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業　種：介護福祉業
住　所：能代市東町3-18
ＴＥＬ：0185-89-5575
ＦＡＸ：0185-89-5570

株式会社フルタイム
小規模多機能型居宅介護事業所もんじゅ苑
に勤務する

「大森　紫苑」　
です。

　今年の春に入社した大森紫苑です。

高校在学中から介護職に興味を持ち、専門の知識を

学んだり、体験学習に参加したりして進路を決めま

した。

　今は、先輩方から丁寧に指導して頂きながら、介

護福祉士を目指して奮戦努力の毎日です。

おお もり し おん

Information

掲 板掲 板示示示

　7月の花火からはじまった今年の

能代の夏は、不夜城、役七夕、そし

て先日の甲子園で出場校の8割以上

が私立高校という中、金足農業高校

が奮闘し第1回大会以来の103年ぶりに秋田勢が決勝

進出。準優勝に輝くという、いつも以上に熱く興奮に

沸いた夏になったのではないでしょうか。

　さて、そんな夏もいよいよ終盤。今週末はおなごり

フェスティバルです。今年も青森ねぶたをはじめとす

る各地の夏祭りが能代に集結します。平成最後の夏、

その名残を惜しみつつ、できれば天気も味方につけて

大いに盛りあがりましょう。　　　　　（斉藤　茜）

８月16日～23日に開催された「第14回宇宙イベント」
全国各地から能代へ集結し、多彩なロケットの打上げに心を躍らせた

会員短信
〔代表者変更〕
◇（医）梅田歯科医院
　新　理事長　梅田　正史
　旧　理事長　梅田　正己
◇（有）塚本機械
　新　塚本　晃一
　旧　塚本　鋼蔵

〔事業所名変更〕
　新　ラーメン哲学
　旧　ラーメンえびす

平成31年10月１日より軽減税率
制度が開始されます！準備はお済
みですか？
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担当：知財・デザイン支援課
TEL：018－860－5614（平日8：30～17：15）
住所：秋田市山王三丁目1-1 秋田県庁第二庁舎2階

超実践
「売れる」をつくる！ 商品企画セミナー

電気は＜安全・安心＞が第一！
電気設備の保守管理は東北電気保安協会へ

私たちが選ばれる理由
□トラブル発生時の迅速な対応
□技術力と組織力で信頼の点検
□災害時は広域応援体制で対応

　New!
◇エネルギー監視サービス
　デマンド監視新時代
　・初期費用なし
　・自動負荷制御標準
　　　電力量見える化
　　　　　　　＋
　　　　　自動負荷制御

一　　般
財団法人東北電気保安協会
能代事業所　℡:0185-52-7395

✓
✓
✓

平成30年９月25日（火）～平成30年10月24日（水）

【お問い合せ先】〒016－0831　秋田県能代市元町11－７　能代商工会議所　中小企業相談所
TEL.0185－52－6342　FAX.0185－55－2233

※補助事業者として採択され、補助金の交付決定通知書が
　送付された日（交付決定日）以前に契約・発注・支出し
　た費用や、同日以前に雇用している従業員の人件費は対
　象となりませんのでご注意ください。

起業支援事業費補助金
　　　　　（通常枠）募集概要

大

あなたの出会いをお手伝いします。あなたの出会いをお手伝いします。

ランチ de 婚活パーティーランチ de 婚活パーティー

2018.10.20㈯
PM1：00～5：00

※詳しくは、折込チラシをご覧ください。

in ン ー ウバ ブ ハ ス

商品企画セミナー超実践
「売れる」をつくる！

大手企業と繋がって
自社商品を
全国展開する
チャンス‼ 実践を通して「ヒット商品」を生み出す企画力を学び、スター商品誕生オーディションで

自社商品を全国展開するチャンスをつかみましょう‼

1商品企画セミナー （全３回：10/19、11/9、12/7）
「モノありき」ではなく「誰をどうしたいか？」という視点を
出発点にした、「売れる」商品開発の技術を身に付けます。セ
ミナー後は企画中の商品案へのアドバイスをもらえる企画
相談会も含まれ、質問や相談をしやすい環境が整っています。

