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　１月29日（月）、能代商工会議所・（一社）秋田県経営者協会能代支部・能代経済倶楽部合同主催による
新春講演会がプラザ都にて開催しました。
　講師に株式会社都築経営研究所　代表取締役　都築　冨士男氏（元ローソン・ジャパン社長）を迎え、「ロー
ソンの再建事例に学ぶこれからの企業経営」をテーマにご講演頂きました。
　講演では、ローソンで行った再
建事例における多くの取り組みを
もとに「経営者は課題を見つける
ことが大切である。他社の成功事
例を取り入れて、時代の変化に適
応した会社作りをしていくことが
重要。」とご講演頂き、当日は50
名以上の方々から今後の自社経営
へのヒントを得るためにご聴講頂
きました。

　２月28日（水）、当所会館にて第16回港まつり「能代の花火」実

行委員会が開催され、企業、県、市、警察などの関係機関約３０人

の出席がありました。

　今回は、早期に周知する必要があり開催日を初めとする開催内容

について協議し、開催日が平成３０年７月２１日（土）１９時３０

分開始に決定致しました。また、出店エリアを含む無料スペースを

有料立見席に設定（中学生以上１人につき1,000円）、昨年の特別

観覧席を廃止し「スペシャル席（テーブル付３人掛け）」を新たに設

けることとしました。

　前売り券のインターネット販売は４月10日（火）午後１時から受

付開始、席指定が可能な商工会館での一般販売は６月１３日（水）

を予定することとしました。

新春講演会開催

7月21日（土）に開催決定！
港まつり｢ ｣



　商工会議所は、地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興に力を注いで、国民経済の健全な発展に寄与
するための地域総合経済団体です。会員の皆様のビジネスをサポートいたします。

▼事業資金を借りたい。 ───────────────────
　↳マル経資金及び国・県の公的融資制度を斡旋します。
▼事業拡大をしたい、経営課題を解決したい。 ─────────
　↳当所職員がご相談に応じます。また、専門的な相談内容については
　　弁護士や税理士等がご相談に応じます。
▼雇用保険・労災保険の手続きが分からない。 ─────────
　↳労働保険の加入、従業員の雇用・離職の際の手続き等を代行します。
▼記帳の仕方、税務が分からない。 ──────────────
　↳個人事業所の記帳の仕方から決算の仕方まで説明いたします。
　　また、記帳の代行も行っております。

そのほか……
●お役立ち情報を掲載した当所

会報誌「はまなすだより」を
毎月お届け

●各種経営に関するセミナー・
講演会のご案内・ご参加

●当商工会館が割引利用可能
　など会員特典がございます。
ぜひ、この機会にご入会して
みませんか？

年会費【個人事業所＝10口以上、法人事業所＝12口以上】 ※1口＝1,000円

講師：㈲オフィスタカイ　チーフ講師　高井千恵子 氏
　　　●オリエンテーション　●コミュケーション能力養成
　　　●ビジネスマナー（1）　ビジネスマナー（2）　●電話応対
講師：能代税務署
　　　●大人の租税教室

秋田県立能代工業高等学校　3学年　大　鐘　　翔　氏

能代商工会議所　会頭賞を授与

■日　　時　　3月20日㈫　午前８時４５分集合　９：００～１７：００

■会　　場　　プラザ都（能代市柳町9－23）
■参 加 費　　能代山本雇用開発協会会員事業所　 １名　１，０００円
　 　　　　　　　　　　〃　　　　非会員事業所　 １名　４，０００円
　 　　　　　　（記念品・昼食代含む） 【事業所でご負担をお願いします】
■申込〆切　　３月７日 ㈬ ですが、お問合わせ下さい。
■持参いただくもの　　筆記用具（ボールペン等、メモ、ノート等）

ぜひ、ご紹介下さい！新 規 会 員 募 集 中

※研修講座につきましては、事務販売関係だけでなく、技能職等製造業関係に就業された方でも、
　必要とされる知識の習得を目的としております。

【お問い合わせ先】　能代山本雇用開発協会担当（〒016－0831 能代市元町11－7　能代商工会議所内）

【お問い合わせ・お申込み先】　能代商工会議所 総務課 会員担当　 TEL 0185－52－6341

TEL 0185－52－6341・FAX0185－55－2233

新規就職者（新入社員）合同入社式並びに研修講座について新規就職者（新入社員）合同入社式並びに研修講座について

講師：秋田県社会保険労務士会
　　　●社会保険制度について

新規就職者
研修講座
内容 研修講座❷ 研修講座❸

研修講座❶

　大鐘さんは、常に目標に向かってひたむきに努力をし、資格取得や技術の習得に取り組まれました。入学当
初より機械クラブに所属し、全国ロボット大会の全県大会準優勝の成績を収め、全国大会にも出場されました。
３年次には後輩の模範となるべく熱心に励み、ジュニアマイスター顕彰シルバーの称号を獲得され、技能検定
においても非常に優秀な成績で合格し、成績優秀者として県から表彰された経験もあります。
　卒業後は東北電力㈱の機械職として、地元を支える仕事に就き、地域社会を支える活躍を期待できる生徒で
あることから、卒業にあたり会頭賞を授与しました。

