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88

「全国商工会議所のビジネス総合保険制度（最大約 33％割引）７月より発売中‼」

日　程
 第１回 

創業の心構え
 ●起業する意味と創業環境　●起業→企業　成功のポイント

 9：00～12：00  ●自己資源の棚卸し

 第２回 
創業に必要な知識と計画

 ●創業に必要な手続き　●売上計画の立案
 13：00～16：00  ●利益計画の立案

 第３回 経営資源のマネジメント ●ビジネスシミュレーションゲーム「村祭り」
 9：00～12：00 （ヒト・モノ・カネ・情報の有効活用法） ●ゲームの結果を実際にビジネスにあてはめて考える

 第４回 
ビジネスシミュレーション振り返り

 ●「村祭り」の要素はビジネスにおける何の例えか
 13：00～16：00  ●経営者に必要な能力とは？

 第５回 創業に必要なマーケティングの ●ターゲット市場選定●４つの“P”最適な組み合わせ
 9：00～12：00 知識と活用 ●一味違う販促ツールの活用

 第６回 
「ビジネスプラン作成＆発表」

 ●ビジネスプランの作成●ブラッシュアップのためのディス
 13：00～16：00 　　　　　　 　カッション●ビジネスプランの発表＆フィードバック

時　間 テ　ー　マ 内　　　　　　　　容

11/６㈰

11/13㈰

11/20㈰

※能代商工会議所では、創業に関わる支援（ビジネスプランの作成、資金計画および調達方法、開業手続きなど）を行っていますので、是非ご相談ください。
※受講後、アンケート調査を実施いたします。

講師／中小企業診断士　橋本　泉　氏

下記へ
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第5回第5回
得するまちのゼミナール

「まちゼミ」って？お店の人が講師となって、知識や情報、コツを無料で教えて
もらえる、街のゼミナール、略して「まちゼミ」です！     

　「まちゼミ開催期間」　平成２8年10月15日（土）～11月26日（土） 
　「まちゼミ受付」　　　お申込は各お店へTEL！
　「まちゼミ講師店紹介」

 山野愛子どろんこ美容  眉の描き方とツボ押しで若々しさアップ 4 
０１８５－５４－９４３６ 9:00～20:00

 14:00～15:00 10/15㈯・11/2㈬
 能代クレスティサロン 

工藤怜子
 40代からのオシャレを楽しむカラー講座 4   14:00～15:00 10/22㈯・11/9㈬

 
大阪屋 工藤誠記

 
ブタさんの小物入れを作ろう

 
5 ０１８５－５２－７８４８ 9:30～18:30

 13:00～16:00 10/21㈮・10/30㈰
       19:00～21:00 11/7㈪
 
酒食彩宴　粋 田中久子

 塩糀で料理を作ろう!!皆で試食します!! 
10 ０９０－１９３４－４５６１ 10:00～17:00

 10:00～12:00 10/15㈯・10/22㈯・10/29㈯ 
   足裏揉みで健康に!!坪を伝授します。    10:00～12:00 11/4㈮・11/12㈯・11/19㈯
   

正しい靴選びのための足形測定
 

5 ０１８５－５２－３８２６ 9:00～17:00
 14:00～15:30 10/18㈫・11/22㈫

 コンフォートシューズ 田村　工     14:30～16:00 10/25㈫
 

タムラ
  ピッカピカのクツ磨き 5 ０１８５－５２－３８２６ 9:00～17:00 14:30～16:00 11/8㈫

   太陽光発電は本当は 
10
  

平日
 13:30～14:30 10/17㈪・11/8㈫

   　　　　　まだまだできるのです。  
０１８５－５４－１５４７ 9:00～17:00

 10:00～11:00 10/22㈯
 
㈱厨房市場 平川義明

 小型風力発電はこれから 
10
   13:30～14:30 10/25㈫・11/15㈫

   　　　　　　　　スタート致します。    10:00～11:00 11/26㈯
 ㈲みちのく印刷所 佐藤善典 紙遊び！！  ０１８５－５４－３７０６ 9:30～17:30 10:00～11:30 11/12㈯
 クドウ時計店 工藤信作 補聴器体験会 5 ０１８５－５２－４７１８ 9:00～18:00 13:00～15:00 10/26㈬・11/4㈮
 ㈲阿部正助商店能代支店 阿部　誠 仏具磨き方講座  ０９０－７５６８－７４７８ 9:00～18:00 10:00～11:00 10/27㈭・11/10㈭
 
