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受けたい方
による

店舗改善指導を受けたい方を募集
による

店舗改善指導を受けたい方を募集店舗改善指導
　多くの個店指導を手掛
けてきた講師による、様
々なアドバイスを受け集
客アップ、売上アップを
目指しませんか？
　店内導線、陳列方法、
商品の見せ方、POPな
どの改善についてアドバ
イスを行い、
個店の魅力
を引き出す
お手伝いを
します。

　１月５日（木）プラザ都にて新春の集いを開催し

ました。会員をはじめ、行政、経済界などから約

300名が参加し、アトラクション「能代超新星スモ

ールオーケストラ」の皆様による迫力ある演奏で

開会しました。広幡会頭からは「能代火力３号機着

工の経済効果や、風力発電事業の雇用環境が生まれ、

今のうちに能代の元気を広めなければならない。課

題もあるが、一歩踏み出す勇

気を持って運営に当たりたい」

と挨拶がありました。続いて

来賓の齊藤市長、佐竹知事よ

りご祝辞を頂戴し、参加者は

積極的に親交を深め、明るい

新年の幕開けとなりました。

専門家による
店舗改善指導を受けたい方を募集

受講料無料あなたのお店の
魅力アップを
サポートします！

主催・お申込　　能代商工会議所 中小企業相談所　TEL52-6342 FAX55-2233

募集事業所　 能代商工会議所管内事業所（お問い合わせ下さい）
募 集 日 程　 平成29年３月１日㈬　①13：00～　②15：45～

　 ３月２日㈭　③9：00～　④13：00～　⑤15：15～
対　　　象　 主に小売・サービス業
申 込 期 間　 平成29年２月７日㈫～20日㈪　【５事業所先着順】
申 込 方 法　 申込期間内に下記申し込み先までお電話かFAXでお申し込みください。
　　　　　　 電話の受付は、平日の9：00～17：00までとさせていただきます。

◆指導はどうやって行うの？◆
　お申込み後、事前に調査票へ記入していただきます。当日は担当職員と専門家の
先生が、実際に店舗へ訪問し、調査票をもとにお話をうかがいながら、商品の陳列
やＰＯＰ、お店の導線などについてアドバイスを行います。
　所要時間は、２時間程度です。商品レイアウトに関するご相談のほかにも、普段
のご商売で疑問に思っていることや仕入や商品ラインについてのご相談なども可能
ですので、この機会に、お気軽にお申込みいただければと思います。

講　師

春名 芳郎 氏
中小企業診断士
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夜間個別相談会のご案内
やりかたを変えればまだまだ売れる！

～売れる経営計画づくりとアイデア発想セミナー～
小さな会社のための事業アイデア発想法

◆パソコン　販売・設定・修理・メンテナンス

◆ネットワーク　LAN配線・無線LAN設定　

◆パソコン周辺機器　販売・設定

◆パソコンサポート

お気軽に

ご相談ください‼
能代市上町10-4
0185-74-6360

S.N.I
エス エヌ アイ Start

  Next
    Innovation

金融・記帳・労務で経営サポート！
夜間個別相談会のご案内
　年度末に向けた資金等の融資や、確定申告等の記帳に関
する夜間の相談会を開催致しますので、ご希望の方は、事
前に当所までお申込み下さい。

日時　2月16日㈭・2月20日㈪・2月22日㈬・2月24日㈮
　　　午後5時30分～午後8時
■会　場　能代商工会館３階多目的ホールB
■対象者・記帳の相談は個人事業所で税理士や他団体の

指導を受けていない方
　　　　・金融や労務の相談は法人事業所も可能です。
■当日持って来てもらう物
・決算申告相談の場合／収支内容の分かる物、その他決

算申告に必要な物
・金融相談の場合／出来るだけ２期分の決算申告書をお

持ちください
・その他相談に必要な物
■相談指導　商工会議所職員
　　　　　　（経営指導員・記帳指導員・補助員）
事前の電話0185-52-6342・FAX0185-55-2233
のお申込みが必要です。
 申込先　能代商工会議所　中小企業相談所