こんなことありませんか ?
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　２月１日㈭、能代市（齊藤市長）、秋田県山本地域振興局（倉部局長）、能代公
共職業安定所（古宇田所長）が当所を訪れ、会員事業所による障害者の雇用拡大
を広幡会頭に要請をしました。
　能代山本地域の雇用情勢は、昨年１２月の有効求人倍率が１．８倍台に達する
など高水準で推移しています。障害者雇用率は、能代山本地域は２．７２％と全
県平均を上回り、さらに県全体としても今年度の障害者実雇用率は１．９８％と昨年度の１．９０％を上回っていま
す。５年連続で過去最高を更新し、１１年ぶりに全国平均を上回るなど、その状況は着実に進展していますが、法
定雇用率の２．０％には届かず、未だ２６５の企業が雇用率未達成となっております。
　このような状況の中、今年４月からは、精神障害者の雇用義務化に伴い、法定雇用率の引き上げ及び雇用義務対
象となる事業主の範囲も拡大されます。障害者が一人でも多く就職及び定着をし、安定した就労が出来るよう、採
用職域の拡大と求人の提出についてお願いしたいとの要請がありました。

公益財団法人あきた企業活性化センター 経営支援部 設備・研究推進課
TEL 018－860－5702（直通）　FAX 018－860－5612

お申込み・お問い合わせ先

他の地域との差別化を図り、地域の強みとなる地域資源を活用した新商品開発
又は販路拡大等の取組を促進するため、事業経費の一部を助成します。　

助成対象事業 地域資源を活用して行う新商品開発、展示会、技術講習会等に関わる支援事業 建設業及び農林水産
業に属する中小企業者等の事業転換※２ 等を支援する事業

応募要件に合致しているか、事前に内容確認しますので、募集開始前までに必ず事前相談を行い、
事前相談申し込みシートを事務局に提出してください。

※２　建設業及び農林水産業に属する中小企業者等が行う事業転換に係る計画内容にあっては、日本標準産業分類の大分類（アルファベット
分類）が異なる分野に進出し、当該新分野における５年後の売上高が売上高全体の５０％を超える事業計画であることが必要です。

助 成 率 １０／１０以内

助成限度額 ５００万円（下限５０万円）

助成対象者 中小企業者並びにＮＰＯ法人、有限責任事業組合及び創業する者を支援する商工会、商工会連合会、
商工会議所、中小企業団体中央会、大学、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団
法人、その他助成事業者の対象者として認める団体

●中小企業支援機関実施事業

●公募期間

●応募にあたって

助成対象経費 専門家謝金・同旅費、出展経費、会場借上料、印刷製本費、資料購入費、広告宣伝費、消耗品費、
委託費、その他必要と認められる経費
　　　　　　　　　　※外注費及び委託費に対応する助成金の合計額は助成金全体の２分の１以内

助成対象事業

平成30年 4月2日㈪ ～ 平成30年 4月27日㈮
※平成30年度の募集は１回のみとなります。

あきた企業応援ファンド事業 助成金

障害者雇用を拡大要請
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ごあいさつ 　2018年秋田にはどんな風が吹くのでしょう。
　能代には「風の松原」があります。
　こつこつと努力を重ねた人間の足跡が大きな財産になりました。
　今、私たちも50年後100年後の未来のために、確実に秋田の大地に根づくものを植え付けるときではな
いでしょうか。
　この地を確実に未来につなげるのは新しい産業の芽をみつけ辛抱強く育てていく、熱い故郷を愛する
心ではないでしょうか。
　オリンピックで素晴らしい成績を収めた日本チームにはたくさんの外国人コーチの姿がありました。
　自分たちでは突破出来ない壁をつき破るためには外からの助けを借りることも必要かもしれません。
　そして私たち女性のあるべき姿を今一度考え直してみたい今日この頃です。会長　大谷　直子

平 成 29 年 度 の 主 な 事 業

　今年は当会45周年の節目の年であり、全国大会参加と合わせて視察研修を行いました。
北海道の自然を活かした観光事業に触れることで、当会としても参考にできる取り組みはないか視て
きました。全国大会では全国女性会員の皆様と交流しながら女性のパワーをいただいてきました。そ
のパワーを今後の事業にいかしていきます。

