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解体ショー

白神のマグロ事業5周年記念

平成29年11月６日発行（毎月１回５日発行）

　地域ブランドとして消費拡大を目指す「白神のマグロ」事業は、お陰様で今年５周年を迎えました。記念事業とし
て参加店５店による「白神のマグロ解体ショー」を開催し、趣向を凝らしたマグロ料理を提供致します。

平成29年11月19日日
ところ 能代市柳町「プラザ都」4階 瑞雲の間

と　き 16：30
17：00

参加者募集中！参加者募集中！



　10月15日、能代カントリークラブで能代商工会議所創立
70周年記念ゴルフ大会を開催。40名が参加し、秋空のもと
プレーを楽しみました。
　ラウンド後にはプラザ都にて表彰式・
懇親会を行い、優勝者には
優勝カップ、入賞者へ賞品
が配られ、和やかな雰囲気
のなか交流を深めました。

創立70周年記念
 ゴルフ大会 開催

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

時間　16：30 ～17：45
場所　プラザ都

参加ご希望の方は、下記事務局までご連絡下さい。
講演会は当所ホームページからも申込できます。

式 　 典

記 念 事 業 の ご 案 内

（役員議員永年勤続・優良従業員表彰）時間　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』

講 演 会

時間　18：30 ～
場所　プラザ都

祝 賀 会

　能代商工会議所は、昭和22年12月16日に国の設立認可を受け、本年70周年の節目を迎えます。これもひとえ
に、会員の皆様方のご支援ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
　12月16日には記念事業として講演会・記念式典・祝賀会を予定しており、本事業を有意義に執り行うため、協
賛金を賜わりたく、ここにお願い申し上げます。
　ご協賛いただいた企業には、別紙にて企業名を周知させていただくとともに70周年記念誌とオリジナルタオルを
贈呈させていただきます。締め切りは11月30日とさせていただきますので、恐れ入りますが下記口座へお振込みを
お願いいたします。

●協賛金額　１口 1,000円 ３口以上でお願いします。
●募集期間　平成29年11月30日（木）まで
●納入方法　【振込先口座】　秋田銀行  能代支店  普通預金  316728
　　　　　　　　　　　　　能代商工会議所  会頭  広幡信悦

能代商工会議所70周年記念事業

協賛金のお願いについて

ベトナム（フエ・ホイアン）

【日程】　平成30年１月31日（水）～２月４日（日）
　　　　フエ市内１泊、ダナン市内２泊、機内１泊
　　　　１月31日（水） 9：00 集合　専用バスにて青森空港へ
　　　　２月４日（日）16：30 能代市内到着

【お問合せ・申込み先】　能代商工会議所創立70周年記念事業事務局　TEL0185－52－6341

視 察 研 修 会
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オリジナルタオル

平成29年12月16日（土）
　　　

開催日

聴講
無料



◆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
Start
  Next
 　Innovation

エス エヌ アイ

食べ放題!

中　央　地　区

会場

東　地　区北　地　区

平成29年11月16日㈭
シャトー赤坂

会　費 4,000円 懇談会 午後6時～ 懇親会 午後7時～

会場
平成29年12月5日㈫

工業団地交流会館会場
平成29年11月27日㈪

湯らくの宿

　地域ブランドとして消費拡大を目指す「白神のマグロ」事業は、
お陰様で今年５周年を迎えました。記念事業として参加店５店舗
による「白神のマグロ解体ショー」を開催し、趣向を凝らしたマ
グロ料理を提供致しますので事前にチケットをお買い求めの上、
参加下さるようご案内します。

プラザ都（9：00～19：00）
能代商工会議所2F（平日のみ9：00～17：00）
入場券は事前にお買い求め下さい。また、購入後の返金はできません。

※一本丸ごと食べつくし次第、終了します。

入場券・飲物券 好評販売中!

と　き／平成29年11月19日日 17：00～（開場16：30～）

入場券／お一人様 3,000円
飲物券／1,000円 【２００円券５枚綴り】

ところ／能代市柳町「プラザ都」4階 瑞雲の間

能代商工会議所・白神のマグロ解体事業担当 ☎0185－52－6341お問い合わせ先

チケット前売り販売

趣向を凝らしたマグロ料理をご堪能下さい！

やま久・居酒屋 旬・小料理 藤茂登・プラザ都・酒食彩宴 粋参 加 店

　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。

移動商工会議所 開催のご案内

　能代商工会議所並びに能代市商店会連合の要望により、能代市主催で、出店計画の概要や能代市が行った
影響予測（シミュレーション）の説明を能代商工会議所・能代市商店会連合、地元商工業者の方々に説明する
とともに、今後のまちづくりについて聴き、今後のまちづくりについての意見交換を行う運びとなりました
事を、能代商工会議所並びに能代市商店会連合よりお知らせ致します。また、希望する方は傍聴できます。

