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※講演会のご案内

※各種セミナーのご案内

※ランチde婚活パーティのご案内
October
10

９月２３（日）第６９回秋田県県北珠算大会競技大会が
能代商工会館にて開催され、総勢５０名が参加した。
９月２３（日）第６９回秋田県県北珠算大会競技大会が
能代商工会館にて開催され、総勢５０名が参加した。





起業に関するお悩みを解決しませんか？

日　時：平成30年12月16日（日）　9：00～、13：00～、16：30～
12月17日（月）　9：00～、13：00～

会　場：能代商工会館
※お申し込み状況に応じて相談時間が変更になる場合がございます。

相談
無料

お問合せ先： 公益財団法人　あきた企業活性化センター TEL:018－860－5603　FAX:018－863－2390　

秋田ビューホテル 光琳 （秋田市中通2-6-1）

対象

会場

10月

10:00～

13:20～

10日（水） 県内の中小企業
（製造業、サービス業、卸小売業等）

定員 120名（参加費無料）
2018 年

株式会社ＡＳＴコンサルタント 代表取締役
ＩＴコーディネータ（0037082004C）
総務省  電子政府推進員
総務省  地域情報化アドバイザー

おおさわ        まさし

大澤  昌 氏

株式会社 アイ・コネクト 代表取締役　
ＩＴコーディネータ（0045752005C）
（NPO） ITコーデイネータ協会 IoT研究員
（NPO） ITコーデイネータ茨城  副理事長
茨城県 サービス産業分科会プロジェクトマネージャー
茨城県 IoT 等自動化技術導入促進事業 専門家

おおくぼ　               けんじ

大久保 賢二 氏

製造業はAI・IoTをどこに活用できるのか
 ～AI・IoT をもってこいと言わないために～

個別相談会 AIやIoTの導入・利活用など、その他業務上でのITに関する内容を講師2氏にご相談いただけます。

中小製造業における IoT導入のポイント
 ～「見える化」「管理・改善」「付加価値創出」～

第1部

AI&IoTがもたらす と

中小企業の成長戦略に関する講演会&相談会
“第４次産業革命”

日時

第2部
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このようなお悩みお持ちでないですか？このようなお悩みお持ちでないですか？
起業を目指している方
　●事業計画書を作成したけど、誰かに見てもらいたい
　●事業計画書の作成方法を知りたい
　●やりたいことはあるけど、事業としてやっていけるか不安
　●起業に関する手続き・融資や補助金などの支援策を知りたい など
既に起業している方
　●事業計画書の見直しをしたい
　●新商品開発や新しい事業に取り組みたい
　●法人化を検討したい
　●設備資金・運転資金を調達したい など

【お申し込み・お問い合わせ先】  能代商工会議所　中小企業相談所「創業塾」係
TEL 0185－52－6342　FAX 0185－55－2233

専門家個別相談
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当所では各種セミナーを開催をします。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