全国商工会議所女性会連合会　北海道全国大会並びに女性会45周年記念視察研修
平成29年10月５～６日10月

8月
　女性会は、屋台村の運営を担当しました。当会のほかに８
事業所の方が出店し、屋台村を盛り上げていただきました。
年々、盛り上がりを見せる祭りとなってきましたので、女性
会としても地域の活性化のため協力を続けたいと思います。

能代七夕「天空の不夜城」屋台村出店
平成29年８月３・４日 9月 経営講習会

平成29年９月13日

お土産のポケットティッシュカバー作成風景

　県内女性会会員45名の皆様にご参加いただき開催しました。フジ
テレビなどの番組で放送作家として活躍されている　元祖爆笑王　
高橋裕幸氏より「笑いで秋田を元気に！笑いのある生活を！」をテー
マに講演いただきました。芸能界のお話を交えながら、笑いが免疫
力をアップさせることが実証されていますので、ほうれい線を気に
せず笑いましょうなどとお話しいただき、全員元気をいただきました。

12月
　毎年恒例となっておりま
す、お正月飾りのフラワーア
レンジメント講習会を開催し
ました。完成した自分のアレ
ンジの出来栄えをお話ししつ
つ、ちょっと早いお正月気分
となりました。

フラワーアレンジメント講習会
平成29年12月26日 1月 新春講演会

平成30年１月23日

　今年の新春講演会は、能代市の日吉
神社　第十五代宮司　平賀優子氏を講
師にお迎えし「日吉神社　山王大鳥居
完成までの一年」と題し講演をいただ
きました。これまで能代を鎮守してく
ださった日吉神社をこれからも守り続
けなければと感じました。

女性会だより

“重～いお米”
ご自宅まで配達します！

ご注文・お問い合わせ

☎54-8666

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　http://satofarmakita.com/
㈱
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会員の窓

●会社の事業概要
　昨年横浜から地元能代に戻って来て家具工房を開業
しました。無垢の木にこだわって家具を作っております。
　注文家具からオリジナル家具（テーブルや椅子、食器
棚からお店の什器等）、木の小物など様々な物を作って
います。

●力を入れていること
　家具を作る他に、地域材を使ったワークショップを
行ったり商品開発にも力を入れております。
　昨年は北海道や首都圏の企業さんからのご依頼で
様々なワークショップを行わせて頂きました。
　工房隣りにワークショップスペースも設けております
ので今後色々なイベントを開催したいと思っています。

●お客様へのメッセージ
　KUMIKI PROJECTという会社の取締役もしており
まして、DIT(Doing it together)ワークショップとい
ってお店やご自宅、はたまたオフィス空間をみんなで
作り上げるという事業も行っております。
　地域材を使って、仲間みんなで作り上げる空間。
能代の地域の皆様と一緒にDITリノベーションを盛り
上げたいと思っておりますのでご興味ある方は是非一
度お話しさせてください。どうぞよろしくお願いします。

●事業の概要
　お仏壇は長い期間にわたってお使いになるものであり、
今ある命の大切さや、ご先祖さまや家族との絆といった、
生きていく上で大切な事を私たちに気づかせてくれるもの。
そういった観点に立ち、お客様の御宗派やお部屋のサイ
ズに合わせ、上質なお仏壇・仏具を納得のいく形でご提
案させていただきます。

●お店のおすすめ
　大切な仏様へのお供え物として、毎日お使いになるもの
だからこそ、使いやすいサイズのローソクや気に入った香
りのお線香をお使いいただけるよう、幅広い品ぞろえで皆
様をお待ちしております。 　　

●お客様へのメッセージ
　昨年11月に能代駅前交差点角に、念願でありましたお
仏壇・仏具の販売店として新規オープンすることが出来ま
した。本当に多くの方々のお陰だと深く感謝申し上げます。
今後は皆様から頂いたご恩を少しでもお返しできるよう、
そしてまたこの地域の発展に少しでも貢献できるよう精一
杯頑張ってまいります。どうか千栄堂をよろしくお願いいた
します。

ミナトファニチャー  
（代表者　湊　哲一）
〒016-0816 能代市富町 14-16 
TEL 090-2634-0420
ホームページ　http://minatofurniture.com/
メール　info@minatofurniture.com

お仏壇の千栄堂
（代表者　阿部　誠）
〒016-0831 能代市元町8-1
TEL 0185-74-6512
FAX 0185-74-6513
定休日　毎週火曜日
営業時間　9:00 ～ 18:00

