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のしろ産業フェア2016開催
～木工・木製品やエネルギー・伝統工芸などの産業振興展のほか、　　　　　　　　
　民俗芸能の披露、屋台村、白神ねぎの１本焼きなどが開催され、賑わいをみせた～
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臨時議員総会開催
 会頭に広幡氏を再任
臨時議員総会開催
 会頭に広幡氏を再任

　11月１日、当所臨時議員総会が能代市柳町「プラザ都」で開

催され、任期満了に伴う役員選任について審議し、会頭に広幡信

悦氏が再任され、新体制が発足しました。新役員・議員の任期は、

平成28年11月１日から平成31年10月31日の３年間となります。

　新役員・議員は次のとおりです。

部会名 ３　号　議　員

 菱秋木材(株) 秋元　秀樹

 東北木材(株) 工藤　隆夫
　

 能代市商店会連合 佐藤　善勝

 能代市畠町商店街振興組合 塚本真木夫

 (株)能代青果地方卸売市場 宮川　孝一
　

 アキモク鉄工(株) 花下　智之

 能代電設工業(株) 山田　　倫
　

 能代山本水道管工事業(協) 川間　政男

 中友商事(株) 中田　範彦
　

 (株)能代清掃センター 大塚　勝栄

 (株)秋田重車輌 小林　一成
　

 (株)秋田銀行能代支店 高橋　徳之
　

 第一観光バス（株） 中嶋　吉博

氏　名

区　分 氏　名 事　業　所　名

事　　業　　所　　名 氏　名 事　　業　　所　　名

●常議員

●役員

 秋元　秀樹 菱秋木材（株）

 井上　智雄 能代飲食業組合

 大髙　慎司 大髙建設(株)

 大高　光晴 (株)ハムセンター秋田

 大塚　勝栄 (株)能代清掃センター

 川間　政男 能代山本水道管工事業(協)

 工藤　隆夫 東北木材(株)

 小林　一成 (株)秋田重車輌

 佐藤　善勝 能代市商店会連合

 佐原　　操 あきた白神農業（協）

 清水　　証 (有)安田保険プランナー

 庄司　絋八 楽器の店ハーモニー

 関戸　　實 (株)セキト

 高堂　康男 高堂税務会計事務所

 高橋　徳之 (株)秋田銀行能代支店

 舘岡　明彦 昭和木材（株）

 田中　康之 東北電力(株)能代営業所

 塚本　　正 能代市柳町商店街振興組合

 塚本　民雄 秋田県旅館ホテル生活衛生（同）  能代支部

 塚本真木夫 能代市畠町商店街振興組合

 中嶋　吉博 第一観光バス（株）

 中田　範彦 中友商事(株)

 長門　一攻 (株)ナガト

 西村　省一 元祖檜山納豆(株)

 花下　智之 アキモク鉄工(株)

 会　　頭 広幡　信悦 中田建設（株）

 副 会 頭 網　　幸太 相澤銘木（株）

 〃 佐藤　肇治 （株）能代資源

 〃 福田　幸一 幸和機械(株)

区　分 氏　名 事　業　所　名

 専務理事 佐藤　　昇

 監　　事 工藤　政義 工藤政義税理士事務所

 〃 川村　光邦 川村会計事務所

 〃 金谷　清利 社会保険労務士金谷事務所

 平川　義明 (株)厨房市場

 宮川　孝一 (株)能代青果地方卸売市場

 山田　　倫 能代電設工業(株)

 與語　忠道 能代運輸(株)

