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全日本きもの装いコンテスト・きものフェスティバル　東北大会（全日本きものコンサルタント協会主催）開催
きもの技術と美しさを装い、日本文化の振興を目指すことを目的として昭和47年から
開催されているコンテストが19年ぶりに能代市で開催された
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12✽新春のつどい2017のご案内

✽部会　正副部会長選任
✽各種セミナーのご案内
✽青年部だより、女性会だより
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あづま旅館

ゆっくり、のんびり、真心の宿

お問い合わせ　TEL0185－52－3715
〒016－0824　能代市住吉町 2－21
　　　　　　FAX　0185－52－2501
　http://www.shirakami.or.jp/̃ryokan/

・街の中心部に位置し、官庁街、繁華街が
　目前です。ビジネス・スポーツ・観光の
　拠点として大変便利です。
・食事は地産地消を基本にし、日本海の海
　の幸・白神山地などの山の幸・自慢の秋
　田米。新鮮な旬の食材を使用しています。
・会合・宴会もご予算に合わせて承ります。

 部 会 長 秋元　秀樹 菱秋木材㈱
 副部会長 工藤　隆夫 東北木材㈱
 　 〃 越後　春彦 ㈱丸越
 　 〃 舘岡　明彦 昭和木材㈱

役　職
◆木材部会

各部会　正副部会長を選任

2017年 新春のつどいのご案内2017年 新春のつどいのご案内

◇と　　き　　平成29年１月５日（木）午後６時～
◇と こ ろ　　能代市柳町「 プ ラ ザ 都 」
◇会　　費　　お一人様　5,000円
◇申込締切　　平成28年12月12日（月）
　※参加券を事前に当所でご購入くださるようご協力お願いいたします。
　※締切後の場合、参加者名簿に記載されないことがございますので、ご了承ください。
◇お申込み　　 能代商工会議所 総務課　　能代市元町11－７
（お問合せ）TEL：0185－52－6341　FAX：0185－55－2233

氏　名 事業所名
 部 会 長 中田　範彦 中友商事㈱
 副部会長 長門   一攻 ㈱ナガト
 　〃 大髙　慎司 大髙建設㈱
 　〃 西方　里見 ㈲西方設計

役　職
◆建設部会

氏　名 事業所名

 部 会 長 大塚　勝栄 ㈱能代清掃センター
 副部会長 小笠原　貢 ㈱能代自動車整備工場
 　 〃 小林　一成 ㈱秋田重車輌
 　 〃 田中　康之 東北電力㈱能代営業所
 　 〃 與語　忠道 能代運輸㈱

役　職
◆公益部会

氏　名 事業所名

 部 会 長 高橋　徳之 ㈱秋田銀行能代支店
 副部会長 清水　　証 ㈲安田保険プランナー
 　 〃 高堂　康男 高堂税務会計事務所
 　 〃 越前　由高 ㈲トミゼン

役　職
◆理財部会

氏　名 事業所名

 部 会 長 塚本　民雄 秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合能代支部
 副部会長 渡邊　正彦 ㈱ホームドライ
 　 〃 中嶋　吉博 第一観光バス㈱
 　 〃 井上　智雄 能代飲食業組合

役　職
◆観光サービス部会

氏　名 事業所名

 部 会 長 花下　智之 アキモク鉄工㈱
 副部会長 山田　　倫 能代電設工業㈱
 　 〃 西村　省一 元祖檜山納豆㈱
 　 〃 平川　義明 ㈱厨房市場
 　 〃 佐藤　忠之 ㈲ソーキテック

役　職
◆工業部会

氏　名 事業所名

 部 会 長 塚本真木夫 能代市畠町商店街振興組合
 副部会長 塚本　　正 能代市柳町商店街振興組合
 　 〃 宮川　孝一 ㈱能代青果地方卸売市場
 　 〃 佐藤　善勝 能代市商店会連合
 　 〃 杉浦　和信 ㈲杉浦電器商会
 　 〃 渡辺　　功 越後屋菓子店

