して激励の言葉をお願い
します。

鈴木　H27年度に会長をさせてもらったり、独立
しようと思ったりできたのはYEGのおかげだと
思っています。私がスローガンで「扉を開けよう」
と掲げたのも、先輩方の影響によるところが
大きいです。YEGメンバーが集まればできない

ことはありませんし、ミラクルは起こせます。色 な々ことを経験し、
自分の手で扉を開いてほしいと思います。

白津　35、6歳までサラリーマンで、その後起業して入会しまし
た。会社の経営には学校がないので、模索していたところで
YEGに入り、活動したことで繋がりが生まれました。新しい
発想でグイグイ引っ張ってくれる人材が、どんどん世間に発信
していくような団体になってほしいと思います。

亀田　濃密な人間関係を作り、しっかり交流して、意見交換
してほしいですね。新しいアイディア、新しいビジネスが開ける
はずです。YEGは経済団体なので、発展的で濃密な人間関係
が作れれば、仕事につながることもあると思います。

三好　青年部なので、もっとはちゃめちゃにやっても良いんじゃ
ないかな、と思います。20年の歴史は、まだ伝統と言えるほどでは
ありません。若い組織として、色 な々ことを、既成の概念にとらわれず、
野心的にやってほしいです。人からえーって言われるようなことでも、
ミラクルを起こすようなパワーを発揮してほしい。どんどん新しいこと
にチャレンジするのが青年部ですから、そこに期待しています。
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■  目指したのは日本の会長

司会　ブロック大会、全国大会の開催に至った経緯と、どのよ
うにスタートを切られたかお聞かせください。

新田秀悦（第5・第6代会長、以下新田）
　まずは私が全国の会長をやってみたい、と思ったのが最初でした。

司会　新田さんでは制度的に日本の会長になれないことが判明
し、その後阿部さんが日本の会長を目指すという流れでしたが、
当時はどのように進んでいたのでしょうか？

阿部賀寿男（第7代会長、以下阿部）
　まず誰が日本の会長を引き受けるのか、と
いう議論が先でした。私で行く話にまとまり、
新田さんがすべての委員長を口説きに行きま
した。

新田　阿部君の卒業を延長させる話も込みで、全委員長に根回
しをしましたね。全国大会そのものへの反対派もいましたが、
苦労の後に見られる景色があると信じて突き進みました。

■  YEGを深く理解し、仲間と強くつながった

司会　ブロック大会と全国大会を開催しましたが、このような大きな
事業で得られたことなどを聞いていきたいと思います。

片桐健司（第11代会長、以下片桐）　
　入って間もない頃に新田さんから「頼むぞ」と言われて、
ブロック大会のメンバーに入り、エクスカーションの担当を仰せ
つかりました。新田さんには「やりたいことをやっていい」と
言われ、かなり珍しかったと思うのですが、サッカー大会を
開催しました。皆さんの後押しで過去に無いようなブロック
大会になったと思います。

司会　新しいことにチャレンジして今までになかったものに
なったのですね。

清水俊弘（第12代会長、以下清水）
　全国に関しては懇親会の部会長でしたので、かなりの予算
規模を預かり、個性的な先輩方を従えての準備は本当に大
変でしたが、終わってみると非常に運が良かった年度にいた

なと思います。ある意味選ばれた人しかできない事業ですし、
ここまで凝縮された時期にYEGに入れたこと、そしてそこに
関われたことは幸運だったと思います。比喩ではなく家族より
長くいっしょにいました。

遠藤雅範（第13代会長、以下遠藤）
　わけがわからないまま実行委員会に入った
のは片桐さんと一緒。やってよかったという
のは、本当にそう。今も何か新しいことをやる
時に、全国大会の時の組織図を模してやると

何でもできる。あれをやったことで、YEGという組織を知り、
存在意義などもよく理解できた。ひどい2年間だったけど（笑）、
本当にやってよかったです。

司会　未来さんには、実行委員長としての苦労などをお聞きし
たいのですが。

鈴木未来（第14代会長、以下鈴木）
　ブロック大会は他の地域のものも経験した
ことが無かったし、周りの人が話している内容
が全然わからないし、委員会に持ち帰って
色々質問されても答えられず、最初は本当に

辛かったです。

新田　ブロック、全国の前に5周年をやりました。そんなの無理だ、
という声に対して「できるよ」、と見せつけるために企画したもの
です。実質、未来さんと2人でやったようなもので、未来さんが
いないとできませんでした。

司会　最近まで現役だった西牧さんから見て、現在に活きて
いることってどんなことでしょう？

西牧潤（第17代会長、以下西牧）
　日本YEGとのコミュニケーションの部分と
か、イベント終了時に担当委員会が列を成して
お礼する文化などは、ブロックと全国の経験が
あったからだと思います。あとは席次とかシナ 

リオとか、かなり委員会、役員会で意識して作り込んでいて、
経験していない単会とはかなり異なると思います。

司会　当時の親会や事務局との連携ってどうでした？

苦労の後にしか見られない景色

座 談 会

「ブロック、全国大会を経験して」

出席者：新田秀悦第5・第6代会長  阿部賀寿男第7代会長
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新田　ブロック・全国を目指すようになって、ブロック内の集まり
や、市内の様 な々行事に出席するように要請が増えました。事務
局には、育てなきゃいけない、知ってもらわなきゃいけない、
という意識があったと思います。

司会　新田さんの時代に初めて専務理事が生まれましたが、当初
はどんな仕事をしていましたか？

新田　石巻から来た私が、仙台のことをよく知っている人間を
側に置きたいと思って、三原さんを専務にしました。

三原健太郎（第8代会長、以下三原）
　全国大会の議論が始まり、土台作りに奔走した2年間でした
ね。阿部さんが全国会長を目指すことで了解をもらっていたものの、
まだオープンにできないタイミングで定年延長の議論をする必要
があり、一般会員の了承を得るのが大変でした。

司会　全国大会のあとに10周年という行事もありました。片桐
さんが単会会長で遠藤さんが実行委員長でしたが、どのような
思いで取り組まれましたか？

遠藤　全国大会の翌年で、勢いで乗り切りました。どこの周年
もゲストのおもてなしに走って、自分たちのお祝いを楽しめない
のがよくある形ですが、それが嫌だったんで、実行委員会には
苦労をかけたけど、なるべくメンバーに楽しんでもらう設えに
しました。

片桐　私自身、周年事業を経験したことがなく
て、数ヶ月前に別の単会の周年に招待されて、
ちょっと慌てました。無知なおかげで、大小問
わず色 と々反省点、心残りはありますが、直前
だったのでできることに割り切ってやりました。

司会　日本の会長を経験して築いたつながりについて伺えます
か？

阿部　県連、ブロック、日本で築いたパイプは本当に太く、確実
なものになったと思います。初めて県連に出向した時、実は
仙台への風当たりは強かったのですが、大会を目指す中で
ブロック内あちこち訪問し、今では何でも相談できる関係性を
築けました。

新田　ブロックの承認をもらわないと全国に
行けないわけだから、それを目指した時点で
自分の単会はもちろん、県連、ブロック、全
国とあちこちに根回しが始まりました。力のあ
る人を見分け、助けてもらいながらたどり着き

ました。何かやろうとしたら、水面下で手を繋ぐ人を見つけて、
先んじて繋いでおくことが大切です。

■  人生が変わるほどの強い思い

司会　最後に後輩たちへ激励の言葉をお願いします。

西牧　仕事だけをやっていたら出会えなかった人たちと深い
関係性を築けたのは、こうした大きな事業を経験したおかげ
です。先輩方と汗のかき方を覚え、人間的にも成長させてもらい
ました。仕事に間違いなく活きています。YEGではそういう経験
をして、会社に持ち帰って欲しいです。これからも自由な発想
でチャレンジしてほしいです。

鈴木　唐突に新田さんから「握手しよう」って言われたのが
すべての始まり。それから新田さんとは毎日のように話し合い、
色 と々実行に移しました。周りの人も動き出して、奇跡が起こっ
たと思う。それだけにあの握手は一生忘れられません。チャン
スの神様は前髪しかない、とよく言われますが、まさにそんな
体験でした。

遠藤　結構ハードなYEGライフを送ってきましたが、全部無駄
じゃなかったし、楽しかったです。そして周りには仲間がいま
した。YEGではハードワークするほどに、一緒に頑張れる仲間
に出会えるので、出し惜しみをしないでほしいです。

清水　今日、全国大会のDVDを見てから来ま
したが、新田さんがモデルさんと歩いている姿
などを懐かしかったですね。全国大会の後に
イベント会社を立ち上げましたが、全国大会で
懇親会を担当したからこそです。商売をやりな

がら、最高の仲間を手に入れてほしいです。

片桐　吉田英樹君（第15代会長）の話をします。全国大会の
時に、ある部会の部会長候補者を探していて、後輩の英樹君を
推薦しました。当時の英樹君はほとんど顔を出さない幽霊会員
でしたが、これをきっかけに会長を務めるまでになりました。
色 な々経験、出来事、出会いがあるのがYEGです。

阿部　三好さん（初代会長三好一夫氏）が会長になるので、商店
街の先輩を支えようと入会しました。まさか自分が会長、さらに
日本の会長までやるとは想像していませんでした。メンバーは
もちろん、社員や事務局など、YEGの活動を支えてくれている
人たちがいます。常に感謝を持って、チャレンジしてほしい。仙台
YEGが次に狙うとすれば会長研修会だと思いますが、しっかり
準備をして高い目標を目指してほしいです。

三原　仙青連の理事として、既存の組織を閉じ
る役目を負ってYEGに入り、そこからブロック
大会、全国大会と激動の2年間を過ごしました。
皆さん人とのつながりのお話をしていますが、
私も最近自分の店の移転を経験し、YEGの人脈に

だいぶ助けられました。

新田　思いは叶います。リーダーにとって大切なのは、強く思う
ことです。YEGの15年間、すべてを仕事に注いでいたら人生
が変わっていたかもと思うくらい、私はYEGに打ち込みました。
新しい景色を見るべく、チャンスは絶対に自分から掴みにいっ
てほしいです。
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■  全国大会直後の東日本大震災

司会　早速ですが、東日本大震災の経験を踏まえ、これから
YEGを担う後輩たちに伝えたいことを伺います。

橋浦隆一（第9代会長、以下橋浦）
　東日本大震災の発生は、私が会長を務めた
年度を締め括るボーリング大会が予定されて
いた、まさにその日でした。私たちの代と後藤
さんの代をつなぐ大事な行事だと位置づけて

いたので、大変残念に思ったものです。
　私の会長としての功績を挙げるならば、後藤さんを次の会長
に指名したこと、と言えるかもしれません。YEGの様な団体は、
往々にして継続していくことに重きを置きがちですが、全国から
の支援の申し入れへの対応や、こちらから全国への発信など、
前例が全く通用しない中で仙台YEGを運営してくれました。

後藤誠（第10代会長、以下後藤）
　震災発生の直前となる2月に全国大会を開催
したことがすごく効きました。準備段階から
全国各地にネットワークができ、そこを頼りに
動けたのは本当に幸いでした。

　そんな中で片桐さんは大いに苦労されたと思います。後にも
先にも例がありませんが、副会長兼専務として、次年度会長候補
にもかかわらず、実務を一手に担ってくれましたから。全国大会
でも尽力し、顔の広い片桐さんがいたからこそ進められました。
　もうあんな思いはしたくない、と思いつつも、やれることが
広がったという手応えもありました。