 渡邊　正彦 (株)ホームドライ
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部会名 ２　号　議　員

 （株）鈴喜代 鈴木　隆宏

 （株）鈴光 鈴木　英雄

 昭和木材（株） 舘岡　明彦

 (株)ハムセンター秋田 大高　光晴

 楽器の店ハーモニー 庄司　絋八

 (有)杉浦電器商会 杉浦　和信

 (株)セキト 関戸　　實

 能代市柳町商店街振興組合 塚本　　正

 (株)塚本建材店 塚本　広明

 (株)テラタ 寺田　雅彦

 (株)水木金物 水木　秀郎

 越後屋菓子店 渡辺　　功

 (有)ソーキテック 佐藤　忠之

 元祖檜山納豆(株) 西村　省一

 (株)厨房市場 平川　義明

 (株)北羽新報社 山木　泰正

 赤塚電気工事(株) 赤塚　健二

 大髙建設(株) 大髙　慎司

 (株)清水企業 清水　　靖

 (株)ナガト 長門　一攻

 （株）能代自動車整備工場 小笠原　貢

 あきた白神農業（協） 佐原　　操

 東北電力(株)能代営業所 田中　康之

 能代運輸（株） 與語　忠道

 (有)安田保険プランナー 清水　　証

 高堂税務会計事務所 高堂　康男

 戸松土地建物取引商会 戸松　清一

 能代飲食業組合 井上　智雄

 (株)都亭 工藤　勝哉

 秋田県旅館ホテル生活衛生（同）能代支部 塚本　民雄

 (株)ホームドライ 渡邊　正彦
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 (株)丸松銘木店 上村　　茂
 (株)丸越 越後　春彦
 白神森林組合 金野　忠德
 (株)マルサ 佐藤　照悦
 秋三銘木(有) 三熊　新一
　
 (有)阿部正助商店能代支店 阿部　　誠
 (株)ランマン屋 伊藤　行輝
 (有)大和農園 大塚　和浩
 (株)マルホン 佐藤　周一
 (株)タイヤセンター能代 鈴木　真人
 田中洋品店 田中　正幸
 田畑園 田畑　　修
 (有)永沢 永沢　典子
 (株)伊徳能代通町店 野呂　義昭
 (株)シャディハッピー 藤田　徹平
 (株)フロンティア三浦 三浦　忠洋
 (株)宮腰蒲団店 宮腰　重孝
 (有)能代中央食品 山田　文雄
　
 (株)アート・プラン 小野寺　伸
 能代工業団地連絡協議会 笠井　靖明
 (株)浅間製作所 北林　鉄美
 (有)宝建工業 小林　俊也
 斎藤鉄工(株) 齊藤　滋人
　
 (株)ユアテック能代営業所 尾形　勝美
 (有)丸伸重機 工藤　伸一
 (株)サンワ興建 佐藤　　磨
 (株)鈴木土建 鈴木　健文
 (有)西方設計 西方　里見
 保坂電気工事(株) 保坂　能見
　
 能代商工会議所青年部 芦崎　陽一
 秋田県能代トラック事業(協) 池端　敏雄
 能代商工会議所女性会 大谷　直子
 東日本旅客鉄道(株)能代駅 加賀谷庸文
 木村運送 木村　　寛
 (株)秋田自動車検査場 佐藤　幸樹
 エース自動車販売(株) 畠山　信悦
　
 (株)能代興産 梅田　佳洋
 (有)トミゼン 越前　由高
 羽後信用金庫能代支店 工藤　修一
 秋田県信用保証協会能代支所 夏井　和博
　
 茶誠堂 梶原　芳一
 (株)世界トラベル 加藤　辰彦
 秋田ジョイフル(株) 佐藤　博子
 (株)バンブーコーポレーション 竹内　敏之
 エモーショナルダイニング(株) 田中　秀範
 (株)栄給食センター 日諸　幸正
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田中洋品店
婦人服mis

s & mistress fashion

能代駅

駐車場完備

能代市駅前　大栄百貨店内
TEL0185－52－3806〈毎週火曜定休日〉

NCカード・分割販売OK！
ダンクカード加盟店

←向能代

P
中和通り→

↓風の松原

「経営発達支援計画」認定に伴う
　伴走型小規模事業者支援推進事業がスタート！

『小規模事業者経営発達支援資金』の
　　　　　　　　　受付を開始しました！

日本政策金融公庫融資制度

ご利用いただける方

資金用途

融資限度額

ご返済期間

利率（年）

保証人・担保

（注）従業員数が５人以下の場合は、措置期間３年以内となります。
　　ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用され、金融情勢によって変動いたします。
　　審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。