役　職
◆商業部会

氏　名 事業所名

恒例となりました「新春のつどい」を下記のとおり開催いたします。
　今、地方経済がいまだ回復傾向にあるとは言えない中、地元企業が活気を取り戻し、先行きの明るい未来を
築くことが極めて大切であります。年の初めにこれまでの現状を見つめ、そして地域の未来の展望や夢を多く
の皆様と語らい、新年を明るくスタートしたいと強く感じております。
　つきましては、皆様と共に新春を祝し、新年の更なる飛躍の糧としたいと存じますので、皆様のご参加を心
よりお待ち申しあげております。
　なお、１社から何名でも、また、会員以外の方もご参加いただけますので、お誘い合わせの上ご参加くださ
いますようご案内申しあげます。

　11月21日、当所常議員会が魚松で開催され、各部会　正副部
会長の選任について下記のとおり承認されました。
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　明治大学卒業後、大手食品メーカー
の営業職、コンビニ経営を経て、現在
はレンタルボックスショップの経営を
実践しながらコンサルティング事業と
して、これまで数百社の企業や創業の
支援に携わってきた。

後継者育成セミナー

・企業の後継者や後継予定者
・後継しようと考えている現経営者
　（是非、後継者（予定者）と一緒にご参加ください！）
・事業承継して間もない経営者の方
　　　　　　　　　　　　など、どなたでもご参加いただけます。

こんな方におすすめです！ 講　　　　師

①地域も元気にする企業経営　　②経営の基礎知識

③自社分析の方法（自社の価値を知る）

④環境変化と経営革新　　⑤経営戦略とは

⑥経営計画作成方法ほか

平成29年１月25日㈬～26日㈭
（２日間とも18：00～21：00）
平成29年１月27日㈮
　9：00～12：00
能代商工会館（元町11－7）
平成29年１月18日㈬まで
30名
能代商工会議所 中小企業相談所
TEL52－6342　FAX55－2233

有限会社テイクスペース
代表取締役

竹 林　晋 氏
　　　中小企業診断士

自社の価値を知り　企業と地域経済を　発展させるリーダー後継者塾
受講無料

講
座
内
容

個別相談あり

　後継者には、事業を承継し、継続していくだけでなく、成長・発展させていくことが期待されています。そのためには、後継者が
自社の価値や強みを知ったうえで、今後のビジョンを明確にし、リーダーシップをもって経営にあたっていくことが必要です。ま
た、先を見据えた経営計画を立てることが大切です。当セミナーでは、経営の基礎を知ったうえで、自社の価値を知る手法、経営計
画の立て方などを２日間にわたって学びます。また、地域発展の視点も採り入れて地域活性化についても知ることができます。

　７回目の開催となった今回の移動商工会議
所は北・中央・南・東地区の４カ所で行わ
れ、商工会議所・中小企業相談所の事業内容
を説明するとともに、参加していただいた皆
様から様々なご意見・ご要望を伺い、活発な
意見交換が行われました。

セミナー＆相談会　開催案内セミナー＆相談会　開催案内セミナー＆相談会　開催案内
講座名　女性のための創業セミナー
　　　　　　　　　　　　　　　＆交流会
日　時　12月10日㈯10：00～16：00
　　　　　　　　　　交流会　17：00～
　　　　12月17日㈯10：00～16：00
場　所　能代商工会館３階
参加料　セミナー会費　3,000円
　　　　交流会費　　　2,000円
講　師　㈱ldeal Works
　　　　　　　井手　美由樹　氏

講座名　女性の創業のための個別相談会
日　時　12月18日㈰9：00～12：00
場　所　能代商工会館１階
参加料　無料
講　師　㈱ldeal Works
　　　　　　　井手　美由樹　氏

講座名　お客様の怒りを笑顔に変える
　　　　　　　　　クレーム対応セミナー　　
日　時　12月13日㈫14：00～16：00
場　所　能代商工会館
参加料　無料
講　師　谷　厚志　氏