片桐健司（第11代会長、以下片桐）
　　あの年は後藤さんと相談しながら、義援金や支援の申し
出への対応に奔走していました。まさに外交ですね。仙台に
一番乗りで支援物資を届けてくれたのは富山の皆さんで、車で
何時間もかけて駆けつけてくれたことが忘れられません。

清水俊弘（第12代会長、以下清水）
　東日本大震災を機に、こうした災害の際に全国
のYEGが相互に連携しよう、ということで始まった
のが災害連携協定です。平成24年（2012年）、
翌年に阿部賀寿男さんの日本YEG会長就任を

控えた年の会長会議の中で提唱されたもので、例えば太平洋側
で災害があったら、日本海側から支援に行こうという発想で、日本 

全国の同じくらいの規模の単会同士がグループ分けされました。
　仙台は広島、富山、深谷と同グループとなり、仙台に来てもらっ
て発足しました。あれから10年以上が経過し、現在も連携が
続いているのは我々だけになってしまいました。
　大きな災害を経験した私たちだからこそ、遠くに支えとなる仲
間がいることの心強さを知っていますし、この連携は継続して
いってほしいです。

■  震災を乗り越え、さらに強固に

司会　仙台YEGと他の団体や行政とのつながりというテーマに
移ります。今も続く「風会議」は、どのようなきっかけで始まった
のでしょうか。

遠藤雅範（第13代会長、以下遠藤）
　全国大会の準備を通じて他単会とのつながりが生まれ、他単
会が行政と密接につながっていることに気づきました。そこで、
行政とつながることをテーマに委員会を作りました。委員長には、
国連防災会議に参画した清川君を据え、提言団体になるための
足がかりにしようと考えたのです。
　私も清川君も、実際にどうしたら良いか思案していたのですが、
清川君が「全国でやっている風会議の仙台版を」というアイディア
を披露してくれて、ぜひそれをやろうと後押ししたのが始まりです。

福田大輔（第16代会長、以下福田）
　私の代の頃に風会議は、県や国を巻き込んで
さらに大きいことに関与していける形を模索
しました。それぞれのテーマに対して、市、県、国
では考え方、スケール感が違いますので、それを

知った上で、適切な所へ適切な提言ができるよう範囲を広げて
いきました。

司会　一方で、東北大学などのアカデミックな世界との連携と
いう面ではいかがですか？

橋浦　私が会長に就いていたのと同時期に、東北大学さんでは
地域イノベーション研究センターが立ち上がり、RIPS塾を構想
していました。偶然にも私が大学院に通っており、担当の先生
方とも個人的に面識がありました。
　私見ですが、経営のスキルというのは磨くことができるもの
なのに、それを身につける機会は多くはありません。経営理論
は絶対ではありませんが、知っておくべきことだから「経営学」

「 震 災・風 会 議 」

外の空気を吸い、柔軟に

座 談 会

出席者：橋浦隆一第9代会長  後藤誠第10代会長  片桐健司第11代会長　　
　　　　清水俊弘第12代会長  遠藤雅範第13代会長  鈴木未来第14代会長　　　　　　
　　　　吉田英樹第15代会長  福田大輔第16代会長
司　会：守川雷太副会長
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という学問が成立しています。経営スキルを身につける機会の
提供は、地域経済への貢献につながると考えました。
　そこでRIPSの立ち上げに関与することになり、仙台YEGからの
申込みは優先的に受け付ける、ということになったのです。経営
者には自分の世界で小さくまとまらず、外の空気を吸ってもらい
たいですね。

鈴木未来（第14代会長、以下鈴木）
　私は5期生としてRIPSに入りました。覚える
べきカタカナが多くて驚きましたが、学んだこと
はもちろん、その時に築いた同期生とのつなが
りがかけがえのないものになりました。新しい

事業のアイディアなどを肴に、今もお酒を酌み交わす仲です。

遠藤　私もRIPSで学びましたが、東北大学で学んでいると思う
と、ドキドキしましたね。

福田　せっかく仙台には数多くの大学があり、多くの学生がいます
ので、学術機関と経済団体とのつながりは、もっとあって然る
べきですよね。

遠藤　大学生を地元に残す、という観点でもその方が良いと思
います。

吉田英樹（第15代会長、以下吉田）
　学生を絡めた事業のうち、私が携わった
ものだと、家族向け事業に留学生を混ぜて、
異文化交流を楽しんだ事業がありました。一つ
反省があり、まだこの頃は「ハラル」について

の理解が進んでおらず、一口も食事を食べずに帰られた学生が
いたことです。こうした経験が本当に勉強になりました。

司会　その他、何か他の団体とのつながりなどで思い出される
ことはありますか？

鈴木　全国大会、その前年のブロック大会と遠く浜松からお越し
いただいた中山さんという歴代会長の方がいらっしゃいますが、
彼が震災の時に「東日本応援団」として仙台と大船渡に駆け
つけてくれました。彼はその後10年間に亘って仙台を訪ねてきて
くれていたことは忘れないでほしいと思います。

清水　JCさんとの交流は私が会長の時に、執行部同士の飲み
会という小さな単位ですが行われていました。地元の経営者
同士、有意義な意見交換ができましたよ。

鈴木　清水さんたちがそれをやってくれたおかげで、以降、
青葉まつりに混ぜてもらっていますね。

■  後輩たちへ

司会　最後に、仙台YEGの未来を担う後輩たちに激励をお願い
します。

鈴木　イベント業という仕事柄、使っていただくことが多いの

ですが、それよりも現役時代は信頼関係を築くことに重きを
置いていました。多少金額面で厳しいお仕事でも、やらせていた
だいた結果として、信頼関係が作られ、今の仕事につながって
いると感じています。後輩の皆さんには、現役の間は人間関係
を作る時間にしていただければと思います。

吉田　人脈がいかに大切かを感じたエピソードを一つ紹介し
ます。ある時、全国出向でつながった神奈川の会社から電話で
問い合わせがあり、「サイコーって知っている？」「知っているも
何も、うちの副会長（当時）だよ」ということで、つないで差し
上げた結果、ものすごい成長を遂げられました。本当にこんな
ことがあるのが、YEGの面白さだと思います。

遠藤　父の急死を受けて今の会社の社長に就任
しまして、そんな時に片桐さんから誘われたのが
YEGとの出会いでした。ひたすらYEG活動に
取り組んだ結果、色 と々使ってもらうようになり
ました。

　しっかりと活動すれば、関係性や信頼は後からついてきます。

清水　東京でサラリーマンをしていた私が、義父の会社を継ぐ形
で縁もゆかりもない仙台で経営者になりましたが、経験も人脈も
無い中で入会し、ここまでやってこられました。人とのつながり
の中で、本業の警備業とは全く違う、モデルエージェンシーの
会社も作りましたし、サラリーマン時代には考えられない今が
あります。皆さんなりの楽しみ方で活用してもらえればと思います。

福田　色々な業界の方のお話を聞かせてもらう場、という認識
でYEGを捉えていました。様々な経験をさせてもらい、やる
つもりのなかった会長まで経験してしまいました。会長職は、
結果的にやってみて良かったと思っていて、行政や親会にしっ
かりと顔を売ることができました。参加した分のチャンスが与え
られる団体だと思います。

片桐　色々な人と出会い、お酒を酌み交わし
ました。楽しいばかりでなく、しんどい時も、
同年代のメンバーから直球の助言をもらった
こともありました。一零細企業の経営者なが
ら、250人の会員を率いる会長を経験したこ

とは、貴重な経験でした。

後藤　YEGというのは、ビジネスの話をフラットにできる場
だと思います。メリハリもありましたし、個人的には楽しく参加
できました。構えずに様々な経験や学びができる、参画しや
すい団体です。何よりも今に続く関係性を築くことができ、多くの
方に助けてもらいました。

橋浦　私は会長の時に「仕事が一番だ」と言い続けました。社
業あってのYEGですから、商売を大事にしながら、その上で互
いに刺激を与え合える団体を目指したつもりです。腹を割って、
文字通り裸の付き合いで信頼を築いてきました。これからの仙台
YEGには、メリットなど説明しなくても人が集まる団体になって
いってほしいです。仲間との絆は、何事にも替え難いものであり、
メリット以上のものがきっとあるはずです。
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■  事業を実現させるマインド

司会　新型コロナウイルスの猛威を大きなトピックに、直近の
仙台YEGについて聞いていきたいと思います。それぞれの会長
年度で印象に残っている事業は何でしょうか？

岩本富貴（第18代会長、以下岩本）
　自分の年度はコロナが出始めた頃で、何とか年度終わりに
近い2月末までは事業は通常通り開催してきました。スローガン
で掲げた「会員メリットを追求し、所属価値を高める」という部分で、
様々な事業を通じ各委員会には体現して頂きましたし、今後の
青年部の一つの骨子を創る意味においても政策提言書の作成と
手交、そしてビジョンを残すことができたのは大きな成果だった
と思います。
　また、親会が開催している商工会議所議員対象の支店長交流
会に、是非YEGも参加させて頂きたいと親会に交渉し、県連
青年部として参加させて頂きました。支店経済とも言われる仙台
を象徴するような企業が集まる会合に参加し、誰もが知ってい
る大企業の方 と々YEGの会員になれば交流の場を持てると言う
事は、一企業ではできないことをYEGの力で実現するという
意味で象徴的な事業だったと思います。

齋藤友和（第19代会長、以下齋藤）
　「行動こそすべて」を標榜して走り切った1年でしたね。「不
確実な時代」と当時よく口にしていましたが、年度の準備段
階でコロナが広がり、各種事業を、想定していた内容から大
幅に変更せざるを得ない状況が多々ありました。そんな中で
実施したクラウドファンディングは印象深いです。
　またオンラインを活用した事業をいち早く立ち上げたことも
記憶に残ります。当初、コロナはまだ得体のしれない怖いもの、
という扱いでした。しかし4月早々にオンラインでのBCPセミ
ナー事業を実施できたことなども効いて、可能な範囲で事業を
やろうという機運醸成につながりました。
　加えて、上程書の様式を変えて会議を短縮したこと、リアル
な交流ができない中で情報発信を担うホームページを改修した
ことなどは、その後につながりました。

清川晋（第20代会長、以下清川）
　BE GLOCALを掲げ、コロナが多少は回復してくれることを
見通して、海外も視野に入れた事業を考えていましたが、少し 

 
早かったかもしれませんね。それでも新規ビジネス推進委員会 
とカチプロ委員会が本当によくやってくれたと思っていて、
IKEAさんとのご縁をつないでくれたことや、YouTubeを通じ
て、後世に残るプロモーション動画を残してくれたことなど、私
が当初想定していた以上の成果がありました。さらに、TGA

（東北グロースアクセラレーター）にコメンテーターとして参加
させていただき、主催したMAKOTOキャピタル（現スパークル）
とのつながりが深まりました。

司会　コロナ禍によって、やりたくてもできなかったこと、と
いうのはあったのでしょうか？

齋藤　前の年にニューヨーク視察があったので、私の年度では
日本から遠く離れた、世界的にはビジネスにおける最後のフロン
ティアとも言われているアフリカに行くという構想がありました。
現地のガイドができるという日本YEGのつながりがあっただけに、
惜しかったですね。
　情報が多い時代で、実際に行動していなくてもやった気に
なってしまうような世の中ですが、やはり経験に勝るものはないと
思っていて、研鑽事業や仲間とリアルにコラボをする事業など
をもっとやりたかったな、と思っています。

