
ねんりんピック秋田2017開催
スポーツと文化の祭典として60歳以上を対象に開催されました。能代山本地域では
「軟式野球」「マレットゴルフ」「囲碁」の３競技が行われ、約650名が参加しました。
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　当所はおかげさまで本年節目となる創立70周年を迎えます。これまで多くの会員企業の皆様に支えられま

したことに、心より深く御礼申し上げます。

　この70周年記念を祝し、当会員事業所の優良従業員表彰を、平成29年12月16日（土）開催の式典にて

実施することと致しました。会員事業所の皆様には、従業員の方々に対し、日々の功績を称える機会としてご

活用いただきたく、ご案内申し上げます。

１．優良従業員表彰基準
　当所会員事業所の従業員であって、業務に精励恪勤、他の従業員の模範となる者で、次の各号の一

に該当する者。

①同一企業に10年以上勤務し成績優秀な方。　② 同一企業に20年以上勤務し成績優秀な方。

③同一企業に30年以上勤務し成績優秀な方。　④ 同一企業に40年以上勤務し成績優秀な方。

２．事業主負担金について
　被表彰者には、表彰状及び記念品をお渡ししますが、事業主の皆様に

ご負担いただきます。（表彰者一名につき5,000円）

３．推薦締切日
　平成29年10月20日（金）までお願いします。

　表彰推薦書をお送りしますので、お電話でご連絡ください。

現在、記念事業の準備を進めており、下記の通り事業を予定しておりますので、皆様にご案内いたします。

日時　平成29年
　　　　12月16日（土）
　　　14：00 ～15：30
　　　（開場　13：00 ～）
場所　能代市文化会館
　　　大ホール
講師　ゴルゴ松本 氏　
演題　『命の授業』

日時　平成29年
　　　　12月16日（土）
　　　16：30 ～17：45
場所　プラザ都

日時　平成29年
　　　　12月16日（土）
　　　18：30 ～
場所　プラザ都

申込み方法など詳細につきましては、
月報はまなす１１月号にてご案内させていただきます

能代商工会議所70周年記念事業

記念式典 記念祝賀会

【お申込・お問合せ先】　創立70周年記念事業事務局　北林　TEL52－6341

記念講演会

記念講演会・記念式典・記念祝賀会のご案内

（役員議員永年勤続・優良従業員表彰）



起業に関するお悩みを解決しませんか？

専門家個別相談
日時： 平成29年12月3日㈰　9：00～、13：30～、17：30～  
 4日㈪　9：00～、13：30～  
 ※申し込み状況に応じて、相談時間が変更となる場合がございます。  
会場： 能代商工会館  

相談
無料

創業塾卒業生から続々企業家が誕生しています

創業の夢・アイデアをお持ちではありませんか？
その夢を現実にしてみませんか？
創業塾では講義だけでなく、演習・事例発表等を通じて創業を学
び、描いていた夢を具体化し、実現に向けての積極的な知識や実務
等を習得していただきます。
創業をお考えの方はもとより、開業して間もない方、創業について
学びたい方など、是非ご参加ください。

日　程 時　間 テーマ 内　　　　　容

●講　師／中小企業診断士　橋　本　　泉　氏

11/ 5㈰

11/12㈰

11/19㈰

第１回
9:00 ～ 12:00

第２回
13:00 ～ 16:00

第３回
9:00 ～ 12:00

第４回
13:00 ～ 16:00

第５回
9:00 ～ 12:00

第６回
13:00 ～ 16:00

創業の心構え

創業に必要な知識と計画

経営資源のマネジメント
（ヒト・モノ・カネ・情報の有効活用法）

ビジネスシミュレーション
振り返り

創業に必要なマーケティングの
知識と活用

「ビジネスプラン作成＆発表」

●起業する意味と創業環境　●起業→企業　成功のポイント
●自己資源の棚卸し

●創業に必要な手続き　●売上計画の立案
●利益計画の立案

●ビジネスシミュレーションゲーム『村祭り』
●ゲームの結果を実際にビジネスにあてはめて考える

●『村祭り』の要素はビジネスにおける何の例えか
●経営者に必要な能力とは？

●ターゲット市場選定　●４つの“Ｐ”最適な組み合わせ
●一味違う販促ツールの活用

●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カッション
●ビジネスプラン発表＆フィードバック

■日　程：平成29年11月５日㈰・12日㈰・19日㈰　全3日間　9:00～16:00
■会　場：能代商工会館
■対象者：創業・独立開業を目指すサラリーマン、OL、退職者、学生、主婦の方など。
　　　　　開業して間もない方（３年以内）
■定　員：15名（先着順です）　　■受講料：4,000円/人（テキスト・資料代・消費税込み）
■締　切：10月27日㈮ までに、下記へお申込み下さい。