講座名　会社診断セミナー
　　　　－この先10年安心して経営できる
　　　　　　　　成長、発展シナリオの描き方－
日　時　セミナー　12月14日㈬13：30～16：30
　　　　個別相談　12月15日㈭9：00～12：00
場　所　能代商工会館３階
参加料　無料
講　師　中小企業診断士　坂本　篤彦　氏

【問合せ・申込み先】能代商工会議所　中小企業相談所　能代市元町11－7　電話52－6342　FAX55－2233

セミナー
日　　時

個別相談日時
（要予約）

会 　 場

申込締切

定　　員

主　　催

お 申 込

移動商工会議所開催

※お一人様１時間程度の相談ができます。
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Lady’s トータルファッション
ブティック

能代市松美町18－18
0185－55－0257〈月午後・火曜日定休〉

コート・ジャケット・パンツ・靴
フォーマルスーツ・プチギフト

制服各種　揃います

青年部
だより

女性会だより

青年部
だより

平成28年度　第２回通常総会を開催
　11月11日（金）：プラザ都

　平成29年度人事案が上程され満場一致で可決し、来
年４月（29年度）からの会長は、宮腰智久さん（（株）宮
腰蒲団店）となりました。役員は次のとおりです。

会　　長　宮腰　智久　（株)宮腰蒲団店
直前会長　芦崎　陽一　（有）あらまち葬儀社
監　　事　宮腰　慶聡　（有）宮腰商事
監　　事　高堂　　稔　（有）高堂保険事務所
副 会 長　畠山　慎也　エース自動車販売（株）
副 会 長　栗原　　格　（資）アサヒ楽器
副 会 長　佐藤　善典　（有）みちのく印刷所
副 会 長　田中　秀範　エモーショナルダイニング（株）
出向理事　松岡　清也　松岡食品
専務理事　菊池　幸礼　（株)イースペース
事務局長　丸岡竜太郎　（株)都亭
事務局次長　鈴木　隆宏　（株)鈴喜代
理　　事　佐藤　智一　ソキューホールディングス(同)
理　　事　佐々木　崇　（株)ササキレイトウテクニカル
理　　事　加藤　裕介　（有）能代重機サービス
理　　事　幸坂　伯文　（有）幸坂電設
理　　事　斎藤　正太　斉藤建設(株)
理　　事　白鳥　雅彦　（株)タクト
理　　事　中野　創太　中野造園
理　　事　吉方　清彦　豊祥山　善光寺

役職順・氏名順不同

　少子化に関する秋田県の現状や課題を学ぶため、
県で主催している出前講座を活用し、少子化に関
する講習会を行いました。人口や婚姻の動向、出
生率減少の要因などを学び、会員からは、婚活サ
ポーターへの登録や、それぞれの事業所に合った
従業員に必要とさ
れている取組の探
り出しなど、今後
の取組について活
発な意見交換が行
われました。

　『新・秋田の行事』と、同
時開催で行われた『肉×博』
を視察。伝統芸能と秋田の風
土が生んだ食の素晴らしさを
改めて体感してきました。

元祖爆笑王を講師に10月例会を開催
10月26日（金）：プラザ都

　能代市出身で「能代市シティセールスアドバイザー」
を務める元祖爆笑王を講師に迎え、『明るく生きる、
笑って生きる』をテーマに講演会を開催。講演では
「好奇心を持つ」「アンテナを高く」「健康に」の３
点が大切と語り、
この意識は青年部
活動や自社の経営
にも役に立つとし
て、地域の発展と
地元企業の発展に
エールを送った。