清川　友和さんの年度を見て、コロナの影響下が続くことは
予見していました。ただ、やりたいのにできなかった、という
事業は無く、コロナが当然という状況下で、可能な範囲で工夫
をこらして事業を実施しました。もちろん、コロナが落ち着いて
くれればもっと人を集められた、とか交流を深められた、と
いうことはあります。

司会　ニューヨーク視察事業について、まずニューヨークを
目指したきっかけや、どのように実現していったのかなどを教えて
いただけますか？

岩本　理由は至ってシンプルで、私の「行って
みたい」という思いを実現させた事業でした。
YEGは総会や各事業など、継続性のあるもの
やビジネス目線で企画された事業などが基本に
なりますが、あこがれを実現することも会員

メリット、所属価値向上の実現だと思って、少々強引だったかも
しれませんが、実現に向けて担当委員会とともに動きました。

絆の大切さを再確認したコロナ禍

座 談 会

「 コロ ナ 禍 か ら未 来 へ」

出席者：岩本富貴第18代会長、齋藤友和第19代会長、清川晋第20代会長
司　会：守川雷太副会長
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より近いアジアや、同じアメリカでもシリコンバレーが良いんじゃ
ないか、などの現実的な意見もありましたが、私としては世界
のビジネスの中心と言われる場所をその目で見てみたいという
思いで、ニューヨーク視察事業からブレることはありませんで
した。わがままを通した、などと言われるかもしれませんが、
結果的に全国から「すごいね」と言われる事業になりました。
実現に向けて高いハードルをいくつも超えましたが、ニューヨーク
視察事業を無事終えた事で、今後の海外研修はもちろん、国内に
おいても、仙台YEGにとっては様 な々選択肢の幅が広がったと
思います。

■  コロナ禍で培った柔軟性と新たな武器

司会　災害への備え、対応について聞いていきます。震災と
コロナの違いについてどう感じておりますか？

岩本　震災はいきなり底辺に突き落とされた感じです。悲惨
ですが、あとは上がるだけという感覚でした。当時の後藤会長
は、臨機応変に動いて頂き、震災発生直後の4月には総会を
開催していましたのでコロナ過とは全然違いますね。コロナ
過は、少しずつ落ち続けていくような印象でしたよね。動き
たくても動けないので、まるで経済を止めようとしているかの
ようで、手に負えないな、という感じです。

司会　目線を変えて、コロナがあったからこそ好転したことは
ありますでしょうか？

齋藤　対面で会って話すのが当たり前だった
状況から、コロナがあったおかげでオンライ
ンという武器を手に入れ、その一方でフィジ
カルに会う素晴らしさを再確認できました。
　また、飲食や観光業への打撃が騒がれ始

めた頃、当時の副会長青木聡志さん（現在はOB）が先行き不
安を訴え、行動を起こそうとしていました。顔の分かる人のリ
アルなピンチを目の当たりにして着手したのがクラウドファン
ディングでした。手を差し伸べ合える絆を作ることで、救われ
ること、新しいことが生まれることがあったと思います。
　スピード重視で、多少ルールから外れた部分もあったかもしれ
ませんが、結果的に単会で2500万円、県連も絡めた2回目も
2000万円超を集め、全国に紹介される素晴らしい取り組みに
なりました。

司会　良い取り組みが全国に広まっていく、その瞬間を私も
出向していた時に目の当たりにしました。

清川　新規ビジネス委員会で、医療従事者向けの支援事業を
やったことが、私の年度では象徴的だったと思っています。
YEGの関係性の外に向けての支援、という視点を持ったことは
大きな意味があったと思いますし、取材もされてプロモーション
的にも成果があった、コロナ後の事業としては好例じゃない
でしょうか。

司会　今後も大きな災害がないとは言い切れない中で、会として
備えておくべきことはどんなことだとお考えですか？

清川　震災もコロナも、最もインパクトがあった
のは当年度の会長だった人たちでしょう。震災
時は後藤会長が「臨機応変」を、コロナ時に
は齋藤会長が「行動こそすべて」をスローガン
に掲げたのは、決して偶然じゃない気がして

いて、先輩方を見ていても、「何が起きても決して会の活動を
止めない」というマインドが大事なんだと教わりました。そんな
マインドを持つことが第一にやるべき備えだと思います。

■  やり切る気持ち、さらなる変化

司会　後輩会員へ激励のメッセージをお願いします。

齋藤　期待しかないよ。

岩本　仙台YEG はたかだか20年の歴史ですから、やりたいこ
とをやり切る、そこにつきまとう苦しみは仕方ないと割り切り、
文句を言わせないくらい頑張ることが大事だと思います。
　そして、会社、家族を代表して活動してる以上、それに恥じ
ない行動をする事だと思います。

齋藤　会長をもう1年、というのは相当言われました。でも当年
度にパワーを注げなくなるリスクも感じていたし、そして将来
登場する優秀な会長候補者の出番を奪ってしまうということを
危惧していました。なので、コロナに立ち向かう大事な自分の
年度をやり切ると決意しました。
　現在、仙台YEGの社会的な存在感は高まっていると思います。
今後はさらに公共的な関わり、地域等への還元というのも増や
していっていいと思います。街のあり方を語り、変えていくよう
な取り組みが今後必要になると思います。

清川　現在、日本YEGに出向をさせてもらっていますが、日本
YEGでは会員数の将来的な減少を予測していて、勧誘ももち
ろん大事ですが、何よりも所属するメリットを提供できる団体に
ならないと人数を維持できない、という話になっています。
　日本出向では他にも気づきが多くて、日本、ブロック、県連、
単会とそれぞれのカテゴリーでできることが違い、その仕組み
を知るべきだと感じるようになりました。視野を広げ、YEGの
仕組みを知り、自社に有利な様に活用できる人が、これから
どんどん現れてほしいです。
　仙台YEGは、各企業の後継者がメインだった創立時の姿か
ら、起業家の割合が高まり、会の有り様にも変化が必要になっ
てきました。新たな20年に向けて、深く考え、変化していって
ほしいです。
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仙台商工会議所青年部

創立20周年
記念講演  式典  祝賀会
仙台商工会議所青年部の創立20周年を記念し、去る令和4年

11月21日に仙台国際センターにて各種記念事業を盛大に開催

しました。

ご来場下さいました多くの皆様、そしてこれまで仙台YEGを

支えていただいた多くの方への感謝を気持ちと、これからの

飛躍への強い思いを設えに込めさせていただきました。
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【 記念講演 】15：30～ 16：30　
場所：仙台国際センター　会議棟・大ホール
日時：令和 4年 11月21日（月）

演　題

「青年球団社長が挑む 東北の地方創生」
講師　株式会社楽天野球団
代表取締役社長　米田陽介…様

仙台商工会議所青年部　創立 20 周年　記念講演

副会長　守川 雷太 君　花束贈呈

株式会社楽天野球団　
代表取締役社長
米田 陽介 様

司会　鈴木 沙喜代 様
20 周年記念事業実行委員会

副実行委員長 石井 健太郎 君　挨拶

仙台商工会議所青年部

創立20周年
記念講演  式典  祝賀会
仙台商工会議所青年部の創立20周年を記念し、去る令和4年

11月21日に仙台国際センターにて各種記念事業を盛大に開催

しました。

ご来場下さいました多くの皆様、そしてこれまで仙台YEGを

支えていただいた多くの方への感謝を気持ちと、これからの

飛躍への強い思いを設えに込めさせていただきました。
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【 記念式典 】16：30～ 17：30　
場所：仙台国際センター　会議棟・大ホール
日時：令和4年11月21日（月）

仙台商工会議所青年部　創立 20 周年　記念式典

開会宣言

国歌「君が代」斉唱

商工会議所青年部の歌 「伸びゆく大地」斉唱

綱領朗読・指針唱和

主催者挨拶

ご来賓祝辞

活動報告
「仙台 YEG 政策提言 STORY
　　　　～次の 20 年へ想いを繋ぐ～」

閉会宣言

プログラム

直前会長　清川 晋 君　開会宣言

令和 4 年度 会長　新本 考 君　挨拶
仙台商工会議所

藤﨑 三郎助 会頭　歓迎の挨拶
経済産業省 東北経済産業局長 戸邉 千広 様 代理　

産業部長　鈴木 光弘 様　ご祝辞

宮城県知事 村井 嘉浩 様 代理
副知事　遠藤 信哉 様　ご祝辞

活動報告　プレゼンター
令和元年度 会長　岩本 富貴 君

活動報告　プレゼンター
令和元年度 政策提言委員会 委員長 桑原 和也 君

活動報告　プレゼンター
令和４年度 政策提言委員会 委員長　沼田 佐和子 君

仙台市長　郡 和子 様　ご祝辞
日本商工会議所青年部

西村 昭宏 会長　ご祝辞　

副会長　佐藤 英松 君　
「綱領」朗読、「指針」唱和、「仙台YEGビジョン」朗読
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【 祝賀会 】18：00～ 20：00　
場所：仙台国際センター　展示棟・展示室
日時：令和 4年 11月21日（月）

仙台商工会議所青年部　創立 20 周年　祝賀会

開会
仙台 YEG 会長挨拶
ご祝辞
ご来賓紹介
乾杯
歓談
アトラクション
御礼
中締め
閉会

プログラム

令和 4 年度 会長　新本 考 君　挨拶 仙台市　経済局長　村上 薫 様　ご祝辞

東北ブロック商工会議所青年部連合会
阿部 眞喜 会長　ご祝辞 初代会長　三好 一夫 先輩　乾杯のご発声

ヴァイオリン奏者　駒込 綾 様
ピアノ奏者　仙台 YEG　及川 久美子 君　 津軽三味線奏者　小田島 旺跳 様、小田島 旺泰 様

秋田商工会議所青年部から全国大会の PR むつ商工会議所青年部から東北ブロック大会の PR

阿部 賀寿男 相談役　中締めの挨拶
20 周年記念事業実行委員会

実行委員長 丸山 哲史 君　御礼の挨拶
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仙台商工会議所青年部　創立 20周年　祝賀会
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仙台商工会議所青年部　創立 20周年　祝賀会
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仙台商工会議所青年部　創立 20周年　祝賀会
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仙台商工会議所青年部　創立 20周年　祝賀会
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仙台商工会議所青年部　創立 20周年　祝賀会
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創立15周年記念式典 記念講演 祝賀会
平成29年11月14日（火）　仙台勝山館

祝賀会　アトラクション①

祝賀会　アトラクション②

祝賀会

祝賀会

記念講演  塩沼亮潤 氏　「今こそ【行】の心【夢】への道しるべ」

曳地実行委員長　中締挨拶

祝賀会

祝賀会

P h o t o  G a l l e r y

記念式典 記念式典　福田16代会長挨拶
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　この度は、20周年記念講演・式典・祝賀会に多大なるご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