経営革新計画の認定を受けて
　秋田県の「経営革新計画」認定を受けたことで、今回当社が試み
た「西方設計モデル住宅」が完成しました。
　はじめは、申請の段階で「普通のモデル住宅建設では経営革新計
画の認定は難しい」といわれておりましたが、能代商工会議所の経
営指導員のアドバイスを受け、これまで当社が培ってきたノウハウ
や技術を分かりやすく伝える申請書の書き方や、プレゼンテーショ
ンの仕方などを相談できたことで、難しいと言われた認定も受け
ることができました。
　当社ならではの技術が詰まった「西方設計モデル住宅」をお気軽
にご覧ください。お待ちしております。　（有限会社　西方設計）

商工会議所より
　この認定を受けると、特例や助成を受けることができます。また、
申請に当たって「経営革新計画」を作成する際に、目標や自社の強
みなどが明確になり、新たな事業展開を行うきっかけにもなります。
　挑戦してみてはいかがでしょうか‼
　申請書作成時には能代商工会議所がお手伝いをさせていただきま
す。

女性創業塾に参加して
　今回、女性創業塾に参加させて頂いて職
業は全く違うのですが、同じく起業したて
の方達と交流が出来てとても刺激になりま
した。自分の直さなければいけない点も教
えて頂きとても参考になりました。
　また、先生と自分の事業について深いと
ころまでご相談出来て、自分の悩んでいた
ことや理解出来ていなかった部分を改めて
勉強させてもらいました。
　自分が始めた事業を成功させたいという
気持ちも勿論なのですが、続けていくとい
うことがいかに大変なことかということも
改めて気が付く事が出来ました。
　これからは経営力も大切にして今回の創
業塾で教えて頂いた事を日々意識しながら
お仕事をさせて頂きたいと思いました。

（和愛：橋本　愛）

やりかたを変えればまだまだ売れる！

参加無料

詳しくは、
同封チラシを
ご覧下さい

～売れる経営計画づくりとアイデア発想セミナー～

◆こんな方にお勧めです！
●新しいことにチャレンジしたいが何から
　始めたらよいかわからない方
●経営の次なる一手を検討してみたい方
●今後、補助金等を申請してみたい方
　（小規模事業者持続化補助金など）

セミナー
日　　時

個別相談
（要予約）

対　　象
会　　場
申込締切
定　　員
主　　催
お 申 込

平成29年2月23日㈭
13：30～15：30

セミナー終了後、15：30～

全業種の経営者・経営幹部の方
能代商工会館（元町11-7）
平成29年2月20日㈪まで
30名
能代商工会議所　中小企業相談所
TEL 52-6342  FAX 55-2233

ジャイロ総合コンサルティング
セミナー事業部長

渋谷　雄大 氏
（中小企業診断士）

講　師　紹　介

小さな会社のための事業アイデア発想法
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株式会社 品田電気工事
代表取締役　品　田　一　也
〒016-0831　秋田県能代市元町15－43
TEL 0185－55－1288㈹・FAX 0185－55－3208
ma i l : s h i n a d e n@ s h i r a k am i . o r . j p

青年部
だより

女性会だより青年部
だより 　１月25日（水）プラザ都において、新春講演会及び新

年会が開催されました。秋田市　鶴ヶ崎神社　宮司　齊
藤壽胤 氏を講師にお迎えし「癒やしの民俗～民俗の中か
ら“おもてなしの心”を探るとすれば・・・」をテーマ
に講演会を開催しました。古来からの作法がおもてなし
の原点であり、誠意のあるおもてなしは、人の心を癒や
すと語り、講演後は鳥形獅子踊り保存会の皆様より踊り
を御披露いただきました。
　新年会では、能代弁ラジオ体操や風船割りゲーム、ビ
ンゴゲームなどの余興を楽しみ、最後は恒例のお杉音頭
を全員で踊り、締めくくりました。

　１月27日（金）プラザ都において「能代商工会議

所青年部・青年部ＯＢ会合同新年会」が開催されまし

た。当日は能代市長、能代市議会議長、東北ブロック

青年部連合会長、秋田県商工会議所青年部連合会長を

はじめとしたご来賓の皆様と県内ＹＥＧ、青年部ＯＢ

会会員、会員の総勢93名の方々が出席しました。

　新年会ではＯＢ会の船木会長の発声で乾杯の後に、

恒例となった新春バザーや県内ＹＥＧのＰＲタイムが

行われ会場を大いに賑わわせました。今年は能代商工

会議所青年部が30周年を迎えることから、出席者と

共にシュプレヒコールを行い、周年に向けた決意を

新たにしました。

■  あきた産業デザイン支援センターが「企画展示コーナー」を開設！
あきた 企 業 活 性 化センター か らのお 知ら せ

（お問い合わせ）　総務相談グループ 知財・デザインセンター担当　　TEL 018-860-5614　FAX 018-863-2390　　Email  info@idsc-akita.net