＊講習会　少子化に関する講習会

＊視察研修会『伝統文化の祭典
　　　　　「新・秋田の行事」・肉×博』

秋の褒章

　当所会員の武田木工　武田久雄さんが木製建具製造工の業務精励で黄綬褒章、伊藤文雄さんが調停
委員功績で藍綬褒章を受章されました。
　武田さんはこれまで、現代の名工や内閣総理大臣賞にも選ばれており、この度　業務に精励し他の模範
となるような技術や事績を有するとして、黄綬褒章を受章されました。
　伊藤さんは、平成６年秋田地裁調停委員に任命されており、この度　国や地方公共団体から依頼されて
行われる公共の事務に尽力したとして、藍綬表彰を受賞されました。当所では、小規模企業振興委員として
長きにわたりご尽力いただいております。

武田久雄さんが黄綬褒章
伊藤文雄さんが藍綬褒章　おめでとうございます
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ケア理容師が安心ヘアーカット 理美容室ヘアーアート

医療用カツラ専門店医療用カツラ専門店

出張いたしますのでお気軽にご連絡下さい。

秘密厳守でご相談に応じますので、ご安心下さい。

個室あり

会員の窓

●事業内容…　創業から60年、その時代に合
わせ、製材業・銘木天井板・貼り天井板・集
成材とさまざまな木材加工技術を向上させ続
けてまいりました。 
　　主に化粧貼り集成材を製作しているほか、
丸柱加工などの特殊加工や水屋材に使用する
材料や置水屋、杉の単板を使用して、ランプ
シェードや名刺、賞状、ハガキなども作って
おります。 
●力を入れていること…　複雑化するご要望
にも対応できる木材加工技術を、お客様の
ご要望に応じて提供し、化粧貼り集成材を
主力として、丸柱加工などの技術を高め、
オーダーメイドの集成材をキャッチフレー
ズとして各種の加工をしております。 
●お客様へのメッセージ…「秋田杉」の産地と
して知られ、伝統的な木材加工技術がある
『秋田県能代市』で、特殊加工で困ったとき
には丸越と言われる様になりました。 
　どうぞお気軽に声をかけていただければ幸い
です。 

●事業の概要…
　江戸時代末期、下駄の製造・販売からスタ
ートしました。今の店主で五代目になります。
　先代から引き継いで40数年、家族だけの従
事で履物全般の販売をしております。
●力を入れていること…
・良い商品をできる限り安く販売すること。
・時々の流行を敏感に取り入れること。
・インターネットでの全国販売。
●お客様へのメッセージ…
　大型店と違い、なかなかお店に入りにくい
かもしれませんが、店内奥まで商品満載して
おりますので、お気軽にお立ち寄りご相談く
ださい。

（株）丸越
（代表者　越後春彦）
能代市能代町字中川原33－32
TEL 0185－52－2940  FAX 0185－52－1769

本庄履物店
（代表者　本庄善郎）
〒016－0817　能代市上町12－3　　　　
TEL・FAX 0185－52－3053
メールアドレス rhryw323@ybb.ne.jp

〔シューズの本庄　　　
　ヤフーショッピング〕
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No. 学　校　名

（上記名簿には、現在出願中・結果待ちの生徒も含まれております。）

※面接希望、照会等のお問い合わせは、
　各高校の進路指導担当教諭へお願いします。
　　○能代工業高校
　　　（山内　久幸）52－4148

希望職種 希望地 性別

　小規模事業者持続化補助金小規模事業者持続化補助金

会員事業
主の

皆様へ

【能代山本雇用開発協会】

お問い合わせ　能代商工会議所　中小企業相談所　0185－52－6342

来春高校卒業予定者　地元就職希望 （Ⅰ）人材情報人材情報

・経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取組に対し、原則50万円を
上限に補助金（補助率2/3）が出ます。

・計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けら
れます。

◆応募スケジュール
【当所受付期限】平成29年１月16日㈪
採択結果公表／３月中旬予定　　実施期限／交付決定通知書受領後から平成29年12月31日㈰まで　　
申請にあたっては、作成された「経営計画書」（様式2）・「補助事業計画書」（様式3）の写しを最寄りの商工会議所に提出のうえ、「事業支援計画書」（様
式4）の作成・交付を依頼してください。（商工会議所が作成する「事業支援計画書」も申請に必要な書類です。締切間際の場合には対応できないこと
もあり得ますので、作成依頼はお早めにお願いいたします。