2スター商品誕生オーディション
商品企画セミナーで企画した
商品を『スター商品誕生オーデ
ィション』にてプレゼンテーシ
ョンし、株式会社フェリシモや
全国に販路をもつ流通・小売企
業へ向け、直接売り込みをかけ
るチャンスが得られます！　
仙台で年に2回開催します。
※このセミナーからエントリーを目
指す本選オーディションは、平成
31年3月を予定しています。

《オーディションの流れ》

商品企画をエントリー
▼

書　類　選　考
▼

本　選
（大手企業へプレゼンテーション）

▼
採　択

料　　金 10,000円 （通常の受講料43,200円）
※公益財団法人あきた企業活性化センターが受講料を
　補助します。
※1事業者につき3名まで、料金内での受講が可能です。

担当講師 株式会社フェリシモ 東北事務所

所長　児 島 永 作

定　　員 限定10事業者
※定員に達し次第、募集を締め切ります。

対　　象 秋田県内の全事業者
※起業前の個人や製造業以外の方も応募できます。
　衣・食・住・美容等、業種は問いません。

申込締切 9月28日（金）

カリキュラム

１物語マーケティングとニーズの深い世界を学ぶ
10月19日（金）　10：00～16：00
秋田県庁第二庁舎　3階31会議室

２買いたい気持ちと言葉の使い方を学び
　商品アイデアを具現化させる
11月9日（金）　10：00～16：00
秋田県庁第二庁舎　3階31会議室

３企業相談会
12月7日（金）　10：00～16：00
秋田市内会議室　※参加者に別途お知らせします。

こ じま えい さく

公式ＨＰにて詳細をご確認のうえ、FAXまたはメールにて
お申し込みください。
（URL http://www.bic-akita.or.jp/event/347.html)

FAX:018-863-2390
E-mail:info@idsc-akita.net

〈お問い合わせ先〉　　公益財団法人 あきた企業活性化センター
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調査対象業種

中小企業景況調査結果中小企業景況調査結果
～概況（全業種）～
　「売上」「採算」及び「採算の来期の見通し」について
　「売上」は増加した事業所が16.9％に対し、減少した事業所が45.7％で▲
28.8ポイント、「採算」面では、増加が9.8％に対し減少は40.9％で▲31.1ポ
イント、「採算の来期の見通し」では増加と予想した事業所が9.8％に対して、
減少すると予想した事業所が39.3％で▲29.5ポイントであった。
　この３項目のＤＩ値について前期（30年1月～3月）と比較すると、「売上」0
ポイント、「採算」+6.8ポイント、「採算の来期の見通し」+6.2ポイントであっ
た。前期では売上のＤＩ値が悪化し、売上面では建設業の落ち込みが大きか
った。今期は売上のＤＩ値が横ばい状態であるが、今期・来期採算のＤＩ値が
若干悪化している。
　今期の経営上の問題点として、建設業・製造業・サービス業において人手不
足であることが伺える。

　設備投資の実施について
　今期に設備投資を実施したのは、回答事業所74事業所中11事業所の14.9
％で前期（18.9％）と比べやや減少した。主な設備投資の内容は「車両・運搬
具」、次いで「機械」、「ＯＡ機器」などだった。
　また、来期実施予定は74事業所中14事業所の18.9％で、前期（14.9％）と
比べ、やや増加した。主な設備投資の計画予定は「車両・運搬具」、次いで「機械」
などだった。

～業種別の動向～
　◎製造業
　製造業の「売上額」は増加が6.6％で減少が46.6％の▲40.0ポイントであり、前期（▲36.0ポイント）より4.0ポイント悪化した。「採算」面
では増加が6.6％に対して減少は53.3％の▲46.7ポイントであり、前期（▲28.0ポイント）より18.7ポイント悪化した。「採算の来期の見通
し」面では増加13.3％に対して減少33.3％で▲20.0ポイントであり、前期（▲20.0ポイント）と横ばいであった。
　今期の設備投資は27事業所中、実施した事業所はなし、来期の設備投資については1事業所が計画している。
　経営上の問題点として最も多かったのは「原材料価格の上昇」「需要の停滞」であり、次いで「熟練技術者の確保難」であった。