言葉だけではイマイチわかりにくい「デザイン」。
秋田の素材、技術を使い、使い手目線でデザイン
された商品の実例を「見て」「知って」もらうこ
とで、デザインを活用した商品開発、企業が益々
盛り上がるよう開設しました。
ぜひご覧ください！

どんなものが見られるの？
近年の県内企業によるグッドデザイン賞受賞商品や、地
場産業やクリエーターによる日用のデザインの逸品を、
企画テーマによりセレクトし、不定期で展示します。
あきた産業デザイン支援センターの支援事例の解説展
示も予定しています。

１月～２月は「めでたいデザイン」をテーマに、
祝事にちなんだ商品をセレクトし展示ご紹介しています。

ものづくり展示ホール[県庁第２庁舎１階]
[開館時間] 9:00～16:00（土日祝日を除く） 

１月～２月は「めでたいデザイン」をテーマに、
祝事にちなんだ商品をセレクトし展示ご紹介しています。
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会員の窓

●プロフィール…
　　昨年6月にオープンした柳町の新顔です。営業
時間が6時～3時となっていますので早い時間から
の飲み会にも、夜間のお仕事終わりの方がお食事、
お酒に対応できるお店になっています。

●お店のおすすめ…
　　取り揃えているお料理自体はシンプルなもの
が多くあまり手は加えていません。だからこそ
塩や醤油などの調味料味付けについては店主が
コレだ!!と思ったもの以外は使用しておりません。
また、他店ではあまり見ない「塩鶏唐揚げ」な
ど味付けにこだわった商品を取りそろえていま
す。おススメはその日の仕入れで変わり、ご来
店の度に違う味をお楽しみいただけます。

・宴会コースはお客様の言い値、好みで内容は変
えていますので、年齢層や食べたい物をスタッ
フにお申し付けくださればお客様だけの宴会プ
ランを作れます。

●お客様へのメッセージ…
　　某チェーン店で数年修行をしてきましたが、ま
だまだ手さぐり状態で日々勉強の毎日です。お客
様の温かいご支援を大切にし、便利で来やすい居
酒屋を目指し日々努力して参りますので、今後と
もよろしくお願いします。

●プロフィール…
　平成13年に「理容店」として創業。長男が美
容師の修業を終え、能代に帰郷し「理美容室」
として再出発しました。現在では、お客様第一
として、技術はもちろん癒しの空間を提供して
おります。

●力を入れていること…
・組合・メーカー主催の勉強会には積極的に参
加し、技術の向上を目指しております。

・元ガン患者の経験を活かし、心のケア・医療
用カツラ・カラーの使い分けの相談にも応じ
ております。

・ブライダルシェービィングも行っております
（背中剃り・胸元剃り）

●お客様へのメッセージ…
　静かな住宅街にあるお店です。お客様には施
術後にはゆっくりドリップコーヒーを提供して
おります。
　癒しの空間をどうぞお楽しみ下さいませ。

水くま
（代表者　佐々木日和）
能代市柳町3-30イナリビル1F-D
TEL 0185－74－5786
営業時間／18:00～翌3:00
定 休 日／水曜日（ご予約があれば営業致します！）
営業時間／18:00～翌3:00

ヘアー・アート　kazu
（代表者　田村和子）
〒016－0014　能代市落合字下大野70-160
TEL・FAX 0185－52－2519
定 休 日／月曜日・第3日曜日　予約ＯＫ
営業時間／9:00～19:00
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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）

会場 時間

2 月
月　日

 06日㈪ 組織力強化セミナー 能代商工会館 14：00

 0 個別相談 能代商工会館 16：00

 　7日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

  消費税軽減税率価格転嫁対策セミナー 能代商工会館 14：00

 12日㈰ 第209回珠算検定試験 能代商工会館 09：00

  第119回段位認定試験 能代商工会館 09：00

  15日㈬ リテールマーケティング(販売士)検定 能代商工会館 09：00

 16日㈭ 夜間個別相談会 能代商工会館 17：30

 20日㈪ 夜間個別相談会 能代商工会館 17：30

  21日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 22日㈬ 夜間個別相談会 能代商工会館 17：30