佐藤写真館 今井弘道

 写真が嫌いなあなたへ 
4
 
０１８５－５２－２４３３ 9:30～17:30

 10:00～11:00 10/16㈰
   　　～上手くとられるコツ教えます。    14:00～15:00 10/23㈰
 能代公証役場 高橋　仁 老後の安心講座 10 ０１８５－５２－７７２８ 8:30～17:00 13:30～15:00 10/20㈭・10/27㈭

店舗名 講師 講座内容 電話番号定員
各日 開催時間受付時間 開催日

1
　～
　　2

材料・教材費500円

材料・教材費500円

材料・教材費500円

10／１から受付開始！
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消費税軽減税率対策窓口相談等事業

こんな時どうする！？

労働基準法と就業規則
　　　　　　　　　の作成ポイント

よくわかる！
記帳から決算申告までの
　　　　　　流れと実務

労務セミナーのご案内中小企業会計啓発・普及セミナーのご案内

日々の記帳から決算申告まで詳しく解説！

詳しくは折込チラシをご覧下さい詳しくは折込チラシをご覧下さい

■セミナー内容
●儲かっている企業のクレームへの取組み方
●クレーム対応の上手なやり方
●クレームの恐怖心の取り除き方
●怒りを笑顔に変えるクレーム対応５つのステップ
●クレームを事前に防ぎ集客率を上げる方法
●クレーム客を感動させるアフターフォロー
●クレームからお金をかけずにサービスを増やす方法

■講師

谷 厚志（たに　あつし）氏

　日　時　　平成28年12月13日（火） 14：00～16：00
　場　所　　能代商工会館　　受講料　無料
申込方法　　お申込み・詳細につきましては、下記までご連絡ください。
　主　催　　能代商工会議所　 TEL　0185－52－6341
　後　援　　能代山本青色申告会連合会　

日　時　　平成28年10月19日（水）
　　　　　13：30～15：30
場　所　　能代商工会館３階
受講料　　無料
定　員　　30名
主　催　　能代商工会議所　中小企業相談所

日　時　　平成28年11月８日（火）
　　　　　14：00～17：00
場　所　　能代商工会館
対　象　　個人事業主の方
定　員　　20名
主　催　　能代商工会議所　中小企業相談所
　　　　　独立行政法人中小企業基盤整備機構