◆補助対象者

卸売業・小売業　　　　　　　　　常時使用する従業員の数　５人以下　　サービス業のうち宿泊業・娯楽業　常時使用する従業員の数　20人以下

サービス業（宿泊業・娯楽業以外）　常時使用する従業員の数　５人以下　　製造業その他　　　　　　　　　常時使用する従業員の数　20人以下

◆対象となる事業
　経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓のための事業
　<対象となる取組例>

①広告宣伝（広報費）（新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布）
②集客力を高めるための店舗改装（外注費）（幅広い年代の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化）
③展示会・商談会への出展（展示会等出展費）（新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展）
④商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更（開発費）（新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新）

応募要項、様式等は公式サイト　（http://jizokukahojokin.info/）をご覧ください。

・小規模事業者が対象です。
・申請にあたっては、最寄りの商工会議所へ事業支援計画書の作成・交
付を依頼する必要があります。

　依頼はお早めにお願いいたします。

 1 能代工業高校 事務 能代市 男
 2 〃 製造 能代山本 男 

日本商工会議所

あきた企業活性化センターより
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雇用保険の適用拡大雇用保険の適用拡大雇用保険の適用拡大

秋田県警察本部警務課企画第三係　TEL　018－863－1111

◆平成29年１月１日以降、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります◆
　生涯現役社会の実現の観点から、増加傾向にある65歳以上の高年齢者の雇用が一層推進されるよ
う、雇用保険法が改正されます。
　現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の労働者についても、平成29年１月１日以降、雇
用保険の適用対象とし、「高年齢被保険者」となります。
①適用要件
１週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。

②雇用保険料の徴収
保険料の徴収は、31年度までは免除となります。
なお、現在64歳以上の方の保険料免除も、平成32年からは徴収が始まります。

③高年齢被保険者が離職した場合
高年齢被保険者が離職した場合は、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が一時金として支
給されます。（年金と併給可）。　　　　（問い合わせ先：ハローワーク能代　0185－54－7311（代））

　脆弱なWebサイトは不正なサイバー攻撃の対象になる危険性があ
ります。情報漏えい等の被害に遭う前にセキュリティ対策を講じまし
ょう。詳しくは、サーバ管理会社または県警本部までお問い合わせく
ださい。

貴社の
Webサイトは
大丈夫ですか？

源泉徴収事務・法定調書
作成事務における
源泉徴収事務・法定調書
作成事務における
　マイナンバー制度の導入により、事業者の方については、法令に規定された範囲で、第三者のマイナンバー
（個人番号）や法人番号を取り扱うこととなります。
　平成28年１月１日以降の金銭等の支払等に係る法定調書を税務署に提出する場合には、法定調書の提出義
務者及び支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載が必要です。

例１　マイナンバーカード（個人番号カード）（番号確認と身元確認）
例２　通知カード（番号確認）＋運転免許証、健康保険の被保険者証※など（身元確認）
※　事業者の方が、写真表示のない身分証明書等により身元確認を行う場合には、２種類以上必要です。

①　事業者がマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認について
　法定調書の提出義務者や源泉徴収義務者が、従業員や報酬などの支払を受ける方からマイナンバーの提供を受
ける場合には、本人確認として、マイナンバーの確認と身元確認を行うことが必要となります。
　※　国税分野における本人確認方法については、国税庁ホームページをご覧ください。

②　税務関係書類を税務署に提出する場合の本人確認について
　個人の方が税務関係書類を提出する場合には、税務署で本人確認を行うため、マイナンバーカード等の本人確認
書類を提示又は写しを添付していただく必要があります（郵送により提出する場合は、マイナンバーカード等の写
しを添付していただく必要があります。）。