 23日㈭ 経営計画策定セミナー 能代商工会館 13：30

 24日㈮ 夜間個別相談会 能代商工会館 17：30

 26日㈰ 第145回簿記検定試験 能代商工会館 09：00

行　　　事 会場 時間月　日 行　　　事

2 月 行　事　予　定行　事　予　定

申告と納税
事業税・住民税の申告期限

平成29年3月15日（水）まで

所得税および復興特別所得税・贈与税

平成29年3月15日（水）まで
消費税および地方消費税（個人事業者）

平成29年3月31日（金）まで
確定申告にあたっては、社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入により、
「マイナンバーの記載」＋「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となります。

平成29年度　商工会議所検定試験日程
検定試験 試験日 受付期間

  １級・２級・３級 ６月11日（日） ４月３日（月）～５月12日（金）

 簿　　　　　記 １級・２級・３級 11月19日（日） ９月11日（月）～10月20日（金）

  ２級・３級 ２月25日（日） 12月18日（月）～１月26日（金）

 受験料（税込） １級7,710円　、　2級4,630円　、　3級2,800円 

   ６月25日（日） ４月17日（月）～５月25日（木）

 珠算（そろばん）  10月22日（日） ８月14日（月）～９月21日（木）

   ２月11日（日） 12月４日（月）～１月11日（木）

  【珠算】1級2,300円、2級1,700円、3級1,500円、4～6級1,000円、7～10級900円
 受験料（税込） 【暗算】1～10級900円
  【段位】2,900円、珠算のみ2,500円、暗算のみ1,200円

 リテールマーケティング ２級・３級 ７月８日（土） ５月８日（月）～６月16日（金）

 （販売士） １級・２級・３級 ２月21日（水） 12月18日（月）～１月26日（金）

 受験料（税込） １級7,710円　、　2級5,660円　、　3級4,120円 

〔珠算・暗算〕1～10級
段位認定

〔珠算・暗算〕1～10級
段位認定

〔珠算・暗算〕1～10級
段位認定
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NPO白神ねっと　20周年記念講演及び記念祝賀会

仙台国税局では、バイタリティーあふれる税務職員を募集し
ています。国税専門官は、国の財政を支える重要な仕事を担
い、税務署等において、調査・徴収・検査や指導などを行う
税務のスペシャリストです。

受　験　資　格
１．昭和62年４月２日から平成８年４月１日生まれの者
２．平成８年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
⑴大学を卒業した者及び平成30年３月までに大学を卒
業する見込みの者
⑵人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると認める者

受験申込受付期間
平成29年３月31日㈮から４月12日㈬まで

受 験 申 込 方 法
受験申込みはインターネット申込みとする。
国家公務員試験採用情報NAVI
（http://www/jinji.go.lp/saiyo/saiyo.htm）
なお、インターネットで申し込めない場合は、受験申込受付
期間前に仙台国税局人事第二課試験研修係へ連絡する。

第 一 次 試 験 日　　平成29年６月11日㈰

試験に関するお問い合わせ先

仙台国税局人事第二課試験研修係
TEL022－263－1111　内線3236

国家公務員
「国税専門官採用試験」（　　）のお知らせ

NPO白神ねっと　20周年記念講演及び記念祝賀会
　NPO白神ねっとでは設立20周年を記念して能代市出身で世界的にも活躍されている浅野秀剛先生をお
迎えし、記念講演を行います。歌麿と北斎の代表作品を先生の解説の中で実際に観て聴けるチャンスはそ
うはありません。講演は無料でどなたでも参加できますがお申込みが必要となります。また講演後は先生
を囲んでの懇親会を予定しております。
＊期　　日　　平成29年３月３日（金曜日）
＊場　　所　　プラザ都（柳町）
＊講演時間　　17時～18時30分
＊懇 親 会　　18時30分～（会費：6,000円）
＊講演講師　　浅野秀剛氏　1950年生　秋田県能代市出身
　　　　　　　財団法人大和文華館館長・あべのハルカス美術館館長
　　　　　　　国際浮世絵学会理事長
　　　　　　　著書・監修本多数
＊講演演題　　「歌麿と北斎」
＊講演内容　　戦後60年余り行方不明だった歌麿の大福が発見され、今年4月に138年ぶりに海外と日本