　人口減少、高齢化などによる経済構造が多様に変化する中で小規模事業者が持続的に事業を発展させてい

くために、それぞれの商工会議所が独自の支援事業計画、すなわち「経営発達支援計画」を立て経済産業省

へ申請し、認定を受けた商工会議所が計画をもとにそれぞれの地域で実施しております。

　能代商工会議所が申請した「経営発達支援計画」が経済産業大臣から認定され、小規模事業者を対象とし

た事業計画策定や計画に基づく販路開拓など伴走型の支援が更に手厚くできるようになりました。そこで、

当所においても、以下の事業の他、さまざまな支援事業を行ってまいります。

〇経済動向調査　　〇需要動向調査
〇女性向け創業塾の開催および個別サポートの実施
〇補助金申請のための経営計画作成支援セミナーおよび個別相談会の開催

小規模事業者とは・・・商工会法第２条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が20人（商業又
はサービス業（宿泊業及び娯楽業を除く。）に属する事業を主たる事業として営む
者については５人）以下の事業者。

経営発達支援計画の認定を受けた商工会議所・商工会からの事業計画の策定・
実施の支援を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者

ご利用いただける方に該当する方が事業の持続的発展を目的とした事業計画
の実施のために必要とする設備資金およびそれに伴う運転資金

7,200万円（うち運転資金4800万円）

設備資金　20年以内＜措置期間２年以内＞（注）
運転資金　　８年以内＜措置期間２年以内＞（注）

特別利率適用

お客様のご希望に伺いながらご相談させて頂きます。 

※詳細は下記より日本政策金融公庫ＨＰをご覧ください。
（URL:https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html）
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移動商工会議所開催のご案内移動商工会議所開催のご案内

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

皆様から商工会議所へのご意見、ご要望などを直接お伺いし、また会員相互・異
業種交流の場として開催しております。ぜひご参加ください。

南　地　区

平成28年11月10日㈭

会　費　4,000円　　懇　談　午後６：00～　　懇親会　午後７：00～

会　場
ラ・フォーレ

中　央　地　区

平成28年11月14日㈪
会　場
やま久

北　地　区

平成28年12月１日㈭
会　場
湯らくの宿のしろ

東　地　区

平成28年11月22日㈫
会　場
能代工業団地交流会館

講座名　補助金申請のための
　　　　経営計画作成支援セミナー
日　時　11月17日㈭13：30～16：30
場　所　能代商工会館３階
参加料　無料
講　師　中小企業診断士
　　　　　　　太田　敬治　氏

講座名　マイナンバー制度導入後の
　　　　年末調整対応セミナー
日　時　12月7日㈬14：00～16：00
場　所　能代商工会館３階
参加料　無料
講　師　メンタルサポートろうむ
　　　　　　　李　怜香　氏

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　3,000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
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

詳しくは、
折込チラシを
ご覧ください

【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

※お一人様１時間程度の相談ができます。
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ふわふわ

農家から届ける米専門店 能代市吹越字谷地23

ホームページ  h t t p : / / s a to f a rmak i t a . com/
㈱佐藤ファーム

ご注文・お問い合わせ

☎54-8666　　

【お問い合わせ・お申し込み】　ハローワーク能代　☎0185－54－7311  

●日時：平成28年12月1日㈭
13：30～15：00
　　　   （受付13：00～）

●会場：能代市文化会館　中ホール

主催：能代市・秋田県山本地域振興局・ハローワーク能代　 後援：能代山本雇用開発協会主催：能代市・秋田県山本地域振興局・ハローワーク能代　 後援：能代山本雇用開発協会

事前申込不要
求職者の方はin

◉いろいろな事業所と面談できます。　◉来場者が、各企業の面談テーブルを自由に移動する面接スタイルです。
◉参加する求職者の方は「履歴書」（1通）と「筆記用具」をご持参ください。◉雇用保険受給者の方は、面接会の参加が求職活動実績にカウントされます。
◉参加企業については、11月18日㈮以降公開予定です。（25社程度を見込んでいます。）　◉障害をお持ちの方は、当日の支援体制準備のため事前に連絡してください。

正社員としてお仕事を探している方な
らどなたでも参加できます。

【 求 職 者 】

能代山本地区に事業所を有し、同地区
での正社員（障害者の場合はパートも
可）として従業員を募集している企業。

【 参 加 企 業 】

2017年

新春のつどいのご案内
2017年

新春のつどいのご案内
　毎年恒例の「新春のつどい」を、下記の通り開催いたします。会員の皆様には業種を問わず多くの
方々と情報交換・親睦を深めて頂き、能代がますます元気になるよう、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頂けます
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。