皆様への感謝を忘れず、仙台YEGのこれからの20年、そしてその先へ想いを繋いで参ります。

ありがとうございました。

赤間　裕恵副実行委員長

丸山　哲史
20周年記念事業実行委員会　委員長

　先日は当会創立20周年記念事業にご多用のところご臨席いただき、誠にありがたく存じます。

事業当日仙台YEGを作り上げてきた皆様とお話した際に、「周年を祝うっていいな。」と周年事業の

意義の深さを理解しました。次代により良い仙台YEGを繋いでいけるよう自分も歴史の一部として

一年一年YEG活動を積み重ねていきたいです。
比嘉　庸貴副実行委員長

お礼のご挨拶

　先般は20周年記念事業にご臨席賜り、誠に有難うございました。

　ご多忙の中、遠方からも多数の方々にご足労いただき、事業当日、会場受付で皆様をお迎えしていて、人知れず

マスクの下で感涙しておりました。

　本事業を通じて、私達がどれだけ多くの方々からご支援・ご尽力をいただき、今日に至ることができたかを

改めて痛感致しました。ご臨席くださった皆様をはじめとして、これまで仙台YEGに関わってくださった全ての方々

に対する感謝の想いを深く胸に刻み、次の10年、20年へとその想いを繋いで参る所存です。

　YEGの諸活動を通して、素晴らしい仲間と出会い、信頼関係を築き、企業同士・単会同士が切磋琢磨して、

それぞれの地域を活性化することによって日本の経済を牽引する。それがYEGの本懐であると思います。

　まだまだ未熟な仙台YEGですが、「東北の中の仙台」から「世界の中の仙台」へと飛躍すべく邁進致しますので、

今後ともより一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、この場をお借りして、1年に亘って苦労を共にしてきた実行委員に心からの感謝を捧げます。

　小生にとって、YEG活動で得られた最大の幸福は、何ものにも代え難い “生涯の仲間” に恵まれたことです。

　20周年記念事業にご参加をいただき有難うございました。今回の記念事業を通じて仙台YEGの

歴史を学べた事やコロナ禍の中、実行委員会メンバーと事業を開催出来たことは、私の人生の財産に

なっていくと思っております。これからも仙台のために頑張りますので何卒宜しくお願い致します。

石井　健太郎副実行委員長
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2 0 周年記念事業実行委員会メンバー

実 行 委 員 長

副実行委員長

副実行委員長

副実行委員長

実 行 委 員

丸山　 哲史
赤間　 裕恵
石井　 健太郎
比嘉　 庸貴

赤羽　 多恵
泉田　 智行
伊藤　 昭人
伊藤　 司
内川　 陽介
貝山　 裕永
川北　 力斗
川島　 光夫
菅野　 佑美
菊地　 真由美
木村　 智美
日下　 邦明
久保田 恭輔
齋藤　 孝志
佐々木 崇
菅原　 究
高崎　 陽輝
竹中　 大輔

田中　 昌樹
千葉　 卓也
鶴戸　 祐也
冨田　 雄樹
沼田　 佐和子
沼田　 若菜
葉坂　 勇樹
橋本　 聡
鳩山　 将尉
早坂　 智
一杉　 昌玄
伏見　 甲太郎
水谷　 俊二
守川　 雷太
山田　 謙介
吉田　 昇
若松　 昂司

㈱ユアーズ・コーポレーション仙台支店

㈱エフェクト

 桜井薬局

One Way㈱

㈱宮城テレビ放送

㈱エスペランス

㈱PRIME OCEAN

㈱サウンテックス

㈱仙台紙工印刷

医療法人貝山仁済会貝山中央病院

㈱エドワードアンドカンパニー

㈱リバコム

ジブラルタ生命保険㈱仙台西支社

㈱オルブロート

損害保険ジャパン㈱

㈱エフェクト

㈱久保田本店

東洋ワークセキュリティ㈱

㈱リブインザモーメント

㈱日新

CKT㈱

竹中法律事務所

㈱アル・エル

マルヤ水産㈱

トレボン食品㈱

㈱カリーナフードサービス

㈱よごと企画

㈱仙台リサイクルセンター

㈱イトオン

㈱あえる仙台支店

キリンビール㈱東北統括本部

笹氣出版印刷㈱

日本総合衛生科学㈱

㈱毎日広告社仙台

㈱水谷自動車

ネッツトヨタ仙台㈱

㈱サンコー造型

㈱ヨシダ

オリックス㈱仙台支店
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仙台商工会議所青年部会員　256名（令和4年11月現在） 

㈱こだま……………………………………
三井住友海上火災保険㈱… ……………
㈱宮城テレビ放送…………………………
㈱エフェクト… ……………………………
㈱MSC… …………………………………
㈱キョーワテクノ… ………………………
工芸㈱… …………………………………
㈱ダストコントロールアズミ………………
アウラクリエイティブ㈱……………………
㈱AB企画…………………………………
ブイ・シー・エスアーガシア…………………
阿部勘酒造㈱… …………………………
㈱丸雄組　仙台営業所… ………………
ライフ・ファクトリー㈱… …………………
㈱昭和羽前建設工業… …………………
荒岩商事㈱… ……………………………
(有)和曇……………………………………
㈲ミリオン商事……………………………
セルコホーム㈱……………………………
㈱HC'Bon…………………………………
マルイチ商事㈱……………………………
お茶の井ヶ田㈱……………………………
㈱桜井薬局… ……………………………
㈱オリックスプランズ…ワン… ……………
東洋ワーク㈱………………………………
東日本電信電話㈱　宮城事業部………
AZUL　Energy㈱… ……………………
㈱サウンテックス… ………………………
WIDEFOOD㈱……………………………
未来志向(同)………………………………
㈱エルエスシー……………………………
東洋ワークセキュリティ㈱…………………
Ａ－ＲＡＩＳＥ㈱… ………………………
㈱エフシーバンク…………………………
㈱ワンイズム………………………………
㈱Bucci…international……………………
㈱百反………………………………………
相澤・薄井法律事務所… …………………
㈱仙台紙工印刷… ………………………
ウエノ設備㈱………………………………
遠藤工業㈱… ……………………………
虹のさかなプロダクション…………………
㈱クロールアップ… ………………………
演劇企画集団London…PANDA…………
きらら音楽学院……………………………
㈱ニッセイ宮城……………………………
アドバンスオートモービル㈱… …………
メットライフ生命保険㈱… ………………
㈱グリーンランド… ………………………
㈱マイナビフットボールクラブ……………
欅産業㈱… ………………………………
㈱エスデーファイブ… ……………………
㈱豊… ……………………………………
㈲エイチアイファクトリー…………………
㈱仙台協立… ……………………………
㈲ローゼバンケット… ……………………
プルデンシャル生命保険㈱………………
㈱奥村組　東北支店… …………………
㈱ココロ・コーポレーション………………
㈱ハミングバード・インターナショナル……
小野リース㈱………………………………
㈱福助… …………………………………
キングラントウホク㈱……………………
クリエイティブエージェンシー㈱バリオン…
㈲開山………………………………………
はらいそカリー……………………………
㈱虹とソラ…………………………………
㈱RE-PRODUCE…………………………
㈱アイショウ… ……………………………
㈱JVKM… ………………………………
仙台ターミナルビル㈱ホテルメトロポリタン仙台…
㈱Develop…………………………………
㈱H・K…FOODS……………………………
㈱エドワードアンドカンパニー……………
㈱リバコム…………………………………
デロイト　トーマツ税理士法人　仙台事務所…
ジブラルタ生命保険㈱　仙台西支社……
㈱オルブロート……………………………
税理士法人プロフェッションズ　仙台本町事務所…
損害保険ジャパン㈱………………………
仙台中央タクシー㈱………………………
㈱青葉ガーデン……………………………
㈲大同苑… ………………………………
㈱久保田本店……………………………
アフラック保険サービス㈱… ……………
㈱友翔　東北支店　仙台営業所… ……

相原　…康司
赤塚　…志帆理
赤羽　…多恵
赤間　…裕恵
秋葉　…雅子
浅野　…将輝
東　　…功一
安住　…政一郎
安達　…智人
阿部　…貴俊
阿部　…誠
阿部　…昌弘
阿部　…美香
阿部　…龍
甘木　…学
荒井　…俊輔
荒井　…和朗
荒川　…広之
新本　…考
安齋　…亮介
壹岐　…直紘
井ヶ田…健一
石井　…健太郎
石垣　…純
板垣　…綾
伊藤　…和之
伊藤　…晃寿
伊藤　…司
伊藤　…直之
伊藤　…暢明
伊藤　…元気
井上　…幸生
今田　…貞
岩佐　…卓典
岩住　…浩一
岩渕　…義成
岩本　…富貴
薄井　…淳
内川　…陽介
上野　…敬幸
遠藤　…雅人
及川　…久美子
及川　…大生
大河原…準介
大河原…真歩
大久保…直樹
大滝　…歩
大竹　…智浩
大友　…豪
大橋　…怜
大原　…良祐
大宮　…智之
大森　…健介
大山　…宏
岡﨑　…梓
岡崎　…真奈美
尾形　…亜也子
岡本　…卓也
奥山　…龍也
小野　…雅人
小野　…洋平
小野寺…いつか
小原　…一恭
小山　…和彦
開山　…奈々
貝山　…裕永
片岡　…啓吾
片岡　…陵
勝又　…源紀
桂　　…北斗
金子　…良平
萱場　…紀寿
狩野　…広幸
川北　…力斗
川島　…光夫
川村　…周平
菅野　…佑美
菊地　…真由美
菊池　…祐輝
木村　…智美
清川　…晋
切通　…晋介
金　　…鳳仙
久保田…恭輔
熊谷　…寛人
桑野　…翔

弁護士法人A.I.ステップ… ………………
㈱GEN… …………………………………
ゼビオアリーナ仙台………………………
㈱フクヤジャパン… ………………………
㈱藤崎… …………………………………
㈱造設計事務所… ………………………
㈱HAKKA… ……………………………
（公社）定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会…
㈱ルデラ……………………………………
㈱瀬戸屋… ………………………………
太陽地所㈱… ……………………………
㈱ステップスナイン… ……………………
サイト工業㈱………………………………
遠山青葉印刷㈱… ………………………
㈱VISIT東北………………………………
㈱仙台買取館… …………………………
INCOLORE………………………………
前田建設工業株式会社東北支店… ……
ミナト電気㈱………………………………
㈱リブインザモーメント……………………
ＦｏｕｒＳ㈱… ……………………………
㈱ベガルタ仙台……………………………
アイエ書店㈱………………………………
㈱サリダ……………………………………
㈱マルイチ…………………………………
㈱PRIME…OCEAN………………………
㈱青葉環境保全… ………………………
らいふパートナーズ㈱… …………………
㈱プレスアート……………………………
東北黒沢建設工業㈱… …………………
㈱アサン……………………………………
フィリップモリスジャパン(同)… …………
錦エステート㈱……………………………
㈲佐松電話店… …………………………
㈱アルーツ・プランニング…………………
㈱ＦＦＣ……………………………………
㈱アルベートサム… ………………………
阿部建設(株)………………………………
佐藤隆太社会保険労務士事務所… ……
㈱昭和紙工… ……………………………
㈱大崎商事… ……………………………
㈲三文字屋…………………………………
炭焼笑店ゴジュウマル……………………
㈱SPS………………………………………
㈱仙台８９ＥＲＳ… ………………………
㈱エイトステップ… ………………………
㈱オフィスベンダー… ……………………
㈱トウケングループ… ……………………
㈱ＷＯＮＤＥＲ　ＷＩＳＥ… ……………
リージョンズ㈱……………………………
伊達商店……………………………………
ブルーバード(同)… ………………………
㈱あいあーる………………………………
仙台鈴木自動車工業㈱… ………………
アールランド開発㈱………………………
㈱佳乃… …………………………………
タスキー税理士法人………………………
㈱河北アドセンター… ……………………
㈱楽天野球団… …………………………
CKT㈱… …………………………………
㈱グッドリレイション　……………………
エス・アイ・ロジ㈱… ………………………
弁護士法人結の杜総合法律事務所… …
ビーエッチ㈱………………………………
(有)スキルワーク… ………………………
竹田公認会計士事務所… ………………
名鉄観光サービス㈱　仙台支店…………
今野印刷㈱… ……………………………
㈱トーチク…………………………………
仙台プロパン㈱……………………………
竹中法律事務所…………………………
㈲オリエントコーティング…………………
松月産業㈱…………………………………
司法書士・行政書士田中事務所… ………
エフビットコミュニケーションズ㈱… ……
㈱アル・エル… ……………………………
㈱大商金山牧場… ………………………
㈱エストゥルース　仙台支店… …………
積水ハウス㈱東北シャーメゾン支店… …
㈱フェイス…………………………………
仙台国際ホテル㈱…………………………
マルヤ水産㈱………………………………
千葉農園……………………………………
㈱NIWAYA………………………………
㈱Ｌｉｔｔｌｅ　Ｏｎｅ… …………………
土屋不動産㈱… …………………………