源泉徴収事務・法定調書
作成事務における

マイナンバーの提供における本人確認マイナンバーの提供における本人確認

本人確認を行う場合に使用する書類の例

マイナンバー制度マイナンバー制度マイナンバー制度
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業　種：菓子製造販売業
住　所：上町12－2（上町本店）
　　　　下内崎63－13
　　　　　　　　（バイバス店）　
ＴＥＬ：54－3131（上町本店）
　　　　52－1230（バイバス店）
ＦＡＸ：54－2433（上町本店）

〔代表者変更〕
◇庄内鉄工㈱
　新　斎藤　勝実　　　　　旧　庄内　　豊
〔事業所名・代表者変更〕
　新　㈲アストン秋田　　　旧　㈱秋田ファーム
　新　渡辺　　昇　　　　　旧　石川　俊彦

株式会社セキト
に勤務する

「小林　愛実」
です。

　「味と心でごあいさつ」がモットーの、和洋菓
子の製造・販売をしている㈱セキトに今年４月に
入社しました。
　半年余りが経ちますが、まだまだ分からない事
も多く、先輩方の動きを見たり、直接聞いたりし
ながら日々、学んでいます。
　お客様とは挨拶だけではなく世間話をしたり、
お買上してくださったお客様から逆に「ありがと
う」と感謝の言葉を頂いたりすることが多く、地
元の皆さんに愛されている会社だという事を改め
て感じています。
　お客様がセキトでのお買い物を満足してくださ
るよう、「笑顔」「身だしなみ」「丁寧な説明」そ
してセキトを選んでお買い物に来てくださった事
への「感謝の気持ち」を忘れずに、これからも頑
張りたいと思います。

12月 行　事 予　定
月日 行　　　事 会場 時間

 5日㈪ 創業個別相談 能代商工会館 9：00
 6日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：00
 7日㈬ マイナンバー制度導入後の年末調整対応セミナー 能代商工会館 14：00

 10日㈯
 女性創業塾 能代商工会館 10：00

  交流出会いパーティーinのしろ プラザ都 15：30

 13日㈫
 山本青色申告会連合会役員会・講話会 能代商工会館 13：00

  消費税軽減価格転嫁対策セミナー クレーム対応セミナー 能代商工会館 14：00
 14日㈬ 会社診断セミナー 能代商工会館 13：30
 15日㈭ 会社診断セミナー個別相談 能代商工会館 9：00
 17日㈯ 女性創業塾 能代商工会館 10：00
 18日㈰ 女性創業塾個別相談 能代商工会館 9：00
 20日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30
 29日㈭ 年末金融相談 能代商工会館 9：00 
 30日㈮ 年末金融相談 能代商工会館 9：00

年末金融相談年末金融相談
無 料 秘密厳守

お問い合せ・お申し込み先

能代商工会議所　中小企業相談所
電話0185－52－6342

12月29日㈭・30日㈮
9：00～17：00
能代商工会館1F
※事前予約が必要です。

会 員 短　信

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）

　今年の１月、東京ドームで開催された
｢ふるさと祭り東京｣で日本一の城郭灯籠
愛季を運行してまいりました。
　東京ドームの中ではひときわ目立ち、
沢山の方々に驚きと多くの感動を与える

事ができました。
　そして、先日の11月26.27日には大型アーティストゆず 
20周年突入記念 弾き語りライブ ｢ゆずのみのコンサート｣に
出演の為、23日から東京ドーム入り、徹夜作業での組立か
ら始まり27日の深夜からの解体とハードな作業でしたが、
10万人のゆずファンの前にスポットライトを浴びゆずを乗
せた愛季がスモークの中から登場した時は最高に盛り上が
り、愛季の上で３曲を熱唱、今回も又私は愛季から沢山の
感動を頂いて帰ってきました。
　来年の夏には、今年以上に沢山の観光客が来てくださる
事を期待し、今から準備を進めてまいります。（柳原清司）