講師　山下　繁幸　氏
山下社会保険労務士事務所　所長
㈱セミナー東北　専任講師

やま した しげ ゆき

（能代市元町11－7）

お客様の怒りを笑顔に変える
クレーム対応セミナー
お客様の怒りを笑顔に変える
クレーム対応セミナー 怒

り
を
笑
い
に
変
え
る

ク
レ
ー
ム
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

知らなかったでは済まされない！知らなかったでは済まされない！

講師　西野　光則　氏
中小企業基盤整備機構　専任教授
西野税理士事務所　所長

にし の みつ のり



〔秋田〕能代商工会議所　2016.10.5〈5〉

一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬
有限
会社サイキュウ能代

故紙センター 〒016-0122  秋田県能代市扇田字道地139-1
TEL0185-70-1193・FAX0185-70-1293

スクラップセンター　〒016-0122  秋田県能代市扇田字西扇田344-2 
TEL・FAX0185-58-3170

産
業
振
興
展

ス
イ
ー
ツ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

屋
台
村
な
ど

54店舗
が出店
54店舗
が出店

移動経営相談会のご案内！移動経営相談会のご案内！
・売上の減少
・利益率の低下
・経営改善策の検討
・消費税転嫁対策

◇相談員：公認会計士　能代商工会議所経営指導員

簿記検定試験
試験施行日：平成28年11月20日（日）

試 験 会 場：能代商工会館

受 付 期 間：平成28年10月21日（金）まで

リテールマーケティング（販売士）
検定試験
試験施行日：平成29年２月15日（水）

試 験 会 場：能代商工会館

受 付 期 間：平成28年12月12日（月）

　　　　　　　　　～平成29年１月20日（金）

10月18日㈫13：30～16：30
　会場　工業団地交流会館　第一研修室

10月26日㈬13：30～16：30
　会場　広域交流センター　第三研修室

能代商工会議所　中小企業相談所　TEL.52－6342　FAX.55－2233

申込・問合せ先

能代商工会議所　TEL.52－6341

※事前申込が必要です。

申込先

秘密厳守
相談無料
秘密厳守
相談無料

検定試験案内

経営に関する様々なご相談に
対応致します。
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会員の窓

●プロフィール…　６月にリニューアルOPEN致しま
した、いとく能代南店様内にて小さなお店ではあり
ますが、お客様の暮らしを彩るお花をご提供させて
頂いております。

　営業時間　9：00～19：00 
●力を入れていること…　以前は仏花や観葉植物の
販売のみでしたが、アレンジメントや花束の御注
文も随時承っております。切り花も一本単位で販
売致しておりますのでお気軽にお声掛けください。
いつでも新鮮なお花をご用意してお客様のご来店
をお待ちしております。

●お客様へのメッセージ…　贈り物に、お部屋のイン
テリアに、お客様を笑顔にする商品をご提供できる
よう、社員一同務めて参ります。お買いもののつい
でに是非お立ち寄りください。

●プロフィール…
　平成27年３月に開所し、住み慣れた街で、なじ
みの人たちに囲まれて、これからの老後を楽し
く笑顔で過ごしていただけるように、職員一同
毎日一緒にすごしております。

●当施設の紹介…
　常に利用者様の健康管理に気を配り、看護師が
毎日健康管理をしております。

　また、施設内で作ったおいしい食事を毎日提供
しており、利用者様それぞれの食事状態を把握
し、提供しております。透析の方や経管栄養の
方の受入れもしております。

　人生の最後を当施設で過ごされる方も多く、こ
こに来て良かったと笑顔で話される方が多数い
らっしゃいます。

●お客様へのメッセージ…
　入居者の皆様がより健康で幸せな生活を送るこ
とができる施設を目指します。

　入居者の皆様一人ひとりの心穏やかな日々の実
現を支援します。

　入所者の皆様の人権を守り、毎日明るく、豊か
に、生きがいのある生活ができるよう身体的精
神的特性に応じた支援をします。

　「ことりの郷に入ってよかった、ありがとう」 
とすべての方から言っていただけるホームを目
指します。

㈲永沢フラワーいとく能代南店
（店長　岩森　悠）
能代市寿域長根52－3　いとく能代南店内
TEL 0185－52－5431  FAX 0185－54－2242
（電話は本店の番号です）

(株)トワ・プール
有料老人ホーム ことりの郷
（代表者　池田　大）
能代市落合字亀谷地1－91
TEL　0185－88－8401　FAX　0185－88－8404
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ご協力の
お願い

〈キャンペーン期間：11月30日まで〉

第67回秋田県県北珠算競技大会を開催

　当所職員ならびに共済業務の委託者でありますアクサ生命担当者が訪問した際には、何卒よろしお願い申し上げます。
【お問い合わせ】アクサ生命保険㈱  大館営業所能代分室　TEL：0185－55－2580