　◎建設業
　建設業では、「完成（請負）工事額」（売上）の増加が10.0％に対して、減少は40.0％で▲30.0ポイントとなり、前期（▲16.7ポイント）より
13.3ポイント悪化した。
「採算」面では増加が10.0％に対して、減少が10.0％で0ポイントとなり、前期（▲25.0ポイント)と比べ25.0ポイント改善した。
「採算の来期見通し」面では増加が0.0％に対して、減少30.0％で▲30.0ポイントとなり、前期（▲33.3ポイント）から横ばい状態である。
　設備投資については、15事業所中、今期に実施した事業所は4事業所、来期は５事業所が実施予定の回答であった。
　経営上のネックとして最も多かったのは「従業員の確保難」であり、次いで「熟練技術者の確保難」であった。

　◎卸売業
　卸売業の「売上額」は増加が25.0％で減少が50.0％の▲25.0ポイントであり、前期（▲33.3ポイント）より8.3ポイント改善した。
「採算」面では増加が0％で減少が62.5％の▲62.5ポイントであり、前期（▲33.3ポイント）より29.2ポイント悪化した。
「採算の来期の見通し」面では増加が０％で減少が50.0％で▲50.0ポイントとなり、前期（▲33.3ポイント）と比べ16.7ポイント悪化した。
　今期の設備投資は11事業所中、今期に実施した事業所はなし、来期の設備投資についても計画している事業所はなかった。
　経営上のネックとして最も多かったのは「販売単価の低下・上昇難」「仕入単価の上昇」であり、次いで「人件費以外の経費の増加」「需要の停
滞」であった。

　◎小売業
　小売業の「売上額」は増加26.6％、減少が60.0％で▲33.4ポイントであり、前期（▲40.0ポイント）より6.6ポイント改善した。
「採算」面では増加が20.0％に対し減少は60.0％で▲40.0ポイントであり、前期（▲31.3ポイント）より8.7ポイント悪化した。
「採算の来期の見通し」面では増加20.0％に対し、減少60.0％で▲40.0ポイントとなり、前期（▲25.0ポイント）と比べて15.0ポイント悪化
した。
　今期の設備投資は、20事業所中、今期に実施した事業所は2事業所、来期の設備投資については２事業所が計画している。
　経営上の問題点として最も多かったのは「購買力の他地域への流出」「従業員の確保難」であり、次いで「同業者の進出」であった。

　◎サービス業
　サービス業の「売上額」は増加が18.1％に対し減少が27.2％で、▲9.1ポイントであり、前期（▲8.3ポイント）より0.8ポイント悪化した。
「採算」面では増加が7.6％、減少は15.3％で▲7.7％であり、前期（０ポイント）と比べ▲7.7ポイント悪化した。
「採算の来期の見通し」では増加が7.6％に対し、減少が23.0％で▲15.4ポイントと前期（▲9.1ポイント）より、6.3ポイント悪化した。
　今期の設備投資は、18事業所中４事業所が実施、来期の設備投資については4事業所が計画している。
　経営上のネックとして最も多かったのは「従業員の確保難」であり、次いで「需要の停滞」、「利用料金の低下・上昇難」であった。

 全　業　種 -28.8% -31.1% -29.5% 17.9% 21.4%

 製　造　業 -40.0% -46.7% -20.0% 0.0% 7.1%

 建　設　業 -30.0% 0.0% -30.0% 40.0% 50.0%

 卸　売　業 -25.0% -62.5% -50.0% 0.0% 0.0%

 小　売　業 -33.4% -40.0% -40.0% 14.3% 14.3%

 サービス業 -9.1% -7.7% -15.4% 36.4% 36.4%

 製　造　業 43 27 62.8%

 建　設　業 21 15 71.4%

 卸　売　業 20 11 55.0%

 小　売　業 30 20 66.7%

 サービス業 26 18 69.2%

 合　　　計 140 91 65.0%

 業　　　種 対象数 回答数 回収率（％）

 業　　　種 売上ＤＩ 採算ＤＩ 来期の見通
ＤＩ

今期の設備
投資実施

来期の設備
投資計画

今期調査結果

平成30年4月～6月

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
　月報誌「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

ぜひ、ご紹介下さい！新規会員募集中

【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　

こんなことありませんか?