桑原　…和也
嚴　　…晟祐
小池　…励起
桑折　…佳浩
小﨑　…佑介
小林　…龍生
小松　…勇斗
小山　…傑
今野　…和希
金野　…琢哉
齋藤　…恵太
齋藤　…友和
齋藤　…法幸
齋藤　…洋志
齊藤　…良太
櫻井　…鉄矢
佐々木…健哉
佐々木…修平
佐々木…俊輔
佐々木…崇
佐々木…拓哉
笹氣　…理敬
笹沼　…悠司
佐藤　…恵里
佐藤　…一樹
佐藤　…幸
佐藤　…仁
佐藤　…大輔
佐藤　…大亮
佐藤　…龍哉
佐藤　…司
佐藤　…尚人
佐藤　…英彰
佐藤　…英松
佐藤　…博亮
佐藤　…めぐみ
佐藤　…雄
佐藤　…裕太
佐藤　…隆太
佐山　…雅史
澤野　…友彦
三文字…浩一
宍戸　…卓也
宍戸　…健志
志村　…雄彦
庄司　…吉毅
白木　…二郎
進藤　…優
菅原　…一流
菅原　…大
鈴木　…健
鈴木　…洵市
鈴木　…大介
鈴木　…勇人
鈴木　…将智
須田　…健介
関村　…学
高木　…俊輔
高久　…弥生
高崎　…陽輝
髙野　…知英
鷹觜　…大雄
髙橋　…和聖
髙橋　…進伍
髙橋　…千草
高橋　…美穂
高橋　…勇平
高橋　…辰典
高松　…芳樹
武石　…泰幸
竹中　…大輔
但野　…佑樹
田所　…寛章
田中　…光太郎
田中　…翼
田中　…昌樹
田中　…令央
田畑　…潤
丹野　…拓史
千坂　…一希
千葉　…和弘
千葉　…卓也
千葉　…英明
千葉　…正幸
塚本　…沙世
土屋　…秀聡

トレボン食品㈱……………………………
㈱エイチ・ティー・プランニング……………
ワークマン…plus　仙台郷六店……………
常盤洋紙㈱… ……………………………
euro…plants…studio… ……………………
㈱カリーナフードサービス… ……………
㈱五葉商事… ……………………………
社会保険労務士法人　豊嶋事務所… …
仙台運送㈱… ……………………………
仙台ガス保安工事㈱………………………
落合工業㈱………………………………
㈱永勘染工場… …………………………
㈱リンクロノヴァ… ………………………
社会保険労務士法人永松事務所… ……
㈱セイトウ社………………………………
㈱よごと企画………………………………
㈱仙台リサイクルセンター… ……………
コスモ警備㈱………………………………
㈱JTB　仙台支店…………………………
㈱エス・キャスト仙台………………………
ソニー生命保険㈱仙台LPC第4支社……
㈱広済堂HRソリューションズ……………
㈱イトオン…………………………………
㈱あえる　仙台支店………………………
キリンビール㈱東北統括本部……………
㈱サクラボ…………………………………
㈱大和リーアルティ………………………
(有)針惣……………………………………
OneWay㈱…………………………………
アートフォルム㈱… ………………………
日本総合衛生科学㈱… …………………
㈱North…East… …………………………
㈱福田商会… ……………………………
スパ－クル㈱………………………………
S&Fコンサルティング… …………………
㈱毎日広告社仙台…………………………
㈲ビリオンコーポレーション………………
翠星企画㈱… ……………………………
一般社団法人ワカツク……………………
㈱epi&company… ………………………
㈱エムケーコーポレーション… …………
㈱office…PLAN…B…………………………
㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク東北支社…
㈱ユアーズ・コーポレーション仙台支店…
仙一ホルモン………………………………
㈱丸山運送… ……………………………
キヤノンシステムアンドサポート㈱　東北営業部…
M-GLANZGOLF…………………………
㈱水谷自動車………………………………
㈱ブレイン　東京支社……………………
錦…………………………………………
水間HR社会保険労務士事務所…………
(有)嶺岸石油………………………………
㈱庄定… …………………………………
KOMACHI社会保険労務士法人… ……
特定非営利活動法人クラップス…………
きらきらひかる㈱…………………………
大杉不動産コンサルタント… ……………
㈲ティーズカンパニーコミュニケーションズ…
本山振興㈱… ……………………………
ネッツトヨタ仙台㈱… ……………………
三大商事㈱… ……………………………
㈱安藤・間…東北支店………………………
THS仙台㈱… ……………………………
㈱和繋ぎ……………………………………
仙台リビング新聞社………………………
NTTアーバンバリューサポート㈱… ……
㈱サンコー造型……………………………
八光建設㈱… ……………………………
司法書士　遊佐総合法務事務所… ……
ソフトバンク㈱…5G&IOTエンジニアリング本部
東北IOT技術部… ……………………………… …
㈱BLUENESS……………………………
吉田空税理士事務所………………………
㈱ヨシダ……………………………………
プライムバリュー㈱… ……………………
ファイナンシャルアライアンス㈱…………
オリックス㈱仙台支店……………………
クレア工業㈱………………………………
ソニー生命保険㈱…………………………
㈱ケンジン…………………………………
㈲MKD……………………………………
ワタナベシーリング㈱… …………………
協業組合仙台清掃公社… ………………
ワタヒョウ㈱………………………………

鶴戸　…祐也
鄭　　…洙成
百々　…尚之
常盤　…俊介
德永　…君彦
冨田　…雄樹
豊川　…真実
豊嶋　…正暁
豊島　…倫明
中野　…朋忠
永野　…英昭
永野　…仁輝
長野　…雅樹
永松　…拓也
西牧　…大
沼田　…佐和子
沼田　…若菜
練生川…剛
野村　…倫太郎
芳賀　…誠士
芳賀　…秀太
袴田　…金生
葉坂　…勇樹
橋本　…聡
鳩山　…将尉
早坂　…啓
早坂　…勇人
針生　…拓真
比嘉　…庸貴
久光　…亜未
一杉　…昌玄
福岡　…一樹
福田　…順平
福留　…秀基
藤田　…寿人
伏見　…甲太郎
伏見　…俊治
細野　…哲平
松浦　…智博
松橋　…穂波
松原　…史敏
松本　…尚美
丸岡　…由和
丸山　…哲史
三浦　…博之
三浦　…大
三浦　…祐一
三浦　…佑太
水谷　…俊二
水沼　…拓也
水野　…さよ
水間　…聡子
嶺岸　…宏岐
宮川　…卓士
宮崎　…秀一郎
村岡　…葉子
村上　…美弥
村田　…旭
目黒　…千穂
本山　…泰督
守川　…雷太
森屋　…大
矢口　…賢
八桁　…義章
谷内田…真美子
山内　…春美
山下　…由恵
山田　…謙介
山村　…裕之
遊佐　…慎一郎

横関　…勤
吉尾　…輝大
吉田　…空
吉田　…昇
吉田　…亮之
李　…　信
若松　…昂司
若生　…周也
和田　…拓也
渡部　…健
渡邊　…慎太郎
渡部　…達朗
渡邉　…弘明
渡邉　…能宏
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㈱赤井沢… ………………………………
㈲阿部軍商店… …………………………
リードホーム㈱……………………………
松栄不動産㈱… …………………………
㈱あいあーる………………………………
㈱永楽園… ………………………………
㈲八千代…杜のホテル仙台… ……………
㈱丸屋… …………………………………
一般社団法人みやぎ連携推進センター…
㈱三好堂……………………………………
稲荷タクシー㈲……………………………
仙台伊澤家…勝山酒造㈱…………………
㈱家具の大丸… …………………………
（資）亀兵商店………………………………
㈱チバ電気システムサービス… …………

近畿日本ツーリスト㈱…仙台団体旅行支店…………
㈱エスデーファイブ… ……………………
㈱利久… …………………………………
㈱マリヤ人形店……………………………
㈲ペットショップさまん……………………
㈱奥江呉服店… …………………………
㈲シラツ……………………………………
㈱勝徳不動産… …………………………
㈲安部商事… ……………………………
加美貨物自動車運送㈲…………………
㈱オンワード樫山仙台支店………………
羽鳥建築設計室… ………………………
MS仙台㈱…………………………………
㈱横山芳夫建築設計監理事務所… ……
㈱青木器械店… …………………………
株式会社トスネット　仙台営業所… ……
㈱電通東日本　仙台支社…………………
㈱菅原園……………………………………
㈲丹治会計事務所… ……………………
㈲ローズデール……………………………

新東総業㈱… ……………………………
㈲マイルストーン… ………………………
タナック㈱　仙台営業所…………………
㈱松尾… …………………………………
㈱松弘堂… ………………………………
㈱三原堂…………………………………
㈱INA新建築研究所東北支店… ………
㈱エービーコーポレーション……………
伊藤建設㈱… ……………………………
㈱あいあーる………………………………
㈱菊地葬儀社… …………………………
㈱青葉ガーデン……………………………
トウホクメンテナンス㈱… ………………
㈲中村旅館　ホテルセントラル仙台… …
弘進ゴム㈱…………………………………
伸興薬品㈱… ……………………………
㈱イート……………………………………
㈱三原本店… ……………………………
㈱仙台経済界… …………………………
㈱ブレイン…………………………………
シュープレス㈱……………………………
㈱フェイス…………………………………
㈲泉崎商店… ……………………………
柿沼米穀店… ……………………………
㈲マイ・プランニング………………………
㈱仙台紙工印刷… ………………………
サンキョーシャッター㈱… ………………
㈱タケナカ仙台支店………………………
㈱庄文堂… ………………………………
㈲ティーズ・プラン…………………………
㈲ティーズカンパニーコミュニケーションズ…
ソニー生命保険㈱仙台LPC第1支社第7営業所
㈱安藤・間…東北建築支店…………………
㈲酒寮鳳山………………………………
岩松正記税理士事務所… ………………
㈱カリーナフードサービス… ……………
㈱大観楼… ………………………………
㈱チバ電気システムサービス… …………
㈱MORADO…COMPANY………………
今野不動産㈱… …………………………
前田建設工業㈱東北支店… ……………
㈱アドタイムズ… …………………………
みちのくエンタテインメント㈲……………
㈱藤崎… …………………………………
今野印刷㈱… ……………………………
㈱阿部蒲鉾店… …………………………
阿部商事㈱…ホテルJALシティ仙台………
㈱BITコーポレーション… ………………
仙台伊澤家…勝山酒造㈱…………………
㈱イトオン…………………………………
㈲岩本紙工… ……………………………
㈲プロフィット… …………………………
カメイ㈱……………………………………
宮城トヨタ自動車㈱………………………
青葉綜合警備保障㈱… ………………… …
㈱日新………………………………………
つつみのおひなっこや……………………
㈱エスリンク………………………………
㈱丸文… …………………………………
ヤマカノ醸造㈱……………………………
㈲セザーヌ…………………………………
㈲清野エージェンシー……………………
㈱仙台三越… ……………………………
㈱創童舎… ………………………………