事務
関  加奈子

営業所長
清水  基恭田村  洸太平内  洋子近藤  美佳子金谷  拓都

大高  志保子齊藤  信之助
参与

袴田  光子 三沢  義将 喜代濱  和幸對馬  万里子

　９月22日に第67回秋田県県北珠算競技大会を開催、県北地域から小・中・高・一般あわせて47
名が参加し、日頃の練習の成果を競い合った。結果は次の通り。

■個人競技
【小学生の部】　　優勝　清水　繭子（浜口小）
【中学生以上の部】優勝　菅原　美歩柚（大館国際情報中）

■読上暗算
【小学生の部】　　優勝　平澤　創一郎（渟南小）
【中学生以上の部】優勝　渡辺　愛子（能代一中）

■読上算
【小学生の部】　　優勝　後藤　理沙（渟南小）
【中学生以上の部】優勝　川上　涼樺（大館国際情報高）

■団体競技
【小学生の部】　　優勝　渟西小

●名刺　●はがき　●チラシ　●パンフレット
●封筒　●シール　●カード（ポイント・メンバーズ等）
●ポスター（B2：515mm×728mmまで）　●包装紙　
●大判ポスター　●伝票　●飲食店用メニュー

〒016-0806　能代市清助町2-2　tel.0185-54-6633　fax.0185-54-6606
URL  http://www.hamanasu.co.jp/   E-mail  ogp@hamanasu.co.jp

両面印刷・カラーもできます

名　刺
はがき

秋
田
杉

癒しの香りがただよう 016 0806

秋
田
県
能
代
市
清
助
町

大

潟

太

郎
様 〒016-0806  能代市清助町2-2

TEL 0185-54-6633
URL http://www.hamanasu.co.jp/
E-mail ogp@hamanasu.co.jp

木都のしろ
㈱大潟印刷

記念品などに…

あらゆる印刷物
お気軽にご相談下さい。
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やさしい風 上町センター

やさしい風 ショートステイ

やさしい風 上町センター

やさしい風 ショートステイ
住　所：能代市字向田表６番地２（鶴形、富根方面Y字路、吾作ラーメン様筋向かい）
TEL0185－70－1955  FAX0185－70－1977

住　所：能代市上町６番６号  TEL0185－52－0545  FAX0185－52－2345

訪問介護・福祉用具
上町ディーサービス・障害者自立支援介護サービス

単独型短期入所　生活介護施設（定員40名）
住　所：能代市字向田表６番地２（鶴形、富根方面Y字路、吾作ラーメン様筋向かい）
TEL0185－70－1955  FAX0185－70－1977

住　所：能代市上町６番６号  TEL0185－52－0545  FAX0185－52－2345

訪問介護・福祉用具
上町ディーサービス・障害者自立支援介護サービス

単独型短期入所　生活介護施設（定員40名）

平成28年10月６日㈭から

次に掲げる賃金は、
最低賃金額の計算には含まれません。
⑴精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
⑵臨時に支払われる賃金（結婚手当てなど）
⑶１ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
⑷時間外、休日及び深夜労働に対する賃金

 項　　　　目 日　　　　程

 実　施　公　示 平成28年９月１日㈭

 受検申請受付 平成28年10月３日㈪～10月14日㈮

  
平成28年11月24日㈭

  

  

  平成29年１月22日㈰

 
学　科　試　験

 平成29年１月29日㈰

  平成29年２月１日㈬

  平成29年２月５日㈰

 合　格　発　表 平成29年３月10日㈮

問題公表

実　　施
実技試験

（午前８：30から午後５：00　土・日及び祝日を除く）

平成28年12月１日㈭から
平成29年２月12日㈰まで

きりたんぽ会

＋ ＋

のコラボで復活

プロの料理人

「食彩人」
漁協・農協の

食材
金勇の

空間

参加券販売所　　　お食事処やま久（上町）54－8611

能代観光協会　　　シャトー赤坂（西通町）54－7255

及び食彩人のお店　和食ふじもと　（大町）54－8472

　　　　　　　　　ミキ寿司　　（大手町）54－2415

　　　　　　　　　北海屋　　　　（柳町）52－9064

　プロの集団「食彩人」が手掛ける能代ならで
はの「きりたんぽ・だまこ鍋」
　今が旬のまぐろの刺身、能代うどんや漬物・
酢の物をはじめ、漁協様、農協様ご提供の秋の
食材を食彩人の創る料理でご堪能ください。