日時：11月13日 ㈪  午後6時30分～午後8時
会場：能代市文化会館 中ホール 対象者：地元商工業者

（仮称）イオン新能代ショッピングセンターに係る地元商工団体等との説明懇談会

能代市役所 商工港湾課 TEL 0185－89－2186
能代商工会議所 TEL 0185－52－6341

お問い合わせ

能代商工会議所 中小企業相談所 TEL 52－6342・FAX 55－2233お問合せ・申し込み
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　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30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11日㈪
◇ 申 込 み：能代商工会議所総務課

電話 0185‒52‒6341
Fax 0185‒55‒2233

2018年 新春のつどいのご案内

2017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。

消費税軽減税率対策窓口相談等事業 接遇セミナー

講師　山本　志のぶ 氏
ジャイロ総合コンサルティング㈱

産業カウンセラー／NLPプラクティショナー

講師　吉田　幸弘 氏
リフレッシュコミュニケーションズ代表

～他店に負けない接遇力で、
お客様のハートを掴む～

接遇力アップセミナー
～２万人への対面営業で磨き上げたコミュ力～

ビジネスパーソンのための仕事で使える

“雑談術”とクレーム対応

12/12㈫
13：30～16：30

11/15㈬
13：30～15：30

平成29年 平成29年日　時
日　時

場  所 能代商工会館 ３階
多目的ホール

創業を目指す女性のために

※２日終了後、参加者同士の交流会を開催

講師  橋本　泉 氏
中小企業診断士

女性のための創業セミナー

平成29年

12月10日㈰

平成
29年12/2㈯、9㈯

セミナー

10：00～16：00両　日

能代商工会館 １階場所

9：00～12：00予約制

個 別
相談会

10名定員

場  所 プラザ都
詳しくは、折込チラシをご覧ください

※セミナー終了後個別相談会を開催します。
　15：30～17：00（先着順）

平成29年度  納税表彰受彰
おめでとうございます

仙台国税局長納税表彰
関 戸　　 實 さん（県法人会連合会理事）
相 原　文 人 さん（能代法人会副会長）
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掲 示 板

　創立30周年記念式典が、10月14日㈯プラザ都で行われ、来賓
や県内外の青年部会員など含め約120名が出席しました。宮腰会長
が30周年を迎えるにあたり、「感謝・決意・躍進」をスローガンに
掲げ、今後も地域の経済発展に向けて活動し、31年目以降の青年部
活動がさらに発展することを決意する場にしたいと式辞。また24年
度からの歴代会長（宮腰慶聡君、佐藤善典君、芦崎陽一君）を表彰。

式典後、六郷小型貨物自動車運送（美郷町）の近藤哲泰社長が「事業を通して創る未来～悲観・楽観ではなく
危機感を持って～」と題し記念講演を行った。

平成30年4月1日から障害者雇用率が引き上げられます

●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。

能代検察審査会事務局 TEL 0185－52－3278お問い合わせ

ハローワーク能代 TEL 0185－54－7311お問い合わせ

事業主のみなさんへ
障害者の法定雇用率が平成30年４月１日より次のように変わります。現行 2.0％➡2.2％
　　引き上げに伴い、雇用義務の対象が従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
　　　　さらに、平成33年４月までにも更に0.1％引上げられ2.3％となります。
　　　　　　　　　　詳しくは、最寄りのハローワークに問い合わせください。

検察審査会
からの
お知らせ
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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