◇と　　き：平成29年１月５日㈭午後６時
◇と こ ろ：能代市柳町「プラザ都」
◇会　　費：一人　5,000円
　　　　　　※参加券を事前に当所でご購入
　　　　　　　ください。
◇申込締切：12月12日㈪
◇申 込 み：能代商工会議所総務課
　　　　　　電話　0185－52－6341
　　　　　　Fax　0185－55－2233

2016年開催のようす。
会員をはじめ、地元行
政、経済界などから約
300名の方にご参加い
ただきました。
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〒016－0825　能 代 市 柳 町 9－23
☎　0185－54－2244
ＦＡＸ0185－54－2247

コースご案内

■きりたんぽ　■ねぎ　■比内地鶏　■まいたけ他きのこ一種
■せり　■ごぼう　■糸こんにゃく　■特製きりたんぽたれ

【２人前】
4,500円
（税込）

【３人前】
6,500円
（税込）

【４人前】
8,400円
（税込）

【５人前】
10,000円
（税込）

コースご案内

きりたんぽの地方発送承ります。きりたんぽの地方発送承ります。

イメージ

詳しくは　登記・供託オンライン申請システム
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/をご覧ください！
　問合せ先　登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク　TEL　050－3786－5797

詳しくは
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp

オンラインでの
手続きが
便利です！

オンラインでの
手続きが
便利です！

検察審査会からのお知らせ検察審査会からのお知らせ

能代検察審査会事務局　TEL.0185－52－3278

かんたん証明書請求

登記・供託オンライン申請システム土地・建物や会社・法人登記事項証明書の請求は土地・建物や会社・法人登記事項証明書の請求は

事務所 登記所

●来年度の検察審査員候補者に選ばれた方には、11月中旬頃に通知書が届きます。
※これは、裁判員裁判の「裁判員候補者」とは違います。
●交通事故や犯罪の被害にあったのに、検察官がその事件を裁判にかけてくれない。検察審査会は、そ
のような検察官の処分（不起訴処分）のよしあしを審査します。

●「検察審査員候補者」は、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれます。

お問い合わせ先

あきた企業活性化センターより
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会員の窓

●事業内容…　自動車鈑金塗装
　　　　　　　各種自動車業務
●力を入れていること…　事故などの損傷に
よる破損した箇所をお客様のライフスタイ
ルに合わせた施工を心がけております。例
えば、リサイクル部品の使用をしたり、形
のない損傷箇所は最新の技術と材料を駆使
して車体の復元に努めております。
●お客様へのメッセージ…　平成26年９月に開
業し、プロとしての誇りを持ち、また何事も
初心を忘れず、周りの方々への恩恵を大切に
しながら、より一層満足して頂ける仕上がり
と技術の追
　求に努めて
　まいりたい
　と思います。

●事業の概要…
・秋田の日本酒しか置いていない酒屋です。
・秋田県内の酒蔵38蔵のうち店主の気にいっ
た酒蔵12蔵しか扱っていません。
・店売りが３割県外発送が７割の売り上げで
す。
・2017年で創業100年になります。
●お店のおすすめ・お客様へのメッセージ…
・自分が飲んで旨い！と思うお酒だけを置い
ています。
・「今夜のおつまみは〇〇○」と伝えて下さ
い、それに合うお酒選びをさせて頂きます。
・今、秋田のお酒がどんどん美味しくなって
います。飲んべえにとってはとても幸せな
時代です！

藤田鈑金塗装
（代表者　藤田栄晃）
能代市落合字中大野台93－4
TEL 0185－74－8458  FAX 0185－74－8458

天洋酒店
（代表者　浅野貞博）
〒016－0803　能代市大町8－16
TEL 0185－52－3722
平日　9：00～19：00　日曜祭日　9：00～18：00