能代商工会議所 中小企業相談所「創業塾」係　
〒016-0831 秋田県能代市元町 11-7 TEL.0185-52-6342　FAX.0185-55-2233

【お申し込み・お問い合わせ先】

カリキュラム

あなたの成功を
　応援します! !

創業塾
参加者募集
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　当所では、昨年に引き続き、地
域の事業者の方が抱える経営
課題を把握したく「経済動向の
アンケート調査」を実施したいと
思っております。

　アンケートの結果は、当所で集計した後に、会報・ホームページ・地元紙に掲載し、皆様の参考になるよう周知を
して参りたいと思います。
　能代市内の事業者から、無作為に300社を抽出し、郵送にてアンケート用紙をお送りしますので、ご協力の程よ
ろしくお願いいたします。

能代商工会議所 中小企業相談所  担当  田中（孝）・松橋  TEL.52-6342問合せ

　当所では、下記のスケジュールにて各セミナーの開催を予定しており、
多くの事業所様のご参加を心よりお待ちしております。

日時　１２月２日（土） 10：00 ～ 16：00
　　　※終了後、参加者同士の交流会を開催
　　　　　　９日（土） 10：00 ～ 16：00
定員　10名
場所　能代商工会館 １Ｆ　　受講料　3,000円
講師　中小企業診断士　橋本　泉 氏

女性のための創業セミナー＆交流会
日時　１２月１０日（日）　9：00 ～ 12：00
　　　　　　　　　　　  13：00 ～ 15：00
場所　能代商工会館 １Ｆ
講師　中小企業診断士　橋本　泉 氏

女性の創業のための個別相談会

日時　平成３０年
　　　１月２２日（月） 13：30 ～ 15：30
場所　能代商工会館
講師　Hand in Hand 社会保険労務士事務所
　　　上江　誠 氏

 （社会保険労務士／中小企業診断士）

労務セミナー
「社会保険・労働保険の

実務ポイント」

日時　１２月１２日（火） 13：30 ～ 16：30
場所　能代商工会館
講師　ジャイロ総合コンサルティング㈱
　　　山本　志のぶ 氏（産業カウンセラー）

接遇力アップセミナー
「～他店に負けない接遇力で、
 お客様のハートを掴む～」

日時　１１月下旬予定 18：30 ～ 20：30
場所　能代商工会館 １Ｆ

後継者育成塾
経営計画作成支援セミナー

日時　平成３０年１月下旬予定
 18：30 ～ 20：30　

場所　能代商工会館 １Ｆ

後継者育成塾
経営計画作成支援セミナー

能代商工会議所  セミナー & 相談会 予定表

無料
【予約制】 
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経済動向  アンケート調査への
ご協力をお願いいたします！



【お問い合わせ】 アクサ生命保険㈱  大館営業所能代分室　TEL0185－55－2580

営業主任
袴田 光子

對馬 万里子 三沢 義将 喜代濱 和幸 大高 志保子 金谷 拓都

平内 洋子 富樫 恵美 三浦 宏之 営業所長
清水 基恭

事　務
関 加奈子

ご協力の
お願い
ご協力の
お願い

〈キャンペーン期間：11月30日まで〉

臨時議員総会を開催
　９月28日能代商工会館において、当所臨時議員総会
を開催し、56名が出席しました。
　議事では、常議員の選任、創立70周年記念　役員議
員表彰推薦者（案）及び（仮称）イオン新能代ショッ
ピングセンター計画（案）に関する説明懇談会の開催
要望、「まち」づくり提案書（案）について承認され
ました。これは、人口減を見据え定住圏構想を軸に中
心市街地を再構築する「まち」づくり提案書は、中心
市街地の活性化や駅前再開発・街並み整備などを盛り込み、災害に強く住みよいまちづくりを提案する、
と説明しました。
　その他、一般会計・特別会計収支補正予算、創立70周年事業並びに記念事業特別会計収支予算、あわせ
て能代商工会館１階に創設した女性創業支援室「オフィス・フォー」についても報告しました。