赤井澤…太美造
阿部　…裕
大城　…秀峰
松坂　…卓夫
山内　…吉利
後藤　…宗平
佐藤　…眞紀
田下　…明
千葉　…富士男
三好　…一夫
桃野　…智文
伊澤　…平藏
大村　…正
亀田　…治
千葉　…二郎
柳谷　…文男
網野　…正利
石井　…光二
亀井　…利二
亀山　…博
佐藤　…広行
佐藤　…隆俊
白津　…守康
高橋　…勝徳
安部　…圭一
鈴木　…高明
長谷川…昌紀
羽鳥　…誠一
三戸部…慶逸
横山　…英子
青木　…幸生
遠藤　…光春
佐藤　…正文
菅原　…裕順
丹治　…宜丈
千葉　…定留未
豊口　…寿郎
新田　…秀悦
八矢　…浩
針生　…良明
松尾　…啓一
松本　…俊彦
三原　…廣太郎
村田　…幸久
阿部　…倫明
伊藤　…修久
金谷　…幸尚
菊地　…一郎
嶺岸　…秀樹
鈴木　…利彦
中村　…浩康
西井　…英正
細谷　…敏人
三浦　…良
三原　…健太郎
村上　…雅洋
浅野　…修一
板元　…義和
伊藤　…友紀
小島　…洋一
柿沼　…恭広
菅野　…敏幸
木村　…雅之
小池　…康浩
佐藤　…武志
庄子　…文康
高橋　…昭夫
高橋　…隆幸
丹野　…勝巳
野津　…昌也
岩渕　…弘一郎
岩松　…正記
植木　…統
遠藤　…慎一
大内　…克純
大沼　…祐巳子
今野　…幸輝
佐々木…孝房
塩田　…規
新崎　…人生
千葉　…拓
橋浦　…隆一
阿部　…馨一郎
阿部　…睦
飯川　…則夫
伊澤　…治平
伊勢　…千佳子
岩本　…隆
太田　…正彦
亀井　…昭男
後藤　…誠
小室　…和俊
佐々木…利晃
佐藤　…明彦
佐藤　…真一
佐藤　…文彦
鈴木　…彦衛
鈴木　…宏宜
清野　…正彦
千葉　…祐司
津川　…登昭

㈱安全商会… ……………………………
鳴海屋紙商事㈱… ………………………
ニシ商事㈱…………………………………
㈱すてーきはうす伊勢屋… ………………
（協）仙台清掃公社…………………………
㈱阿部蒲鉾店… …………………………
アクサ生命保険㈱仙台営業所……………
㈱大坂… …………………………………
積水ハウス㈱仙台シャーメゾン支店… …
トーヨーユニホーム㈱……………………
松本事務機㈱… …………………………
小藤寛正司法書士事務所…………………
新光企画㈱… ……………………………
㈲ウィル（ロックンロール・ミュージアム）…
株式会社エースダイニング…………………
フォトオフィスCHIBA… …………………
戸田建設㈱東北支店… …………………
家庭教師・個別教室のアップル……………
㈱エービーコーポレーション……………
和菓子あさべや……………………………
㈱うなぎ竹亭………………………………
㈱河北新報社… …………………………
㈱ホテルきよ水……………………………
㈲大同苑… ………………………………
㈱五葉商事… ……………………………
㈲千字文工芸… …………………………
㈱大武… …………………………………
プルデンシャル生命保険㈱仙台支社……
第一ビル㈱…………………………………
㈱あいあーる…平安祭典… ………………
コスモ警備㈱………………………………
オーサムクリエイト㈱… …………………
学校法人　北杜学園… …………………
㈱ココロ・コーポレーション………………
㈲ランドワン………………………………
㈱山傳商店………………………………
弓田鈑金塗装工業所… …………………
旭興産㈱… ………………………………
㈱シャープドキュメント21ヨシダ仙台支店
税理士法人…植松会計事務所… …………
㈱梅林　丘のホテル………………………
㈱仙台リビング新聞社……………………
西松建設㈱東北支店… …………………
感動ホームズ㈱……………………………
くぼた矯正歯科クリニック… ……………
真栄工芸㈱… ……………………………
株式会社トヨタレンタリース宮城…………
キョウワセキュリオン㈱北日本支社………
㈱総建社… ………………………………
伊藤建設㈱… ……………………………
玉川電気㈱… ……………………………
株式会社仙台89ERS… …………………
㈱クリエイトワン… ………………………
㈱エスイーテクニカ… ……………………
㈱エム・エム・ケイ… ………………………
㈱フクヤジャパン… ………………………
東洋ワークセキュリティ㈱…………………
㈱仙台協立… ……………………………
㈱グラウドホールディングス………………
㈱國井珈琲… ……………………………
中江整骨院… ……………………………
Honda　Cars仙台北　㈱小松島ホンダ…
㈲霞友会計事務所… ……………………
㈱ごんきや…………………………………
㈱WAO……………………………………
㈱奥村組東北支店… ……………………
㈱仙台バンケットクリエイション…………
㈱庄定… …………………………………
㈱吉田産業　仙台支店…………………
医療法人征輪会　バセロンデンタルオフィス…
㈱ガーデン二賀地…………………………
プラザ行政書士事務所……………………
㈱教育計画… ……………………………
㈱グレースハープ・インターナショナル……
㈱芳賀銃砲火薬店… ……………………
㈱みなかわ…………………………………
㈱エムジェイ保険…………………………
㈱テクノル仙台営業所……………………
ハッピィネットワーク㈱……………………
㈱ECP… …………………………………
㈲SOYsource建築設計事務所… ………
㈲ザック……………………………………
㈲いわま亭…………………………………
金野真子税理士事務所……………………
陽光ビルサービス㈱………………………
㈱プレスアート……………………………
笹氣出版印刷㈱… ………………………
㈱デイクリエーション　フラワープルミエ
丸静自動車整備㈱… ……………………
日装ビルディング㈱… ……………………
㈱アークコーポレーション… ……………
㈱シークエンス……………………………
㈱アイ・アンド・シー　パートナーズ… ……
鈴木幸司司法書士・土地家屋調査士事務所
宮城三菱自動車販売㈱……………………
隼電気㈱…………………………………
㈱ウェルネス伯養軒………………………
㈱環境社… ………………………………
センスファクトリー…………………………
㈱ブレイン…………………………………
メックトーヨー㈱… ………………………

手嶋　…功
鳴海　…幸一郎
西下　…孝之
松坂　…信
山田　…政彦
阿部　…賀寿男
内海　…雅裕
大坂　…武史
川端　…英樹
木村　…秀則
気田　…俊之
小藤　…寛正
齋藤　…佳宏
社本　…治彦
砂田　…篤士
千葉　…裕幸
手代木…一彦
畠山　…明
吉田　…弘樹
浅部　…勝己
阿部　…英之
加賀　…英紀
片野　…一成
金　　…龍泰
日下　…十四男
草賀　…大
小関　…克郎
小関　…晋也
佐々木…光雅
佐藤　…靖浩
清水　…俊弘
庄司　…みゆき
鈴木　…一樹
髙橋　…信吾
髙橋　…恭博
山田　…和広
弓田　…広司
阿部　…泰浩
池田　…雅一
植松　…知幸
梅原　…敏
浦辺　…友貴
大家　…修生
片桐　…健司
久保田…衛
熊谷　…一
後藤　…隆一
小林　…光一
佐藤　…広樹
髙橋　…充広
玉川　…雅徳
中村　…彰久
橋本　…誠一
星　　…善幸
山本　…浩之
安部　…匡晃
板場　…勝彦
氏家　…正裕
喜屋武…学
國井　…竜士
郡山　…敬信
小山　…実
齋藤　…有希子
櫻井　…学
佐々木…修
佐々木…清彦
清水　…基正
庄司　…惠介
鈴木　…東行
鈴木　…道治
田中　…穂光
常松　…俊成
中原　…真人
二瓶　…佳子
芳賀　…克司
皆川　…秀作
峯岸　…勇人
山田　…一伸
石川　…裕
遠藤　…雅範
太田　…秀俊
加藤　…和恵
橘内　…一憲
金野　…真子
工藤　…和仁
今野　…勝彦
笹氣　…義幸
佐藤　…さや香
佐藤　…静史
佐藤　…祐介
庄子　…康一
杉本　…一貴
杉山　…純一
鈴木　…幸司
千田　…茂穂
中村　…政道
早川　…直樹
藤木　…健
三浦　…良浩
渡邉　…和紀
石川　…歩

弁護士法人植松法律事務所… …………
㈱千代田商事… …………………………
㈱河北アドセンター… ……………………
エス・アイ・ロジ㈱… ………………………
WAKコンサルティング㈱…………………
宮城トヨタ自動車㈱………………………
㈱ユーメディア… …………………………
㈱ライフブリッジ… ………………………
アイアンドエス税理士法人… ……………
㈲アド・フォート……………………………
仙台国際ホテル㈱…………………………
㈱藤崎… …………………………………
タカイ建設…………………………………
ワールド警備保障㈱………………………
隼電気㈱…………………………………
遠山青葉印刷㈱… ………………………
㈱羽根川設備工事… ……………………
㈱花祭壇… ………………………………
㈱山下刺繍店……………………………
㈲PAINT…STAFF… ……………………
メットライフ生命保険㈱… ………………
WAK㈱……………………………………
㈱カリーナフードサービス… ……………
ファイナンシャルアライアンス㈱仙台支店
㈲新輝自工………………………………
社会保険労務士…伊東事務所
㈱HRMコンサルティング…………………
東秀産業㈱… ……………………………
青葉DCコンサルティング…………………
仙台プロパン㈱……………………………
㈲リスファム… ……………………………
アトラク東北㈱……………………………
一般社団法人　国分町街づくりプロジェクト
ジャパンインシュアランス㈱………………
㈱白木屋…………………………………
ビジネスリンク㈱… ………………………
㈲ビーチ・カンパニー………………………
㈱ラフ・アソシエイツ………………………
㈱チバ電気システムサービス… …………
デロイト…トーマツ税理士法人　仙台事務所
㈱パソナビ…………………………………
㈱ビルワーク・ジャパン……………………
㈱菅原園……………………………………
㈱SHIMA.Y.Fアカデミー… ……………
㈱吉岡屋… ………………………………
仙台デザインワークス㈱… ………………
㈱和田政宗事務所… ……………………
㈱ハミングバード・インターナショナル……
仙台中央レディースクリニック……………
㈱エスペランス……………………………
㈱近畿日本ツーリスト東北… ……………
㈲ケーテック………………………………
ソレイユ総合法律事務所…………………
㈱エフェクト… ……………………………
特定非営利活動法人
自閉症ピアリンクセンターここねっと……
㈱エス・ピー・ネットワーク　仙台営業所…
仙台通信機器㈱… ………………………
官澤綜合法律事務所… …………………
㈱STORY…IN…STONE… ………………
赤坂建設㈱… ……………………………
勝山企業㈱… ……………………………
㈱日新………………………………………
沖縄ツーリスト㈱東京支店　仙台営業部…
プルデンシャル生命保険㈱………………
㈱スタイル…………………………………
坪内経営法務事務所… …………………
株式会社enDuce… ………………………
㈱FPライフ　WV…………………………
㈱福田商会… ……………………………
㈱本間青果… ……………………………
㈱仙台自動車ガラス………………………
㈱矢三朗… ………………………………
㈱ヒューモス………………………………
㈱ワコーファースト商事… ………………
㈱ヱビスヤ…………………………………
㈱PRIME　OCEAN… …………………
㈱ごんきや…………………………………
㈱メディケアフォーライフ…………………
㈱M'sプロジェクト…………………………
サントリー酒類㈱仙台支店………………
㈱こだま……………………………………
陽光ビルサービス㈱………………………
入間㈱… …………………………………
㈲センダイサン企画… ……………………
㈱千代田商事… …………………………
学校法人　北杜学園… …………………
㈱庄定… …………………………………
ツネマツガス㈱……………………………
㈱セイトウ社………………………………
笹氣出版印刷㈱…… ………………………
(株)あいあーる　パレスへいあん…………
㈱ホテルきよ水……………………………
ｂ．ｍｏｄｅ㈱………………………………
稲荷タクシー㈲……………………………
㈱門間箪笥店………………………………
㈱湯目家具百貨店…………………………
㈱吉岡屋… ………………………………
㈱Ｍｉｒｉｚ… ……………………………