利用できる設備

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。

ご利用料金

※電話・FAX料は別途ご負担頂きます。

複合機 専用ポスト

ロングコートが
入るロッカー

ダイアル式
鍵付きポスト

カードタッチ式
複合機

ロッカー

専用デスク

（
税
別
）（
税
別
）

13:30～16:30

申込先

あきた企業活性化センターからのお知らせ

平成29年12月21日㈭
太田  敬治

後継者育成塾経営計画作成支援セミナー

コミュニティルーム 商談スペース
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会員の窓

●会社の事業概要

今年７月、自宅にてオープン致しました。

Body　リンパ痩身温熱トリートメント

Face　肌質改善ケア、パックなどのエステサロンです。

●力を入れていること

サロンで使用している漢方堂本舗さんの薬用パナスイ

オンシリーズ「塗る温泉クリーム」　まるで温泉に入っ

たよう♪全身しっとり感、赤ちゃんの「あせも」、思春期

のニキビ、大人肌のタルミ、シワ、シミの美容に。お肌が

キレイに修復されるこのクリームを一人でも多くの人

に知ってもらい使っていただきたいです。 

●お客様へのメッセージ

肩こり、腰痛、冷え症などでお悩みの方、体の芯から温め

て汗、老廃物を排出しスッキリ体質改善していただけれ

ばと思います。ぜひ一度お越しくださいませ。 

お待ちしております。

●事業内容

今年で創業100年を迎える酒店です。

ビール・ワイン・日本酒・焼酎等々の扱いの他にヒゲタ

醤油の卸販売も手掛けてます。

また飲食店様への業務用酒類の販売もさせて頂いており

ます。

●力を入れていること

６年前からブログ・フェイスブック・Twitterでの宣伝に

力を入れており、商品に関してはワインは個人輸入セール

にて仕入れ、他店との差別化をしております 　　

●お客様へのメッセージ

手土産・お使い物・贈り物ギフト等々に熨斗書き・ラッ

ピングもご用意しております。

お電話頂ければ無料での配達もしてます。

なお、当店のブログは毎日更新してますが、商品宣伝は

一切ありません（笑）

Salon Ever Heart♥
（代表者　渡辺　順子）
〒016-0014 能代市落合字下悪土 126－４
TEL 090-5599-5190
メール　jun-ponpokko.527@ymobile.ne.jp

（株）ランマン屋
（代表　伊藤行輝）
〒016-0821 能代市畠町７－３９
TEL 0185-52-7221　FAX 0185-54-1516
メール　ranmanya@shirakami.or.jp
ブログ　https://ameblo.jp/ranmanya/
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　１１月１９日（日）午後５時からプ
ラザ都にて、「白神のマグロ解体シ
ョー」を開催します。今年で５周年
を迎える同事業の記念として、やま
久、居酒屋旬、小料理藤茂登、プラ

ザ都、酒食彩宴粋さんらが、腕をふるって白神のマグ
ロを使った料理を提供します。
チケットは3,000円で食べ放題の他、飲物のチケット
1,000円も併せて販売しております。数に限りがあり
ますので、事前にチケットをお買い求めの上、ご参加
頂ければ幸いです。　　　　　　　  （柴田　慶悦）

掲示板

公開記念講演

国際ロータリー第2540地区
2017-2018年度
地区大会のご案内

11月12日（日） 
11:00～12：20
能代市文化会館

アサヒグループホールディングス株式会社
代表取締役 兼 CEO

泉谷　直木氏
演題：「変化をチャンスに」

講師

日時

会場

一般公開
入場無料

お問い合わせ

南地区移動商工会議所

金融相談

青年部第２回通常総会

創業塾

地元商工業者向けの（仮称）イオン新能代ショッピング
センターに係わる地元商工団体等との説明懇談会

消費税軽減税率転嫁対策セミナー

中央地区移動商工会議所

創業塾
第147回日商簿記検定試験
白神のマグロ解体ショー

金融相談

常議員会
北地区移動商工会議所

レストランみき

能代商工会館

プラザ都

能代商工会館

能代市文化会館
中ホール

プラザ都

シャトー赤坂

能代商工会館
能代商工会館
プラザ都

能代商工会館

能代商工会館
湯らくの宿

18:00

10:30

19:00

9:00

18:30

13:30

18:00

9:00
9:00
17:00

10:30

12:00
18:00

11月 行 事 予 定
月　日 行　　　事 会　　場 時  間

入社6年目。ドコモショップ能代店では5年程店頭
での受付を担当しておりました。現在は法人営業
を担当しております。
　能代市内を中心に各企業様を訪問し、携帯電話
の販売だけではなく各業種に合せた料金プラン
やシステムの提案等を行っております。
　またお困り事があった際は、そのご相談を受け
ドコモの商材で解決のお手伝いをしております。
　今後は地元企業の発展のお役立ちが出来れば
と考えておりますので、お気軽にお問い合せ下さ
い。
　当店では様々なキャンペーンやイベントを実
施しております。またスマートフォンの料金やご
自宅のインターネット環境の相談会も行ってお
りますので、是非お立ち寄りください。
　皆様のご来店、心よりお待ちしております。

業　種：小売業
住　所：秋田県能代市
　　　　　　　東大瀬52-1
ＴＥＬ：0120－556－819

㈱綜合通信
　ドコモショップ能代店
　　　　　　　　  に勤務する

「川村 敏史」
　　　　　　です。

〔事業所名変更〕
◇新　ライズワン
　旧　合同会社　ライズワン

会員短信

国際ロータリー第2540地区
2017-2018年度地区大会実行委員会事務局
〒016-0825　秋田県能代市柳町9-23　プラザ都内
TEL 0185-74-8586　FAX0185-54-5060
E-mail　rid2540g17-18@kind.ocn.ne.jp

※申込不要。なお、満席の
　場合はご入場ができない
　場合がございます。
　予めご了承ください。

6日㈪

7日㈫

8日㈬

12日㈰

13日㈪

15日㈬

16日㈭

19日㈰

21日㈫

27日㈪