育成部長
富樫 　渉

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、何卒よろしくお願い申し上げます。
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文　具／事務用品／和洋紙／教材

〒016-0823　営業本部　能代市若松町６－33　TEL（0185）52-4351（代表）
〒016-0821　畠 町 店　能代市畠町　６－10　TEL（0185）54-1745（代表）

株式会社



　９月13日に、秋田
県商工会議所女性会
連合会の経営講習会
が能代市の「松風庵」
で 開催さ れま し た。
県内商工会議所女性

会会員と当会会員合わせて49名が集まり、講師に
元祖爆笑王　高橋裕幸　氏をお迎えし、「笑いで秋
田を元気に！笑いのある生活を！」と題し講演し
ていただきました。笑いが、免疫力をアップする
ことが実証されていることからも、ほうれい線を
気にせず笑いましょうとお話しされました。また、一般社団法人 秋田白神コミュニケーションセンター
事務局長　越後康一　氏に能代の魅力を他女性会員の皆様に紹介していただき、参加者で能代公園を散策
しました。
　昼食には、白神ねぎを使ったスープをお出しし、天空の不夜城の和紙を使って作った「能代商工会議所
女性会オリジナル　ティッシュカバー」と「翁飴」をお土産にお渡し、能代の魅力を大いにＰＲしました。
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　9月23日に第68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44名が参加し、日
頃の練習の成果を競い合いました。結果は次の通りです。
●個人競技部門
【小学生の部】 優勝　山谷　優衣（渟西小）
【中学生以上の部】 優勝　佐々木杏子（秋田高校）
●読上暗算
【小学生の部】 優勝　川村　泰生（向能代小）
【中学生以上の部】 優勝　佐々木杏子（秋田高校）
●読上算
【小学生の部】 優勝　山谷　優衣（渟西小）
【中学生以上の部】 優勝　後藤　理沙（能代二中）
●団体競技
【小学生の部】 優勝　渟城西小
【中学生以上の部】 優勝　能代松陽高校

第68回秋田県
県北珠算競技大会を開催



女性創業支援室「オフィス・フォー」のご案内
　当所では、「日本一女性が起業しやすい街」
を目指し、これから創業を考えている女性
や、起業して３年以内の女性を支援してい
けるよう、「女性創業支援室　オフィス・フ
ォー」を開設いたしました。
　オフィス内には、商談スペースや専用ロ
ッカー、専用ポスト、FAX電話等の設備を
準備し隣室にはコミュニティルームを完備
しております。また、当所の女性インキュ
ベーションマネージャーや経営指導員が経
営全般をサポートいたします。
　ご興味がある方は、事前にご連絡いただ
くことで内覧もできますので、ぜひお気軽
にお問い合わせください。

専用デスク

秋田県内の受発注登録企業と、東北及び首都圏等の発注企業にご
参加いただき、商談や情報交換をしていただくための商談会を開
催します。県内企業の受注量の増大や販路拡大を支援します。

９月２０日　１名の入居者決定！！

・会議所の中に事務所があるということでお客様への「信頼性」がアップしました。

・女性ということで防犯上心配でしたが、交番の隣ということもあり「安心・安全」が確保されました。

・家事と仕事の時間の切り替え、気持ちの切り換えができることで「効率アップ」につながっています。

・能代駅のそばのため、お客様に伝えやすく電車・バスでもOK！

等をお話しいただいております。
起業を考えている女性の皆様は、 ぜひ一度、 内覧にきてみませんか？

入居された事業者様の声

（
税
別
）（
税
別
）
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会員の窓

●会社の事業概要
昭和 57 年４月に創業開始いたしました。
当社では、新車、中古車販売の他、車検や整備、鈑金や任意保険
などお車の総合商社として出来る限り広い範囲のお客様への
対応ができるように努めてまいりました。
現在では三種町鯉川へ三種支店もあり、より広い範囲のお客様
への対応が可能となっております。

●力を入れていること
お車選びから始まり、車の買い方にはたくさんの種類がありま
す。その中で、近年流行してきている買い方として個人様向け
の自動車リースがおすすめです。近頃「新車が月々 10,800 円」
というのぼりを見かける人も多いのではないでしょうか？
７年間の車検、各税金、自賠責保険、オイル交換まで込々で月々
10,800 円で新車に乗れるのが魅力の維持費の大きな負担も
少ないお得な買い方です。