植松　…悟
榎森　…健
及川　…淳
大友　…聡
菊地　…登康
後藤　…礼三
今野　…均
櫻井　…亮太郎
椎木　…秀行
島田　…由紀子
菅原　…誠
勢田　…誠一
高井　…一弘
髙橋　…貴美
千葉　…ミオ
遠山　…晴之
羽根川…竜
曳地　…智
山下　…力也
吉田　…哲朗
吉田　…英樹
鷲尾　…秀樹
浅野　…貴之
阿部　…公貴
阿部　…大介

伊東　…達也
伊東　…秀憲
伊藤　…美恵
川村　…良雄
越川　…直孝
後藤　…光正
狹川　…淳
庄司　…誠
白木　…大作
菅原　…完文
鈴木　…慎二
鈴木　…未来
髙橋　…久徳
千田　…文晴
中村　…亮介
納庄　…国英
野窪　…芳郎
藤野　…みのり
吉田　…修
和田　…冬樹
和田　…政宗
青木　…聡志
赤間　…卓朗
泉田　…智行
伊藤　…亮嗣
大西　…宏幸
木坂　…尚文
日下　…邦明

黒澤　…哲
小石川…貴幸
小岩　…克弘
小向　…俊和
佐藤　…真也
佐藤　…貴
佐藤　…竜士
菅原　…究
髙橋　…繁紀
武田　…浩之
千葉　…正基
坪内　…啓
西舘　…保宗
西村　…和敏
福田　…大輔
本間　…充
松本　…信寛
水間　…康史
宮城　…秀行
若生　…有加
阿部　…智佳
伊藤　…昭人
遠藤　…好則
大江　…裕一
亀井　…龍之介
桑名　…保之
児玉　…康
小室　…勝己
佐藤　…宏一
宍戸　…泰
菅井　…仁志
鈴木　…友
髙橋　…大輔
常松　…泰成
西牧　…潤
早坂　…智
船木　…徹朗
北條　…隼人
三浦　…哲志
桃野　…大助
門間　…一泰
湯目　…研一郎
吉田…　努
渡辺　…健一







代表取締役社長 片桐 健司

〒981-8002 宮城県仙台市泉区南光台南2-27-7
TEL:022-252-4580　FAX:022-252-4502
URL:http://www.kando-homes.com/



仙台YEG創立20周年 おめでとうございます

代表取締役社長 庄司 惠介





仙台商工会議所青年部
創立 20周年

おめでとうございます

仙台中央タクシー株式会社



肉のいとう 米ケ袋本店
55年。仙台牛のサーロイン
ステーキやローストビーフ
といった肉そのものの味わ
いを感じられるものに加え
て、手作りコロッケやシュ
ウマイ、サラダなど、多彩
なお惣菜も揃う。各種ギフ
トセットは、贈り物や全国
各地のファンからも好評。

TEL 022-222-5647
仙台市青葉区米ヶ袋1-6-8
https://www.oniku1129.com/

住所
通販サイト

イートインを併設した店舗
が仙台駅１階 tekute せん
だい内てくてくマーケット
にて営業中。 仙台牛や牛た
んを使用した豊富な惣菜、
弁当のほか、イートインメ
ニューをリーズナブルにご
提供しております。仙台駅
限定メニューもご用意して
おりますので、ぜひご堪能
ください。 

TEL 022-398-4129
仙台市青葉区中央１-１-１
https://www.nikunoito.jp/

住所
URL

仙台駅1階店 MeatStage

イオン名取店

仙台空港アクセス線沿いの大規模なショッピ
ングセンター内というお買い物に便利な立地
で、「仙台牛」や、「肉厚牛たん」等を使った
豊富なお弁当、お惣菜など、暮らしに寄り添
う商品を地域の皆様へお届けします。      

TEL 022-797-7829
名取市杜せきのした5-3-1 イオンスタイル名取1階
https://www.nikunoito.jp/

住所
URL

焼肉のいとう 木町通店

創業 55 年の老舗精肉店が厳選し卸した
仙台牛や、自慢の逸品料理がお楽しみい
ただけます。お部屋は全室個室で広々落
ち着いた雰囲気です。ロースターの焼肉
なので煙も気にせず楽しめます。

TEL 050-3186-4892
仙台市青葉区木町通2-4-34木町通 TKビル 2F
https://yakinikunoito.com/

住所
URL

焼肉のいとう 仙台駅前店

好みのシーンに合わせた肉のいとうの多彩
なメニューを堪能いただけます。お1人様
からでも気軽に本格焼肉を楽しめます。お
ひとり様専用カウンターを含め、総席数28
席。グループ用のお席もございます。

TEL 050-3187-7378
仙台市青葉区中央１丁目７－39仙台協立第12ビル
https://yakinikunoito.com/

住所
URL



創業享保元年 (西暦一七一六年)

手間暇を惜しまず高品質な酒造り

阿部勘酒造



令和4年度会長　本山 泰督

２０周年おめでとうございます



クリエイティブ
□ デザイン
□ コピーライティング ほか

デジタルコンテンツ
□ WEBサイト
□ インターネット広告 ほか

セールスプロモーション
□ ポスター・チラシ・DM
□ パンフレット・カタログ ほか

マーケティング
□ 市場調査
□ 分析

〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹3丁目1-14

TEL（022）231-2245
FAX（022）231-2247
www.sendai-shiko.jp

仙台商工会議所青年部
創立20周年 おめでとうございます

仙台紙工の「プラス思考」で、あなたの「思い」をもっと豊かに
・・ ・・

〒980-0003 宮城県仙台市青葉区小田原6-8-32
TEL/FAX:022-214-1292

株式会社リブインザモーメント



東北楽天
ゴールデン
イーグルス

マイナビ仙台
レディース

ベガルタ仙台

仙台89ERS

祝  仙台YEG創立20周年
おめでとうございます

東北楽天
ゴールデン
イーグルス

マイナビ仙台
レディース

ベガルタ仙台

仙台89ERS

祝  仙台YEG創立20周年
おめでとうございます

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す

代表取締役 遠藤 雅人

〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井2丁目6-3
TEL:022-390-1850　FAX:022-390-1851

遠藤工業株式会社

代表社員 板垣 昌太

〒999-3103 山形県上山市金谷783
TEL/FAX:023-673-4788

合同会社日本 IMI

代表取締役 長澤 睦彦

〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町2-3-5
TEL:022-762-6280　FAX:022-762-6281

URL:https://cfs.group/

株式会社カリーナフードサービス

代表取締役 大滝 正幸

〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-12
TEL:022-288-3411　FAX:022-288-3339
URL:https://www.advance-am.co.jp/

アドバンスオートモービル株式会社



代表取締役社長 佐藤 知樹

〒985-0043 宮城県塩釜市袖野田町24-2
TEL:022-365-5555　FAX:022-365-5557

仙台支店

代表 児玉 康

〒984-0001 宮城県仙台市若林区鶴代町6-77
TEL:022-238-9220　FAX:022-238-9043
URL:https://www.kodama-dorayaki.co.jp/

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す

弁護士 竹中 大輔（仙台弁護士会所属）

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-22  2階
TEL:022-738-9242　FAX:022-738-9243

代表取締役社長 氏家 正裕

〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-8-14
仙台協立第2ビル
TEL:022-222-6862

http://www.s-kyoritsu.jp/

代表取締役 髙橋 進伍

〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目11-9
TEL:022-236-0050　FAX:022-236-0070

代表取締役 鈴木 勇人

〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町3-8-34
TEL:022-231-9196　FAX:022-284-9466

仙台鈴木自動車工業株式会社

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す



代表取締役社長 三好 一夫

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-29
TEL:022-261-2361　FAX:022-261-2374

代表取締役 佐々木 拓哉

〒982-0023 宮城県仙台市太白区鹿野2-3-15
TEL:022-290-1323　FAX:022-290-1324

〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3
仙台MTビル18階
杜の都エイジェンシーオフィス
担当：吉田 英樹
TEL：090-2027-8554

代表取締役副社長 三原 健太郎

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-5-24
TEL:022-224-0010　FAX:022-224-0536

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す

代表取締役 川島 光夫

〒982-0804 宮城県仙台市太白区鈎取2-14-15
TEL:022-702-8163　FAX:022-765-2028

株式会社リバコム

取締役支店長 丸山 哲史

〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目6-6
　　イースタンビル7F

TEL:022-393-7707　FAX:022-393-7706

代表取締役 渡邉 能宏

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3-4-2
TEL:022-238-7625　FAX:022-283-7841
URL:http://www.watahyou.co.jp/

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す



代表取締役 橘内 一憲 
〒982-0194 宮城県仙台市青葉区八幡3-18-19
TEL:022-261-9050　FAX:022-261-8734

URL:https://iwamatei.jp/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 牙山 幸宏
〒003-0871 北海道札幌市白石区米里1-2-14-14
　　　　 TEL:011-595-8130　FAX:011-595-8132
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-12-12
 　　　　 GMビルディング3階
　　　　 TEL:022-399-7872　FAX:022-399-7873
　　　　 https://asan.co.jp/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

札 幌 本 社

東北営業所

株式会社アサン

所長 弁護士 薄井 淳（仙台弁護士会所属）

〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1丁目2番23号
桜大町ビル4階

TEL:022-398-4828　FAX:022-398-4829

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 遠藤 雅範
〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3-5-8
TEL:022-369-3603　FAX:022-369-3703

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

株式会社 ECP

代表取締役 田中 昌樹 
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-1-8

パルシティ2階
TEL:022-778-3336　FAX:022-706-3332
URL:https://www.arueru.com/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 畠山 光平
本　　店 〒989-6115 宮城県大崎市古川駅東2-1-12
　　　TEL:0229-23-1212　FAX:0229-23-1216
仙台支店 〒981-3116 宮城県仙台市泉区高玉町3-6-103
　　　TEL:022-372-8411　FAX:022-372-8413
　　　HP:aeru2007.com

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 伊藤 定国
株式会社イトオン本社 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-5-30
　　　　　TEL:022-262-2221　FAX:022-267-2222
株式会社イトオンビーツーイー 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区本町3-2-26
　　　　　　　　　 コンヤスビル2階
　　　　　TEL:022-211-7076　FAX:022-211-7768
　　　　　URL:http://www.itoon.co.jp