29
1,422円
2,845円
4,268円
5,691円
7,114円

はまなす共済制度は、能代商工会議所が、アクサ生命保険株式会社と締結した福祉団体定期保険（入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活
習慣病一時金特約付）と当商工会議所独自の給付制度を会員のみなさまにご利用いただくものです。

入 院 給 付 金 付 災 害 割 増 特 約・
ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付福祉団体定期保険
＋能代商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金）
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調査対象業種

中小企業景況調査結果中小企業景況調査結果
～概況（全業種）～
　「売上」「採算」及び「採算の来期の見通し」について
　「売上」は増加した事業所が16.9％に対し、減少した事業所が45.7％で▲
28.8ポイント、「採算」面では、増加が9.8％に対し減少は40.9％で▲31.1ポ
イント、「採算の来期の見通し」では増加と予想した事業所が9.8％に対して、
減少すると予想した事業所が39.3％で▲29.5ポイントであった。
　この３項目のＤＩ値について前期（30年1月～3月）と比較すると、「売上」0
ポイント、「採算」+6.8ポイント、「採算の来期の見通し」+6.2ポイントであっ
た。前期では売上のＤＩ値が悪化し、売上面では建設業の落ち込みが大きか
った。今期は売上のＤＩ値が横ばい状態であるが、今期・来期採算のＤＩ値が
若干悪化している。
　今期の経営上の問題点として、建設業・製造業・サービス業において人手不
足であることが伺える。

　設備投資の実施について
　今期に設備投資を実施したのは、回答事業所74事業所中11事業所の14.9
％で前期（18.9％）と比べやや減少した。主な設備投資の内容は「車両・運搬
具」、次いで「機械」、「ＯＡ機器」などだった。
　また、来期実施予定は74事業所中14事業所の18.9％で、前期（14.9％）と
比べ、やや増加した。主な設備投資の計画予定は「車両・運搬具」、次いで「機械」
などだった。

～業種別の動向～
　◎製造業
　製造業の「売上額」は増加が6.6％で減少が46.6％の▲40.0ポイントであり、前期（▲36.0ポイント）より4.0ポイント悪化した。「採算」面
では増加が6.6％に対して減少は53.3％の▲46.7ポイントであり、前期（▲28.0ポイント）より18.7ポイント悪化した。「採算の来期の見通
し」面では増加13.3％に対して減少33.3％で▲20.0ポイントであり、前期（▲20.0ポイント）と横ばいであった。
　今期の設備投資は27事業所中、実施した事業所はなし、来期の設備投資については1事業所が計画している。
　経営上の問題点として最も多かったのは「原材料価格の上昇」「需要の停滞」であり、次いで「熟練技術者の確保難」であった。

　◎建設業
　建設業では、「完成（請負）工事額」（売上）の増加が10.0％に対して、減少は40.0％で▲30.0ポイントとなり、前期（▲16.7ポイント）より
13.3ポイント悪化した。
「採算」面では増加が10.0％に対して、減少が10.0％で0ポイントとなり、前期（▲25.0ポイント)と比べ25.0ポイント改善した。
「採算の来期見通し」面では増加が0.0％に対して、減少30.0％で▲30.0ポイントとなり、前期（▲33.3ポイント）から横ばい状態である。
　設備投資については、15事業所中、今期に実施した事業所は4事業所、来期は５事業所が実施予定の回答であった。
　経営上のネックとして最も多かったのは「従業員の確保難」であり、次いで「熟練技術者の確保難」であった。

　◎卸売業
　卸売業の「売上額」は増加が25.0％で減少が50.0％の▲25.0ポイントであり、前期（▲33.3ポイント）より8.3ポイント改善した。
「採算」面では増加が0％で減少が62.5％の▲62.5ポイントであり、前期（▲33.3ポイント）より29.2ポイント悪化した。
「採算の来期の見通し」面では増加が０％で減少が50.0％で▲50.0ポイントとなり、前期（▲33.3ポイント）と比べ16.7ポイント悪化した。
　今期の設備投資は11事業所中、今期に実施した事業所はなし、来期の設備投資についても計画している事業所はなかった。
　経営上のネックとして最も多かったのは「販売単価の低下・上昇難」「仕入単価の上昇」であり、次いで「人件費以外の経費の増加」「需要の停
滞」であった。