●お客様へのメッセージ
私たちの仕事は、まずお客様に声を掛けて頂くことから始まり
ます。
車を買うときは、この車が欲しい！あの車はどうかな？などの
声を掛けてもらい初めて見積りが出せます。その後、値段が高
い！もっと安くならない？などの声をもらってやっと一つの
商談がまとまっていきます。
私たちからお客様へ伝えたいこと。まずは当社のスタッフへお
声掛け下さい。
どんな内容でも結構です。車の調子が悪い、こんなオプション
品付けてみたいけど安いの探せる？車ぶつけてしまったんだ
けど安く直してくれない？などなど、車のことで聞きたいこと、
やりたいこと、不安なことなどあれば、まずエース自動車のス
タッフへお声掛けを。
親身になって一生懸命対応いたします。宜しくお願い致します。

●プロフィール

　以前は鳥小屋の方で営業をしていて、こちらに移転して７

年目を迎えます。パンの種類は２５種類程でそんなに多く

はありませんが、地域の方々や秋田市・大館市など遠方か

ら来店してくださるお客様も増えてきました。

●力を入れていること

　ライ麦から起こした「ルヴァン・リキッド」という手作りの

酵母を使用しています。パン生地は添加物を使用せず、す

べて手作りにこだわって作っておりますので、安心していた

だけると思います。 　　

●お客様へのメッセージ

　食事パンも多く用意していますので、普段の食事にぜひ

いかがでしょうか？

　これから秋にかけて新商品も数多く出す予定ですので、

ぜひ一度ご来店下さい。

　予約注文も承っておりますので、お気軽にお電話下さい。

エース自動車販売株式会社
（代表者　畠山 信悦）
〒016-0878 能代市字臥竜山17-5
TEL 0185-54-2227
FAX 0185-52-4453

Ken’s BAKERY
（代表者　児玉 健史）
〒016-0185 能代市下瀬31-6
TEL･FAX 0185-89-1032
定休日：毎週日・月曜日
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の自動車リースがおすすめです。近頃「新車が月々 10,800 円」
というのぼりを見かける人も多いのではないでしょうか？
７年間の車検、各税金、自賠責保険、オイル交換まで込々で月々
10,800 円で新車に乗れるのが魅力の維持費の大きな負担も
少ないお得な買い方です。

●お客様へのメッセージ
私たちの仕事は、まずお客様に声を掛けて頂くことから始まり
ます。
車を買うときは、この車が欲しい！あの車はどうかな？などの
声を掛けてもらい初めて見積りが出せます。その後、値段が高
い！もっと安くならない？などの声をもらってやっと一つの
商談がまとまっていきます。
私たちからお客様へ伝えたいこと。まずは当社のスタッフへお
声掛け下さい。
どんな内容でも結構です。車の調子が悪い、こんなオプション
品付けてみたいけど安いの探せる？車ぶつけてしまったんだ
けど安く直してくれない？などなど、車のことで聞きたいこと、
やりたいこと、不安なことなどあれば、まずエース自動車のス
タッフへお声掛けを。
親身になって一生懸命対応いたします。宜しくお願い致します。

●プロフィール

　以前は鳥小屋の方で営業をしていて、こちらに移転して７

年目を迎えます。パンの種類は２５種類程でそんなに多く

はありませんが、地域の方々や秋田市・大館市など遠方か

ら来店してくださるお客様も増えてきました。

●力を入れていること

　ライ麦から起こした「ルヴァン・リキッド」という手作りの

酵母を使用しています。パン生地は添加物を使用せず、す

べて手作りにこだわって作っておりますので、安心していた

だけると思います。 　　

●お客様へのメッセージ

　食事パンも多く用意していますので、普段の食事にぜひ

いかがでしょうか？

　これから秋にかけて新商品も数多く出す予定ですので、

ぜひ一度ご来店下さい。

　予約注文も承っておりますので、お気軽にお電話下さい。

エース自動車販売株式会社
（代表者　畠山 信悦）
〒016-0878 能代市字臥竜山17-5
TEL 0185-54-2227
FAX 0185-52-4453

Ken’s BAKERY
（代表者　児玉 健史）
〒016-0185 能代市下瀬31-6
TEL･FAX 0185-89-1032
定休日：毎週日・月曜日
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　９月にはおなごりフェスティバルやね
んりんピックが開催されました。開催日
当日はあいにくの雨模様となり、開催を
懸念しておりましたが、両イベントとも無