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 鄭 洙成
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-37

TMビル9F
TEL:022-292-5181　FAX:022-292-5182

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す

代表取締役社長 白木 二郎
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-13-14
TEL:022-208-7711　FAX:022-208-5033
URL:https://www.office-vender.com/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 西村 和敏
〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町2-3-28-1F

TEL:022-291-7097
URL:https://fplifewv.com/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

くらしとお金のFP相談センター

株式会社ＦＰライフＷＶ

〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-6-14 
日新本社ビル5階

TEL:022-352-8558　FAX:022-352-8559

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 小野 洋平
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町4丁目1-26
TEL:022-782-5534　FAX:022-782-5537

URL:https://onol.jp

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

小野リース株式会社

代表取締役 井ヶ田 健一
〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-7-23
TEL:022-224-1371　FAX:022-224-1352

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 清水 俊弘
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉5-1-1 

上杉五番館 2F
TEL:022-265-1522　FAX:022-748-4774

URL:http://scast-sendai.com/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 松本 尚美
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-5-5

東一中央ビル5階
TEL:022-395-7687　FAX:022-395-7687

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

株式会社office PLAN B

代表取締役 但野 佑樹
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2-1-30
TEL:022-788-2960　FAX:022-788-2965

URL:https://orientcoating.jp/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す



代表取締役 奥山 龍也
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3丁目6-13

鉱山ビル3F
TEL:022-797-1977　FAX:022-797-1411
URL:https://cocoro-corporation.com/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 久保田 定
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-33

トレンドビル5階
TEL:022-222-8735　FAX:022-352-7860

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 石垣 栄治
〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-9-1
仙台トラストタワー10階クロスコープ内
TEL:022-222-5657　FAX:022-266-7110

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 及川 大生 
〒984-0074 宮城県仙台市若林区東七番丁17
TEL:022-395-7555　FAX:022-395-7565
URL:http://www.1000-dai.com/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

株式会社クロールアップ

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

株式会社グリーンランド

取締役 大友 豪
〒982-1236 宮城県名取市愛島小豆島字島東324
TEL:022-384-2118　FAX:022-384-5006

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 菊地 忠勝

代表取締役社長 大山 洋介
〒984-8518 宮城県仙台市若林区舟丁18-2

広済堂仙台ビル
TEL:022-225-8010　FAX:022-225-8110
URL:https://hrs-kosaido.co.jp/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 清水 俊弘
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉5-1-1

上杉五番館 2F
TEL:022-211-4235　FAX:022-213-3412

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す

代表取締役 庄司 誠 
〒982-0245 宮城県仙台市青葉区藤松3-5

アトラスヒルズ1Ｆ
TEL:022-727-8431　FAX:022-727-8430

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

ジャパンインシュアランス株式会社

代表取締役社長 笹氣義幸
〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-45
TEL:022-288-5555　FAX:022-288-5551

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

専務取締役 石井 健太郎 
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-5-10

桜井薬局ビル３F
TEL/FAX:022-721-2181

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

株式会社桜井薬局

代表取締役 高崎 陽輝
〒980-0003 宮城県仙台市青葉区小田原8-5-6

TEL:022-796-8277

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

CKT株式会社

代表取締役 佐藤 英松
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-34
TEL:022-227-8080　FAX:022-227-8086
URL:https://www.samatsu.info/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 早坂 啓
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-8-19

副都心ビル上杉百番館2階
TEL:022-713-6788　FAX:022-713-6789

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

ジブラルタ生命は、お客さま一人ひとりを大切に

　　　心に届くサービスをご提供いたします。

ジブラルタ生命保険株式会社　仙台西支社
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-2-3仙台MTビル11階

TEL:022-742-2150 （担当：菅野 佑美）

代表 宍戸 卓也
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-7-1

SS.仙台ビル別館1階
TEL:022-224-8501　FAX:022-224-8501

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す



専務取締役 早坂 勇人
〒981-0954 宮城県仙台市青葉区川平4-26-34
TEL:022-725-8370　FAX:022-725-8371

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

株式会社みらいファームやまと
了美 vineyard and winery

代表取締役 中野 朋忠
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3-2-36
TEL:022-288-7609　FAX:022-288-7662

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

仙台ガス保安工事株式会社

代表取締役 清野 正彦
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-20 

東日本不動産仙台一番町ビル
TEL:022-796-2892　FAX:022-796-2865
URL:https://www.seinoagency.co.jp/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 砂原 一隆
〒980-8585 宮城県仙台市青葉区中央2-8-13

大和証券仙台ビル4階
TEL:022-265-2511　FAX:022-265-1610

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役社長 沼田 隆
〒981-3221 宮城県仙台市泉区根白石字福沢後1-1
TEL:022-278-3196　FAX:022-348-4733

URL:http://www.kk-src.co.jp/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 金野 伸介
〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2丁目15-7
TEL:022-232-0135　FAX:022-239-5245

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役社長 藤島 健祐
〒989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字道下11-2
TEL:0223-34-7237　FAX:0223-34-7471

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

仙南ベニーガス株式会社

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

(  )
安全で快適な生活をサポートする

仙台市宮城野区平成2-6-50
☎022-284-5065㈹

代表取締役社長　常松泰成地域とともに74年
ガス器具のことなら
おまかせください

http://www.tunematu-gas.jp/owner/

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

022 263 9608 022 263 7907

4 4 2 6

社会保険労務士 永松 拓也
〒983-0046 宮城県仙台市宮城野区西宮城野10-28

柏葉ビル4階
TEL:022-354-1834　FAX:022-354-1835

Mail:info@nagamatsu-sr.com

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

社会保険労務士法人 永松事務所

代表取締役社長 鶴戸 満昭 
〒983-0803 宮城県仙台市宮城野区小田原2-3-18
TEL:022-256-4137　FAX:022-256-4901
URL:http://www.tresbon.co.jp/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 佐藤 修
〒980-0804 仙台市青葉区大町2丁目6-14

日新本社ビル
TEL:022-227-1261　FAX:022-227-1264

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 片岡 啓吾
〒982-0025 宮城県仙台市太白区砂押町19-2

TEL:090-9318-6683

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 永野 仁輝
〒984-0814 宮城県仙台市若林区南染師町13番地
TEL:022-223-7054　FAX:022-223-9719

URL:https://www.nagakan.jp

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 宗像 剛
〒963-8026 福島県郡山市並木2-1-3
TEL:024-922-8553　FAX:024-939-1052
〒989-3204 宮城県仙台市青葉区南吉成1-16-1
TEL:022-303-8553　FAX:022-303-8554

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

仙台支店

八光建設株式会社

代表取締役 青木 聡志 
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-6-16
TEL:022-225-0522　FAX:022-215-6509
URL:https://www.h-bird.co.jp/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

株式会社ハミングバード・インターナショナル

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す



代表取締役社長 千田 茂穂
〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町1-5-36
TEL:022-237-5111　FAX:022-237-5121
http://www.miyagi-mitsubishi.com/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役社長 今野 勝彦
〒984-8516　宮城県仙台市若林区土樋103番地
TEL:022-266-0911　FAX:022-266-0913

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 小野寺 いつか
 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-8-24

ラブリーKKビル2F
TEL/FAX:022-265-9466

URL:https://gyutan-fukusuke.com/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 壹岐 直紘
〒984-0816　宮城県仙台市若林区河原町1-3-50

IKI本館ビル1F
TEL:022-227-8595　FAX:022-227-5578

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

マルイチ商事株式会社

代表取締役 豊口 寿郎
〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1-5-1

毎日新聞 仙台支局 3F
TEL:022-265-4111　FAX:022-265-4113
URL:http://www.maikosendai.co.jp/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役社長 鈴木 英信
〒981-0933　宮城県仙台市青葉区柏木2-2-7
TEL:022-344-9311　FAX:022-344-9315

URL:www.msbrain.net

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 千葉 卓也
〒989-2301 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字一里原141-1
TEL:0223-34-8358　FAX:0223-34-8359
URL:https://www.maruyasuisan.com/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

弁護士 髙橋 和聖（第二東京弁護士会所属）

〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-17
　　　　　 仙台ビルディング駅前館9階
TEL:022-797-0741　FAX:022-797-0641
URL:http://www.yuinomori-law.com/
〒981-3133 仙台市泉区泉中央一丁目28-22
　　　　　 プレジデントシティビル1階
〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-9
　　　　　 GIRAC GINZA 9階

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

［五橋本店］

［泉中央支店］

［東京支店］

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す

代表取締役社長 宮嶋 幸一
〒989-4308 宮城県大崎市田尻沼部字要害5番地
TEL:0229-39-2486　FAX:0229-39-0598

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

ワタヒョウ農材株式会社

〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目15-9
TEL:022-222-5562　FAX:022-222-5530
URL:http://www.mens-yoshida.net/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

株式会社ヨシダ

ロゴ

代表取締役社長 今野 均
〒984-8545 宮城県仙台市若林区土樋103番地
TEL:022-224-5151　FAX:022-714-8312

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 岡崎 真奈美
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-6-29-603
TEL:022-265-6306　FAX:022-265-6308

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

(有) ローゼバンケット

代表取締役 鈴木 未来
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-5-28

カーニープレイス仙台駅前通603
TEL:022-200-6337　FAX:022-200-6338
URL:https://laugh-associates.com/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

株式会社ラフ・アソシエイツ

代表取締役社長 吉田 修 
〒989-3122 宮城県仙台市青葉区栗生5-3-3
TEL:022-392-1616　FAX:022-392-1620

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

代表取締役 渡邉 能宏 
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東5-3-8
TEL:022-288-5743　FAX:022-288-5745

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

渡兵レミコン株式会社

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す



代表取締役 比嘉 庸貴 
〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-11-5

TEL:022-302-7492
URL:https://www.0neway.com/

1/8 サイズ：88 x 66mm
ロゴサイズ：80 x 33 mm

OneWay株式会社

創 立 2 0 周 年 お めでとうご ざ いま す
記念事業開催に際しまして、

のぼり協賛・ドコモビジョン協賛も頂戴いたしました。
誠にありがとうございました。

・株式会社アサン
・株式会社アル・エル
・株式会社入間
・有限会社いわま亭
・INCOLORE
・有限会社エイチアイファクトリー
・株式会社エービーコーポレーション
・有限会社MKD
・株式会社オフィスベンダー
・株式会社カリーナ・フードサービス
・株式会社ココロ・コーポレーション
・CKT株式会社
・株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク東北支社
・翠星企画株式会社
・株式会社ステップスナイン
・仙台ガス保安工事株式会社
・株式会社仙台リサイクルセンター
・土屋不動産株式会社
・トレボン食品株式会社
・株式会社NIWAYA
・株式会社Neo…Breakthrough
・株式会社ブレイン
・株式会社毎日広告社仙台
・株式会社水谷自動車
・株式会社みらいファームやまと
・株式会社ユアーズ・コーポレーション
・株式会社豊
・有限会社ローゼバンケット
・株式会社和繋ぎ
・株式会社ワンイズム

のぼり協賛 ドコモビジョン協賛
ドコモビジョン1社枠
・株式会社藤崎

ドコモビジョン30 秒
・アウラクリエイティブ株式会社
・株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク東北支社
・株式会社NIWAYA
・ネッツトヨタ仙台株式会社
・WIDEFOOD株式会社
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