至八森

至能代市内

テラタ
向能代店 ローソン

米代川

東雲中学校

県立能代支援学校

県立能代西高

至常盤

藤田鈑金塗装

能
代
橋
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日時

会場

参加
対象者

会場 時間

日時
2016年12月10日㈯
15：30～（受付15：00～）

能代商工会議所　交流出会いパーティー担当まで
TEL0185-52-6341 FAX0185-55-2233

E-mail:n-syoko@shirakami.or.jp

会場
プラザ都
（能代市柳町9－23）

参加
対象者

20歳以上40歳以下で独身の方　
但し、応募多数の場合、市内にお住いの
方を優先させて頂きます。

詳しくは折り込みチラシをご覧下さい。

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）

業　種：介護・総務
住　所：能代市長崎227－2
ＴＥＬ：0185－54－2143
ＦＡＸ：0185－54－2143

　「伊藤　和明」 
　　　　　　　です。

長崎デイハウスふあり
　　　　　　　　に勤務する

　６月より介護員及び総務として勤務しております。
初めての業種ですが、職場の皆さんの協力と指導によっ
て働きやすい職場だなと実感しています。また高齢化社
会により介護の重要性は認識していましたが、実際に介
護の世界に携わるようになり考え方がかわりました。現
在は利用者様にその日１日を楽しんでもらえるように、
笑顔を絶やさずに働いています。一日一日を大切に頑張
っていきますので、よろしくお願いします。

11月
月　日

 06日㈰ 創業塾 能代商工会館 9：00
 　 女性会定例会 プラザ都 12：00
 7日㈪ 小規模企業振興委員会 能代商工会館 12：00
  工業部会 シャトー赤坂 18：00
 8日㈫ 中小企業会計啓発・普及セミナー 能代商工会館 14：00
  10日㈭ 南地区移動商工会議所 ラフォーレ 18：00
  木材部会 能代商工会館 12：00
 
11日㈮

 青年部第二回通常総会 プラザ都 19：00
  商業部会 能代商工会館 12：00
 13日㈰ 創業塾 能代商工会館 9：00
 
14日㈪

 公益部会 能代商工会館 12：00
  中央地区移動商工会議所 や ま 久 18：00
  15日㈫

 金融相談 能代商工会館 10：30
  理財部会 能代商工会館 12：00
 18日㈮ 商店会連合親睦ボウリング大会  18：00
 
20日㈰

 第144回簿記検定試験 能代商工会館 9：00
  創業塾 能代商工会館 9：00
 21日㈪ 常議員会 プラザ都 17：00
  22日㈫ 東地区移動商工会議所 　 18：00

行　　　事
11月 行　事　予　定行　事　予　定

スポーツセンター
プラザ都

つぶ
　や

きつぶ
　や

きつぶ
　や

き

　県内の紅葉スポットも少しずつ見ごろ
が過ぎて、いよいよ冬がやってきますね。
冬といえば、天気予報などで「冬将軍」
という表現を耳にしたことがあるかと思
います。冬の厳しい寒さを擬人化した言
葉なのですが、かの有名なナポレオンと
関わりがあるのをご存知ですか？
圧倒的な強さで知られるナポレオンです

が、1812年のロシア遠征。5月に始まりましたが、半年後、ロシ
アの厳しい冬の寒さに大きな犠牲を出し、遠征は失敗に終わりまし
た。このニュースは当時のイギリスの新聞でも報じられ、紙面で
「General Frorest」、直訳すると「霜の将軍」と表現されたのが
日本に伝わって「冬将軍」と意訳され、定着したそうです。
　冬将軍以外にも、日本語には寒さや雪を表した言葉はまだまだあ
ります。テレビや新聞などの言葉に耳を傾けて調べてみると、もっ
と面白かったり興味深い由来が発見できそうです。　（斉藤　茜）

新入会員の紹介

会員短信
〔住所変更〕
◇天洋酒店
　新　能代市大町8－16
　旧　能代市住吉町9－22

◇加賀谷内装
　加賀谷祐介　　能代市字機織轌ノ目67－4
　電話090－4882－1138　部会：建設
◇㈱岩手レック　能代支店
　鈴木　信樹　　能代市常盤字町辺154
　電話090－2360－4462　部会：公益

能代工業団地
交 流 会 館



天空の不夜城
永井　幹雄（群馬県高崎市） 
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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）

Ready Go
!

相馬　功輝（能代
市） 

最優秀賞

フォトコンテスト入賞作品発表

能代七夕「天空の不夜城」

※作品は公式ホームページにて公開中！！

映像コンテスト入賞者発表

史乗より
七尾　恵輔（能代市二ツ井町

） 

絶景の能代七夕

鹿島　和生（福岡県福岡市）
 

優秀賞

優秀賞

出陣直前
金田　勇希（能代市） 

特別賞

入選
天空の不夜城
永井　幹雄（群馬県高崎市） 入選 一致団結街の誇れる七

夕祭り

鹿島　和生（福岡県福岡市） 入選