事開催を迎えほっと一安心しております。
　主要なイベントが終わり、今年も残すところあと３か
月。朝晩の冷え込みが厳しく、秋が深まっているように感
じております。季節の変わり目となるこの時期は、体調を
崩す方が多く見受けられます。自律神経の乱れや胃腸
の機能低下が要因で、改善には食事や運動など、生活習
慣の改善が特効薬のようです。夏場の疲れに負けず、一
層体調管理には気を配りたいと存じます。　（赤塚祐佳）

10月 行 事 予 定
7日㈯

8日㈰

10日㈫

14日㈯

15日㈰

16日㈪

17日㈫

29日㈰

のしろ産業フェア2017

のしろ産業フェア2017

青年部役員会

青年部30周年記念式典

能代商工会議所創立70周年記念ゴルフ大会

雇用開発協会 フォローアップ研修講座

金融相談

第211回珠算・暗算検定試験、
第121回段位検定試験

能代市総合体育館

能代市総合体育館

能代商工会館

プラザ都

能代カントリークラブ

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

10:00

9:30

19:00

15:00

9:30

9:00

10:30

9:00

月  日 行　　　事 会　　場 時 間

　平成31年10月１日消費税率引き上げと同
時に「軽減税率制度」が実施予定となってい
ます。
　軽減税率制度は全ての事業者の方に関係が
あります。
　本説明会では、事業者の方に知っておいて
いただきたい軽減税率制度のポイントを説明
いたします。

掲示板

消費税の軽減税率制度

◆日々の業務で対応が必要となること
◆軽減税率の対象品目
◆帳簿及び請求書等の記載と保存
◆消費税額の計算と税額計算の特例
◆適格請求書等保存方式（インボイス
　制度）の導入
◆軽減税率対策補助金　等

能代税務署 法人課税部門

10月12日㈭ 13時30分～15時30分

能代山本広域交流センター（多目的ホール）
下記まで電話でお申込みください。

内
　
容

改正消費税法説明会

講
師

日
時

会
場

能代税務署  法人課税部門
TEL.0185-52-6111

お問合せ先

受講
無料
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　今年の５月にOEMデニム辻本商会へ入社しました。
　主にジーンズ、カジュアル商品の企画・縫製をしてい
ます。 
　社内は、ベテランの方々を中心に和気あいあいとし
た雰囲気で和やかに仕事をしています。
　市内にある店舗で自社製品の販売もしています。
　店ではスタッフとしてお客様の対応もさせていただ
いており、会話の中で企画のヒントを得ることもある
ので、やりがいを感じています。
　今後は、商品の充実と、お店の認知度ＵＰ、販売商品
のアフターケア(リペア、リメイク等)に力を入れていき
たいと考えています。
　インスタグラムもやっていますのでよろしくお願い
します!!

業　種：SPA（製造直売）
住　所：能代市寿域長根48-54
ＴＥＬ：0185-74-7455
ＦＡＸ：0185-74-7455
ホームページ：
http://www.oemdenim.com/
インスタグラム：siesta018

OEMデニム 辻本商会
に勤務する

「嵯峨　貴裕」
　　　　　　 です。

人事
異動 ■能代商工会議所 （退職）梅田　貴

平成29年9月30日付
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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15回港まつり

フォトコンテスト入賞者

映像コンテスト入賞者

伸びやかな花々
武田　浩  様

（宮城県富谷市）

歓喜のフィナーレ
伊藤　正人  様
 （秋田市山王）

のしろの赤柳
武田　浩  様 （宮城県富谷市）

蝶よ、不夜城から大空へ
兼松　美穂子  様 （能代市二ツ井町）

第５回  能代七夕

フォトコンテスト

三尺玉
優秀賞

お祭り
優秀賞

天空の不夜城
永井　幹雄  様 （群馬県高崎市）

最優秀賞

一般
佳 作

一般
佳 作

一般の部、三尺玉の部

住　所：能代市上町6番6号 　TEL                                      0185‒52‒0545  　FAX 0185‒52‒2345

TEL                                      0185‒70‒1955  　FAX 0185‒70‒1977

黒鳥

作品は、公式ホームページにて公開中です。


