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メルマガ宮城・気仙沼 -311-

2019.1.9 宮城県気仙沼地方振興事務所メールマガジン
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
このメールマガジンは，企業活動に役立つ情報を広く企業の方々に
お知らせすることを目的として発行している無料マガジンです。
県の各種制度，説明会，イベントなどに関する情報をいち早くお届け
したいと思いますので，ぜひ御覧ください！情報・御意見・御感想も
お待ちしています！

◆◇ 目次 ◇◆

【1】首都圏での販路開拓へ「水産加工販路相談会」開催について
【2】
「輝く企業の人財力向上プロジェクト」セミナー開催について
【3】資金調達セミナー「飲食店開業者向けのビジネスプランのつくり方」
開催について

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆首都圏での販路開拓へ「水産加工販路相談会」開催について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
気仙沼地方振興事務所では，水産加工業者の方を対象とした販路開拓相
談会を開催します。当日は，大手企業等への人脈を有する専門家によるア
ドバイスや引き合わせ（マッチング）を行います。

■日時
平成 31 年 1 月 24 日（木）
午後 3 時から

■会場
宮城県気仙沼合同庁舎

1 階大会議室

（気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-6）

■対象者

気仙沼市及び南三陸町内の水産加工業者等

■専門家（予定）
特定非営利活動法人

経営支援 NPO クラブ

鈴木 春男

氏（元

東武ストア）

田沼

勇

氏（元

日本アクセス）

後久 健二

氏（元

丸紅・日清オイリオ）

所属

■全体の流れ
①販路相談会
事前にご準備いただく「FCP シート」をもとに，販路開拓に関するアドバ
イスを行います。
（1 社あたり 30 分程度）
※マッチングが可能と思われる企業については，翌日に工場見学を予定し
ています。
②首都圏商談会（2～3 月予定）
販路相談会参加企業のうち，支援企業を数社選定し，首都圏企業との商談
の場をセッティングの上，首都圏での商談会に帯同します。
※交通費は各社負担となります。

■申込方法
来所またはお電話にてお申込みください。
後日担当から，当日に必要な「FCP シート」の作成について御連絡差し上
げます。

■申込み・お問い合わせ
宮城県気仙沼地方振興事務所
地方振興部商工・振興班（担当：芳賀）
〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-6
TEL 0226-24-2593
FAX 0226-24-8995

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆「輝く企業の人財力向上プロジェクト」セミナー開催について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
県では，新入社員・若手社員の就業意欲向上や，経営者・人事担当者が

従業員の定着を図るためのセミナーを開催します。

■日時・内容
【新入社員・若手社員向け】（定員：30 名）
①平成 31 年 2 月 6 日（水）
仕事のやりがい発見セミナー＆異業種交流会
時間：午後 1 時から午後 5 時まで

②平成 31 年 2 月 15 日（金）
仕事力向上セミナー＆異業種交流会
時間：午前 9 時から午後 1 時まで

【管理者・リーダー向け】
（定員：30 名）
①平成 31 年 2 月 8 日（金）
コミュニケーション力と叱り方セミナー
時間：午後 1 時から午後 4 時まで

②平成 31 年 2 月 14 日（木）
困った社員への接し方とティーチング・コーチングセミナー
時間：午後 1 時から午後 4 時まで

【経営者・人事担当者等向け】
（定員：30 名）
①平成 31 年 2 月 7 日（木）
早期離職防止セミナー
時間：午前 9 時から正午まで

②平成 31 年 2 月 7 日（木）
魅力ある職場づくりセミナー＋社労士相談会
時間：午後 1 時から午後 3 時まで

③平成 31 年 2 月 8 日（金）
「女性の採用を進めるために企業として必要なこと」
時間：午前 10 時から正午まで

■会場

気仙沼市魚市場（屋上駐車場南側）会議室
（気仙沼市魚市場前 8-25）

■申込方法
下記 URL からお申し込みください。
http://jinzairyoku.jp/

■申込・お問い合わせ先
株式会社コー・ワークス
人財力向上プロジェクト事務局
〒980-0811 仙台市青葉区一番町 1-8-10

京成壱番町ビル 2F

TEL 022-399-7744
FAX 022-399-7396
E-mail info@jinzairyoku.jp
※当事業は，宮城県が株式会社コー・ワークスに委託運営し行っているも
のです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆資金調達セミナー「飲食店開業者向けのビジネスプランのつくり方」
開催について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
日本政策金融公庫の職員が，店舗開業や融資申し込みについての流れな
どを分かりやすく解説する「飲食店開業者向けのビジネスプランのつくり
方」セミナーを開催します。

■日時
平成 31 年 1 月 21 日（月）
午後 2 時から午後 4 時まで

■会場
テンポスバスターズ 仙台店
（仙台市若林区六丁の目北町 3-1）

■対象者

飲食店を開業・運営する方

■申込方法
店頭またはお電話にてお申込みください。

■お問い合わせ
テンポスバスターズ 仙台店
仙台市若林区六丁の目北町 3-1
TEL

022-288-0348

FAX

022-288-0349

E-mail

sendai@tenpos.co.jp

―――――――――――――――――――――――――――――――――

【しおかぜ】
「あ～なんだもね寒いごだ～!!」こんな寒い季節には，じわっ～と骨ま
で温まるものが食べたくなります。先日，私が二十数年ぶりに食べたお鍋
を紹介します。
気仙沼に伝わる郷土料理「あざら鍋」です。今ではあまり家庭で作らな
くなりましたが，メヌケを頭から尻尾まで余す事なく使い，酒粕と白菜を
使って造ります。メヌケのアラから美味しい出汁が染み出し，酒粕がコク
と深みを増します。具材は，メヌケ，白菜の他にもキノコ類，エビ，貝な
ど何でも OK です。お酒にも合いますが，私は〆にご飯にかけて食べるの
が好きです。癖になる味です p(^_^)q
週末は，是非，気仙沼の旨い日本酒と「あざら鍋」で心も体もポカポカ
になってください。老舗の居酒屋で食べれます。＜注意＞要予約。
（M・K）

今号も最後までお読みいただきありがとうございました。
次回のメルマガは，1 月 23 日（水）に発行の予定です。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

～メルマガ宮城・気仙沼～

○上記の情報は全て，配信日現在，当所で把握しているものです。諸事
情により内容が変更・終了しているケースもあり得ますので，必ず詳細
を確認のうえご利用願います。
○内容に関する御意見・御感想があれば，以下のアドレスに送信ください。
また，配信を中止する場合やメールアドレスの変更，新たな申込の場合
も同様に以下のアドレスに送信ください。

宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部
〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-6
TEL 0226-24-2593 FAX 0226-24-8995
E-mail kstssss@pref.miyagi.lg.jp
URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/12.html
スタッフブログ「南三陸＆気仙沼を体感！”来て見て浜ライン”
」
URL http://blog.goo.ne.jp/akazara_boy/

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