　◎小売業
　小売業の「売上額」は増加26.6％、減少が60.0％で▲33.4ポイントであり、前期（▲40.0ポイント）より6.6ポイント改善した。
「採算」面では増加が20.0％に対し減少は60.0％で▲40.0ポイントであり、前期（▲31.3ポイント）より8.7ポイント悪化した。
「採算の来期の見通し」面では増加20.0％に対し、減少60.0％で▲40.0ポイントとなり、前期（▲25.0ポイント）と比べて15.0ポイント悪化
した。
　今期の設備投資は、20事業所中、今期に実施した事業所は2事業所、来期の設備投資については２事業所が計画している。
　経営上の問題点として最も多かったのは「購買力の他地域への流出」「従業員の確保難」であり、次いで「同業者の進出」であった。

　◎サービス業
　サービス業の「売上額」は増加が18.1％に対し減少が27.2％で、▲9.1ポイントであり、前期（▲8.3ポイント）より0.8ポイント悪化した。
「採算」面では増加が7.6％、減少は15.3％で▲7.7％であり、前期（０ポイント）と比べ▲7.7ポイント悪化した。
「採算の来期の見通し」では増加が7.6％に対し、減少が23.0％で▲15.4ポイントと前期（▲9.1ポイント）より、6.3ポイント悪化した。
　今期の設備投資は、18事業所中４事業所が実施、来期の設備投資については4事業所が計画している。
　経営上のネックとして最も多かったのは「従業員の確保難」であり、次いで「需要の停滞」、「利用料金の低下・上昇難」であった。

 全　業　種 -28.8% -31.1% -29.5% 17.9% 21.4%

 製　造　業 -40.0% -46.7% -20.0% 0.0% 7.1%

 建　設　業 -30.0% 0.0% -30.0% 40.0% 50.0%

 卸　売　業 -25.0% -62.5% -50.0% 0.0% 0.0%

 小　売　業 -33.4% -40.0% -40.0% 14.3% 14.3%

 サービス業 -9.1% -7.7% -15.4% 36.4% 36.4%

 製　造　業 43 27 62.8%

 建　設　業 21 15 71.4%

 卸　売　業 20 11 55.0%

 小　売　業 30 20 66.7%

 サービス業 26 18 69.2%

 合　　　計 140 91 65.0%

 業　　　種 対象数 回答数 回収率（％）

 業　　　種 売上ＤＩ 採算ＤＩ 来期の見通
ＤＩ

今期の設備
投資実施

来期の設備
投資計画

今期調査結果

平成30年4月～6月

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
　月報誌「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

ぜひ、ご紹介下さい！新規会員募集中

【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　

こんなことありませんか?

29
1,422円
2,845円
4,268円
5,691円
7,114円

はまなす共済制度は、能代商工会議所が、アクサ生命保険株式会社と締結した福祉団体定期保険（入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活
習慣病一時金特約付）と当商工会議所独自の給付制度を会員のみなさまにご利用いただくものです。

入 院 給 付 金 付 災 害 割 増 特 約・
ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付福祉団体定期保険
＋能代商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金）
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会員の窓

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）

●プロフィール…

　昭和39年創業の小さなガソリンスタンドです。

　場所も大通り沿いではなく、決して目立ちませんが、

店舗販売・配達とお客様に支えられながら頑張ってお

ります。

●お店で力を入れていること…

　ガソリン、軽油給油中に洗車します。

　普段から自分で洗車する人、しない人、いろんな方

がいますが、汚れてたら、なるべく洗車をして、ここ

でガソリンを入れて良かったなと思ってもらえる様に、

雨にも、風にも、吹雪にも負けずきれいにします。

　来たときよりも美しく！

●お客様へのメッセージ…

　スタンドは狭いですが、車が汚れたとき、近くをお

通りの際はぜひお立ち寄りを。

　冬場の灯油配達もよろしくお願いします。

　ポリ缶１本でもお気軽に。

●プロフィール…
　今春に事業承継し、全16名体制で新生「料亭 魚松」をスタート、
従来の「魚松の味」、「能代の味」を大切に営業しております。お部
屋は全７部屋あり、少人数向け小部屋、100名超えの団体様もご
利用頂ける大広間もございます。
　ご法要・お祝い事にも対応できますので、今後とも「料亭 魚松」
をよろしくお願いします。