日時　　11月12日㈯ＰＭ５時～
場所　　能代市　旧料亭　金勇
定員　　80名（定員になり次第締切りとなります）
　　　　※お一人様でも参加できます。（18名限定）
会費　　お一人様　5,000円
　　　　参加券を事前にお求めください。

【お問い合わせ】ＮＰＯ法人能代観光協会
　　　　　　ＴＥＬ　88－8802／ＦＡＸ　88－8803

１時間あたり（21円引き上げられ）

秋田県内すべての労働者に適用されます。
716円に！

秋田県の最低賃金が変わります

国家試験

　秋田県の最低賃金が変わります

ご存知ですか？
※　最低賃金制度は、国が最低賃金法に基づいて賃金の最低額を定め、使用者は、これ以上の賃金を労働者に

支払わなければならないとするものです。
※　今回改正された秋田県最低賃金は、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用される地域別最低賃金

です。
※　日給や月給等の場合についても最低賃金は適用されますので、時間額に換算して最低賃金と比較します。
　　　　日給額÷１日の所定労働時間数　月給額÷１か月の平均所定労働時間数
※　使用者の方は、上記最低賃金を下回る金額で労働者を使用すると最低賃金法違反となります。

【問合せ先】秋田労働局賃金室（018－883－4266）又は最寄りの労働基準監督署

－平成28年度後期－

技能検定受検案内
　技能検定とは、技能者の皆さんがもっている技能
の程度を一定の基準によって検定し、それを公証す
る技能の国家検定制度で職業能力開発促進法に基づ
いて実施されます。
　技能検定に合格すると、特級、１級及び単一等級
は厚生労働大臣名の、２級及び３級は県知事名の合
格証書が交付され、法に基づいて「技能士」と称す
ることができます。
　技能者の皆さん、自分の技能に自信と誇りをもっ
て、この検定制度を大いに活用しましょう。

お問い合わせ　秋田県職業能力開発協会
電話　018－862－3510　ＦＡＸ　018－824－2052
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会場 時間
10月
月　日

 05日㈬ 総務委員会 　 12：00

 
6日㈭

 観光振興委員会  12：00

 　 青年部ＯＢ会親睦会 おがわ亭 18：30

 11日㈫ 産業振興委員会 　 11：30

 
14日㈮

 選挙委員会 　 12：00

 　 地域活性化委員会 　 17：00

 
18日㈫

 金融相談 　 10：30

  移動経営相談会 　 13：30

 19日㈬  　 13：30

 22日㈯ のしろ産業フェア２０１６ 　 10：00

 
23日㈰

  　 9：00

 　 のしろ産業フェア２０１６  9：30

   　 10：00

 
26日㈬

 選挙委員会  11：30

  常議員会  12：00

  移動経営相談会  13：30

行　　　事
10月 行　事　予　定行　事　予　定

能代市総合
体　育　館

能代市総合
体　育　館

消費税軽減税率価格転嫁対策セミナー
「１日でわかる！経理のすべて」

労務セミナー 「労働基準法と
就業規則の作成ポイント」

第２０８回珠算検定試験
第１１８回段位認定試験

つぶ
　や

きつぶ
　や

きつぶ
　や

き

　秋の深まりも際立っており、
木々も彩りが鮮やかに美しくなり
つつあります。食欲の秋、読書の
秋、スポーツの秋・・・人それぞ
れの秋がありますが、皆様はどの
ような秋をお過ごしでしょうか？
　当所では、秋から冬にかけて労
務・税務・消費税などをテーマと