にある3幅が揃って展示される予定。また北斎ブームの中で最新の話題を含めて、歌麿と
北斎の作品の魅力を紹介いたします。

 「子供の未来応援基金」－あなたの善意で子どもたちの未来
が変わります。
　「子供の未来応援基金」は、「子供の未来応援国民運動」の
一環として、平成27年10月に創設されました。企業や個人の
皆さまからの寄付を募り、社会全体で子どもを支援する輪を広
げるべく、各種支援事業を実施して参ります。オフィスや施設
に寄付型自動販売機を設置して、子どもたちの未来のため、み
んなで社会貢献しませんか？

 「子供の未来応援基金」－あなたの善意で子どもたちの未来
が変わります。

ご協力のお願い 大学卒業
程　　度

平成29年度

申込先　NPO白神ねっと　☎89－1755

うはありません。講演は無料でどなたでも参加できますがお申込みが必要となります。また講演後は先生

　　戦後60年余り行方不明だった歌麿の大福が発見され、今年4月に138年ぶりに海外と日本
にある3幅が揃って展示される予定。また北斎ブームの中で最新の話題を含めて、歌麿と

　NPO白神ねっと　☎89－1755

既設の自販機も
簡単に変更可能です

未来応援ネットワーク事業
貧困の状況にある子どもの支援活動に草の根で
取り組んでいるNPOを支援します。

子どもの生きる力を育むモデル拠点事業
子どもの居場所を整備し、民間のノウハウを結集して、
「生きる力」を育むプログラムを提供します。

寄付金はこれらの
事業に役立てられます。

ドリンク1本で

10円寄付寄付型自動販売機で
子どもたちの未来に社会貢献しませんか。

企業名、団体名等を入れた
ラッピングも可能。

既に御社に置かれている自販機も
ステッカー対応で変更可能。

〈お取扱可能な飲料メーカー〉全てのメーカーに対応
緊急時の為に、「AEDタイプ」「災害対応型」の

自動販売機もございます。

子どものみらいを
応援しよう!!

子供の未来応援国民運動事務局（事務取扱：公益財団法人日本財団）
0120-553-466

お問い合わせ

〒107-8404　東京都港区赤坂1-2-2
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業　種：リサイクル

住　所：扇田字柑子畑1－1

ＴＥＬ：70－1300

ＦＡＸ：58－5599

〔代表者変更〕
◇赤塚電気工事（株）
　新　赤塚　健二　　　　旧　赤塚　一三

〔住所変更〕
◇山王技研（有）
　新　能代市上町11－６
　旧　能代市河戸川字大須賀12－１

〔事業所名変更〕
　新　庄内電気　　　　旧　サウンドミリオン

株式会社能代資源
に勤務する

「大高　圭」
です。

　2010年３月20日より能代資源に勤務していま
す。入社して７年経ちますが、分からないことは
先輩方に聞いたりして日々努力しています。
　自分がやっている仕事は、プラスチックを仕分
けしたり破砕する作業です。初めての業種だった
ので最初は不安もありましたが、職場の皆さんの
優しさ、時には厳しく接してくれますので、ここ
まで来れました。
　体調管理には気をつけ、一日一日を大切にして
頑張っていきますのでこれからもよろしくお願い
します。
　趣味はミニテニスです。練習は週２～３回して
います。３年前に宮崎で行われた全国大会に出場
して優勝しました。ミニテニスをやってみたい方
は毎週火曜日、総合体育館（２階）で７時から練
習をしているので、ぜひ来てください。

会 員 短　信
　今シーズンは、あまり雪が降

らないかなと思っていたところ

に、１月後半から雪が降り続き、

除雪作業に追われました。２月

４日が立春ですが、もう少し春は先のようです。

　さて、今年も確定申告の時期になりました。所

得税の申告は、３月15日までとなっております。

当所では、今年も夜間個別相談会で、日中来所で

きない方々をサポートしますのでどうぞご活用下

さい。　　　　　　　　　　　　　　（佐藤慶仁）

共済制度大福引き大会
を開催

　１月19日、20日の２日間に渡り、当所共済制
度加入者「大福引大会」を開催しました。
　この大会は、加入者の皆様への感謝の意を込め
て開催しており、今年は延637名が参加。用意さ
れた会頭賞（ダイソン掃除機・プラズマクラスタ
ー）やアクサ賞（デジカメ・ふとんクリーナー）
などが当たり、共済加入者へ日頃の感謝を還元し
ました。

おお たか けい