●お店で力を入れていること…
　事業承継を機に、割烹・宴会・仕出し料理など経験豊富な板前さ
んをお迎えしました。板前さんは秋田市に在住でしたが、本人の
希望により能代へ居を移して働いています。
　そして、今まで培ってきた情報や経験が豊富なベテラン社員の
親しまれてきたサービスが「魚松」にはあります。
　老舗として積み上げてきた「宝物」を大切にしながら、新しくな
った「魚松」を親しんで頂けるよう精進していきたいと思います。

●お客様へのメッセージ…
　当料亭では、お弁当やオードブルの仕出しはもちろん、「おなご
りフェスティバル」のおなごり弁当、大晦日のオードブル等もご
注文頂けます。
　また、これからは「きりたんぽ」の季節となります。比内地鶏の
ガラから丁寧に作られるスープは「料亭ならではの味」とお客様
から大変ご好評頂いており、食材も白神ねぎをはじめとした地場
食材をふんだんに使用し、毎年全国の方々からご注文を頂いてい
ます。ぜひ、お早目のご予約をお待ちしております。

能代石油株式会社
（代表者　小笠原　徹）
能代市西通町7－13
TEL・FAX 0185－52－5125
定 休 日／日曜日
営業時間／7：30～19：00

株式会社　魚松
（代表者　宇佐美　正）
能代市柳町13－8
TEL 0185－55－1180
FAX 0185－55－2525
http://www.shirakami.or.jp/̃uomatu/
mail:uomatu@shirakami.or.jp

日商簿記検定

※試験会場は全て能代商工会館となります。

平成30年度下期　検定試験のご案内平成30年度下期　検定試験のご案内

第150回

平成30年11月18日（日）

平成30年9月10日（月）～
　　　　　　10月19日（金）

平成31年2月24日（日）

平成30年12月17日（月）～
　　平成31年1月25日（金）

開 催 日

受付期間

開 催 日

受付期間

開 催 日

受付期間

開 催 日

受付期間

第151回

珠算検定
第214回

平成30年10月28日（日）

平成30年８月20日（月）～
　　　　　　９月27日（木）

平成31年２月10日（日）

平成30年12月３日（月）～
　　平成31年１月10日（木）

第215回

リテールマーケティング（販売士）検定
第83回

平成31年２月20日（水）

平成30年12月17日（月）～平成31年１月25日（金）

福祉住環境コーディネーター検定
第41回

平成30年11月25日（日）

平成30年９月11月（火）～10月12日（金）

【お申込み・お問合せ先】　能代商工会議所　各検定担当　TEL ５２－６３４１

　8月26日（日）に「のしろみなと祭り
2018」が能代港中島５千トン岸壁で
開催されました。
　当日は、朝から強い雨と風でしたが、

開催時間が近づくにつれて徐々におさまり、無事開催するこ
とができました。残念ながら、高波による影響で「国交省港湾
業務艇あきかぜ」の乗船体験、「海上保安庁巡視船しんざん」の
一般見学は中止となってしまいましたが、「海上自衛隊　多用
途支援艦すおう」の一般見学は、多くの来場者でにぎわいを見
せていました。
　ステージイベントでは愛慈幼稚園の園児による鼓笛隊から
幕開けし、石川郷土芸能、ＹＯＳＡＫＯＩ各団体、バンド演奏、
べらぼう太鼓と大いに盛り上がりました。また、ＹＥＧが新た
に開発した「白神ねぎっ娘うどん」の大食い大会や「紙ヒコー
キ大会」では多くの来場者の方々にご参加いただき、まさに会
場が一体となるイベントになりました。
　各ブースにおいても、屋台や展示物など多くの方々のご協
力により、終日来場者の皆様が楽しめるような会場を用意す
ることができました。
　ご協力いただきました関係団体の皆様、そしてご来場いた
だきました皆様に改めて御礼申し上げます。

９月９月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 18日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 25日㈫ 人材や資金を引き寄せる事業計画策定支援セミナー 能代商工会館 14：00