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
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3月 行 事 予 定
月  日 行　　　事 会　　場 時 間

金融相談

夜間個別相談会

夜間個別相談会

常議員会

金融相談

能代山本雇用開発協会
新入社員合同入社式・研修講座

通常議員総会

６日㈫

９日㈮

13日㈫

20日㈫

27日㈫

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

プラザ都

プラザ都

10:30

17:30

17:30

12:00

10:30

9:00

17:00

平成30年度  検定試験案内

1級 10,800円　 ２級 6,480円　 ３級 4,320円

福祉住環境コーディネーター
検定試験

受験料

　試験日　　2018年7月８日㈰
申込登録期間　４月24日㈫～５月25日㈮

　試験日　　2018年11月25日㈰
申込登録期間　９月11日㈫～10月12日㈮

２・３級
第40回

１・２・３級
第41回

医療×福祉×建築の知識が
　　　　　クライアントの心をつかむ

利用できる設備

女性創業支援室「オフィス・フォー」　　
入居者募集中！！　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やす

くするよう、「女性創業支援室オフィス・フ

ォー」を開設しております。

　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

ければ内覧もできますので、ぜひお気軽に

お声がけください。

ご利用料金

※電話・FAX料・コピー代は別途ご負担頂きます。
※水道光熱費等は使用料に含まれます

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
）

コミュニティルーム 商談スペース

［お問い合せ］能代商工会議所 中小企業相談所 TEL：0185-52-6342

需要動向調査ご協力の御礼
　この度、当所が昨年10月～ 11月に実施しました消費者向けアンケート「需要動向調査」に多くの皆様からご
協力を頂き、誠にありがとうございました。ご協力頂いた皆様の中から、抽選で粗品をお送りさせて頂きます。

当 選 者 若狭　由紀子 さん　ほか９名（３月末に発送予定）
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　今冬は、大雪で被害に見舞われ
た地域もありましたが、当地域は
思ったほどの積雪もなく、ようやく
春の兆しが感じられる今日この頃
です。

　３月と言えば、ひな祭り、ホワイトデー、春の彼
岸、春分の日、選抜高校野球大会など、年度末行事
が盛りだくさんとなっておりますが、所得税等の確定
申告分の提出期限が１５日となっておりますので、提
出期限を間違わないようお願いします。
　今年の「能代の花火」の開催は７月２１日（土）、
能代七夕「天空の不夜城」の運行は８月３日（金）・
４日（土）となっておりますので、是非ともご観覧下
さい。　　　　　　　　　　　　　　（三木正己）

◇（株）東海日動パートナーズ東北　秋田支店能代支社
　代表者　佐藤　公咲
　部会：理財
　住所：能代市鳥小屋３３－１
　電話 0185-74-6200　FAX 0185-74-6300
◇千栄堂
　代表者　阿部　誠
　部会：商業
　住所：能代市元町８－１
　電話 0185-74-6512　FAX 0185-74-6513
◇ミナトファニチャー
　代表者　湊　哲一
　部会：木材
　住所：能代市富町１４－１６
　電話 050-5242-4867
◇肴の市場　満月
　代表者　五十嵐　翼
　部会：観光サービス
　住所：能代市柳町６－１３
　電話 0185-55-3699

新入会員の紹介

　㈱白神屋は、この度、農林水産省が取組む「ス
マイルケア食」、健康維持上栄養補給を必要と
する方向けの食品「青マーク」の基準を満たし、
「豚なんこつキーマカレー」、「豚なんこつハン
バーグ」、「豚極」の3商品がマークの利用を許諾
されました。

豚なんこつ商品が

　スマイルケア食（新しい介護食品）の青マー
クとは噛むこと・飲み込むことに問題はない
ものの、健康維持上栄養補給を必要とする方
向けの食品をあらわします。

「スマイルケア食」の
「青マーク」に！

　入社して、11年目になります。自動販売機にて
清涼飲料水を販売しています。自分が最も大切に
しているのは、営業のプロセスです。どんな分野
の営業でも必ず環境に左右されます。よい結果を
出すためには努力が不可欠で目標を達成するこ
とこそが、営業のミッションだと思います。だか
らこそ自分は自分の置かれている環境で目の前
の課題に精進していきたいと思います。お客様か
らの声で、気付く事がまだまだ沢山あると思いま
す。お気軽にお声がけ下さい。

業　種：飲料水卸売業
住　所：秋田県能代市浅内
　　　　　　　字押出158-1
ＴＥＬ：0185－54－2750
ＦＡＸ：0185－54－2161

株式会社 タヤク
　　　　　　　　  に勤務する

「堺　健太」
　　　　　　です。