した様々なセミナーを予定しております。各種セミナー情
報は、当所ホームページ・会報・新聞広告にて随時お知ら
せします。セミナー情報をご確認のうえ、皆様の事業にご
活用して頂ければと思います。事業主や社員の方など、多
くの方々からのご参加をお待ちしておりますのでよろしく
お願いします。　　　　　　　　　　　　　　（松橋 大地）

能代商工
会　　館
能代商工
会　　館

能代商工
会　　館

酒食彩宴
粋

工業団地
交流会館

能代商工
会　　館
能代商工
会　　館

能代商工
会　　館

広域交流
センター

能代商工
会　　館

能代商工
会　　館

能代商工
会　　館

能代商工
会　　館

新入会員の紹介

会員短信
〔代表者変更〕
◇㈱児玉水道ガス工業所
　新　代表者　中村　宣久
　旧　代表者　藤田　　勉

◇婚活パートナー　秋田能代店
　高橋　美樹　　能代市元町7－10　UIビル４F
　電話080－3717－0879　部会：観光サービス
◇㈱トワ・プール　有料老人ホーム　ことりの郷
　池田　郁子　　能代市落合字亀谷地1－91
　電話0185－88－8401　部会：公益
◇方雄商事㈱
　王　磊　　能代市二ツ井町飛根字新羽立511
　電話・FAX0185－88－8780　部会：特別会員

お問い合わせ 経営支援グループ　設備貸与・研究開発資金担当 TEL 018－860－5702　 FAX 018－860－5612

あきた企業活性化センターより

※あらかじめ、事業の内容についてご相談ください。

あきた農商工応援ファンド
　募集期間
平成28年10月26日㈬▶平成28年12月７日㈬
　助成率・助成限度額

●　県内の中小企業者等と農林漁業者の連携体…　4/5　1,000万円
●　連携体を支援する応援団体……………………10/10　500万円

あきた企業応援ファンド
　募集期間
平成28年12月７日㈬▶平成29年１月11日㈬
　助成率・助成限度額

●　県内の中小企業者等……1/2～3/4　300～1,000万円
●　中小企業支援機関……………………　10/10　500万円

平成28年度　第３回の募集のお知らせ

業　種：保険業
住　所：能代市元町11－7
ＴＥＬ：0185－55－2580
ＦＡＸ：0185－52－3249

　「田村　洸太」 
　　　　　　　です。

アクサ生命　能代分室
　　　　　　　　に勤務する

　今年の８月に、アクサ生命保険㈱能代分室に入社いたしました田村洸太
と申します。当社は、能代商工会議所の共済制度を委託されておりますの
で、会員事業所様の退職金、弔慰金などを推進させていただいております。
　私はこれまで、他の業種の営業経験はございますが、生命保険の営業は
初めてなので、勉強しなければならないことがとても多く、大変ではあり
ますが日々やりがいを感じております。私自身も昨年12月に第一子が誕生
し、それをきっかけに保障の必要性を知ることができました。今後、より
勉強に励み、お客様の必要な生命保険を提案できるようになりたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願い致します。
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Information

編集／発行所　〔秋田〕能代商工会議所　秋田県能代市元町11-7　電話0185-52-6341（会員の購読料は会費に含まれております）

 

　　第14回港まつり
能代の花火フォトコンテスト 最優秀賞、優秀賞 作品

一般の部、三尺玉の部

（宮城県黒川郡）
咲き誇る花たち
武田　　浩 

一般
最優
秀賞

真夏のワイドレインボー
伊藤　正人 （秋田市）

一般
優秀賞

（東京都江東区）
しらかみの火照り
山道　浩好 

三尺
最優
秀賞

夕照
高橋　公子 （大館市）

水上の演
小松　勇輝（大館市）

一般
優秀賞

三尺
優秀賞

噴き出る温泉
増嶋　卓史（大館市）

一般
優秀賞
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