 26日㈬ 常議員会 能代商工会館 12：00

1010月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 2日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 16日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 20日㈯ 婚活イベント　 バンブーハウス 13：00

開催‼

新しい料理長の
髙橋です！
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会員の窓
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やさしい風 ショートステイ

やさしい風 上町センター
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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）

●プロフィール…

　昭和39年創業の小さなガソリンスタンドです。

　場所も大通り沿いではなく、決して目立ちませんが、

店舗販売・配達とお客様に支えられながら頑張ってお

ります。

●お店で力を入れていること…

　ガソリン、軽油給油中に洗車します。

　普段から自分で洗車する人、しない人、いろんな方

がいますが、汚れてたら、なるべく洗車をして、ここ

でガソリンを入れて良かったなと思ってもらえる様に、

雨にも、風にも、吹雪にも負けずきれいにします。

　来たときよりも美しく！

●お客様へのメッセージ…

　スタンドは狭いですが、車が汚れたとき、近くをお

通りの際はぜひお立ち寄りを。

　冬場の灯油配達もよろしくお願いします。

　ポリ缶１本でもお気軽に。

●プロフィール…
　今春に事業承継し、全16名体制で新生「料亭 魚松」をスタート、
従来の「魚松の味」、「能代の味」を大切に営業しております。お部
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をよろしくお願いします。

●お店で力を入れていること…
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　老舗として積み上げてきた「宝物」を大切にしながら、新しくな
った「魚松」を親しんで頂けるよう精進していきたいと思います。

●お客様へのメッセージ…
　当料亭では、お弁当やオードブルの仕出しはもちろん、「おなご
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能代石油株式会社
（代表者　小笠原　徹）
能代市西通町7－13
TEL・FAX 0185－52－5125
定 休 日／日曜日
営業時間／7：30～19：00

株式会社　魚松
（代表者　宇佐美　正）
能代市柳町13－8
TEL 0185－55－1180
FAX 0185－55－2525
http://www.shirakami.or.jp/̃uomatu/
mail:uomatu@shirakami.or.jp

日商簿記検定
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受付期間
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【お申込み・お問合せ先】　能代商工会議所　各検定担当　TEL ５２－６３４１
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ることができました。
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〔秋田〕能代商工会議所月報

業　種：介護福祉業
住　所：能代市東町3-18
ＴＥＬ：0185-89-5575
ＦＡＸ：0185-89-5570

株式会社フルタイム
小規模多機能型居宅介護事業所もんじゅ苑
に勤務する

「大森　紫苑」　
です。

　今年の春に入社した大森紫苑です。

高校在学中から介護職に興味を持ち、専門の知識を

学んだり、体験学習に参加したりして進路を決めま

した。

　今は、先輩方から丁寧に指導して頂きながら、介

護福祉士を目指して奮戦努力の毎日です。

おお もり し おん

Information

掲 板掲 板示示示

　7月の花火からはじまった今年の

能代の夏は、不夜城、役七夕、そし

て先日の甲子園で出場校の8割以上

が私立高校という中、金足農業高校

が奮闘し第1回大会以来の103年ぶりに秋田勢が決勝

進出。準優勝に輝くという、いつも以上に熱く興奮に

沸いた夏になったのではないでしょうか。

　さて、そんな夏もいよいよ終盤。今週末はおなごり

フェスティバルです。今年も青森ねぶたをはじめとす

る各地の夏祭りが能代に集結します。平成最後の夏、

その名残を惜しみつつ、できれば天気も味方につけて

大いに盛りあがりましょう。　　　　　（斉藤　茜）

８月16日～23日に開催された「第14回宇宙イベント」
全国各地から能代へ集結し、多彩なロケットの打上げに心を躍らせた

会員短信
〔代表者変更〕
◇（医）梅田歯科医院
　新　理事長　梅田　正史
　旧　理事長　梅田　正己
◇（有）塚本機械
　新　塚本　晃一
　旧　塚本　鋼蔵

〔事業所名変更〕
　新　ラーメン哲学
　旧　ラーメンえびす

平成31年10月１日より軽減税率
制度が開始されます！準備はお済
みですか？
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