セミナー会場は全て

能代商工会館となります。
お問い合せ：能代商工会議所　中小企業相談所
TEL.0185-52-6342  FAX.0185-55-2233

一般家庭のゴミから企業のゴミまで
店舗のゴミ

会社のゴミ

引越のゴミ

生　ゴ　ミ

粗 大 ゴ ミ

工場のゴミ

工事のゴミ

イベントのゴミ

迅速・親切 お見積無料 産業廃棄物 …秋田県全域
一般廃棄物 …能代・山本郡内

畑クリーンサービス株式会社
ハタ

〒016-0122　能代市扇田字扇渕 4－13（能代工業団地内）
TEL.0185-74-6203      FAX.0185-74-6204　 （代）

平成30年10月1日から秋田県の最低賃金が変りました！

【お問合せ先】　　秋田労働局　労働基準部賃金室　TEL018-883-4266
　　　　　　　　能代労働基準監督署　　　　　　TEL0185-52-6151

知ってました？最低賃金

時間額 762 円（24円アップ　　）

能代商工会議所セミナー開催一覧

日　時：１０月３１日（水）１４：００～１６：００

講　師：渋　谷　雄　大 氏（中小企業診断士）
　　　　※終了後、個別相談会を開催（要予約）
受講料：無料

経 営 支 援 セ ミ ナ ー

日　時：１１月１４日（水）１４：００～１６：００

講　師：新　木　啓　弘 氏（中小企業診断士）
　　　　※終了後、個別相談会を開催（要予約）
受講料：無料

消費税軽減税率・価格転嫁対策セミナー

日　時：１１月２０日（火）１４：００～１7：００

講　師：渋　谷　雄　大 氏（中小企業診断士）
　　　　※終了後、個別相談会を開催（要予約）
受講料：無料

後　継　者　育　成　塾

日　時：１2月１6日（日）・１7日（月）
　　　　両日ともに　9：００～　※原則１人につき２時間

講　師：橋　本　　 泉 氏（中小企業診断士）
対象者：創業塾受講者等　受講料：無料　（要予約）　

創 業 塾 個 別 相 談 会

日　時：１１月  ４日・１１日・１８日（毎週日曜３日間）

　　　　　　　　9：００～１６：００　

講　師：橋　本　　 泉 氏（中小企業診断士）
受講料：4,000円　定　員：15名

創 　 　 業 　 　 塾

日　時：１２月１日（土）・８日（土）
　　　　　両日ともに１０：００～１６：００

講　師：渡　邉　一　成 氏（税理士）
対象者：創業を希望、または創業して間もない女性
受講料：3,000円（受講者同士の交流会もあり）

女　性　創　業　塾

日　時：１２月９日（日）９：００～１２：００

講　師：渡　邉　一　成 氏（税理士）
対象者：女性創業塾受講者等
受講料：無料　（要予約）　※原則１人につき１時間

女性創業塾個別相談会
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ブライダルシェービングカズ

予約OK

向能代駅前 TEL&FAX  52-2519

個室あり

(２日間分）

●

●

●

●

●

●

（　　　　　　　　　　）

両日共に

秋田県産品ショップ＆ダイニング

日　時

会　場

参加料

日　時

会　場

参加料

理美容室へアーアート
ケア理容師が安心へアーカット
出張いたしますのでご気軽にご連絡ください。

医療用ウィッグ専門店

購入に際して県や市の補助金制度をご利用できます。

ご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

さつ せん もん てん
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主任 主任

営業所長 副長 事務

袴田　光子 對馬　万里子喜代濱　和幸 金谷　拓都 平内　洋子

丸岡　竜太郎小川　信也 田村　咲樹 山谷　麻美

富樫　恵美 三浦　宏之 永石　悠真

平川　勝明 清水　基恭 坂口　昌大 関　加奈子

開催日：平成 30年 10月 22日（月）午後４時～ 5時
場　所：秋田県立大学木材高度加工研究所　研修室
講　師：（株）竹中工務店　木造・木質建築推進本部
　　　　　　　　　　　　　　　　
演　題：「今後の建築動向と木材利用について」

◆日　時　　平成30年10月19日（金）午前９ 4時～午後　時
◆講　師　　キャリアコンサルタント　阿部　登志子　氏
◆会　場　　
◆締　切　　

能代商工会館3階　　◆参加費：1人 1,000円（昼食代）

　

お申込み・お問合せ　能代山本雇用開発協会　0185-52-6341

地域の未来を担う人材のためのフォローアップ研修講座
本研修では、「いつもの場所」はなく、「いつもの人たち」とではなく、「いつものやり方」から
離れ、「違う会社で働く人たち」と一緒に「違う考え」を知り、共有します。

◆カリキュラム
●社員として、自分の役割を考える　●社員として、横と縦のつながりに目を向ける
●社員として、会社以外のつながりに目を向ける　●会社の中のこれからの自分像と心構えの再構築

10月 12日（金）

（昼食をご用意しております）

筆記用具（ペンやノートなど）をご持参ください。

講演会のお知らせ 聴講無料

お申込み・能代木材産業連合会　0185-52-6407

主　催：能代木材産業連合会
後　援：能代市、秋田県立大学木材高度加工研究所、秋田県木材加工推進機構、
　　　　能代木材工業団地組合、能代商工会議所

副部長　小　林　道　和　氏

ご協力の
お願い

　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。
【お問い合わせ】アクサ生命保険㈱  大館営業所能代分室　TEL：0185－55－2580

〈キャンペーン期間：11月30日まで〉
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●プロフィール…
秋田市や東京都内でネイリスト・ネイルインス
トラクターとして約15年間携わり、昨年末に
能代に移住し、サロンをオープンいたしました。
地域の皆様にネイルを身近に感じていただき、
心安らげる空間作りを心がけてまいりますの
で是非お気軽にご来店ください。
●チャームポイント…
トレンドなデザインネイルはもちろん、足裏の
角質や巻爪のお悩みも改善いただけます。お子
様連れの方でも安心してご利用いただけるキッ
ズスペースもご用意しております。
また、ハンドメイドピアス販売やネイルスクー
ルなど、お客様のご期待にお応えできるような
お店づくりをしています。
●お客様へのメッセージ
プライベートな空間で日頃の疲れを忘れ、リ
ラックスしながらネイルをお楽しみくださ
い。丁寧なカウンセリングによりお爪のお悩
みも改善いただけるよう、ホームケアのアド
バイス等もさせていただいております。

●プロフィール…

東京での経験を経て、平成３０年８月６日に開院致し

ました。

機能訓練に力を入れている院長１名と、スポーツトレ

ーナーを行い、介護予防運動指導員の資格を持つ女性

１名で診療を行っています。

「治療」と「予防・セルフケア」を軸に、より多くの方々

のサポートができればと願っております。

●当院の特徴…

当院では、プロのトップアスリートも使用している国

産の最新超音波治療器や、ハイボルテージを導入して

います。慢性・急性、両方の痛みに効果的です。

特に、ハイボルテージは痛みを軽減するのに即効性が

あります。他にも、足のむくみ、血行促進を促す機器も

導入しています。これからの寒い時期、血行不良が気に

なる方におすすめです。

骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲、スポーツ外傷、交通事故治

療でお困りでしたら、いつでもご相談ください。

 Nail Salon GRANDIR
（代表者　沼 辺 美 紀）
〒016-0852　能代市出戸本町8-39
TEL 0185-74-6079　e-mail  n_mk@outlook.jp
ホームページ　nailbook.jp/nail-salon/24181/

あすなろ整骨院
（院 長　須 藤 由 郁）
〒016-0851　能代市緑町1-24
TEL 0185-74-5084  FAX 0185-74-5084　
定休日 ： 日曜、祝日、毎月第１水曜日
営業時間 ：月曜～金曜（８：３０～１２：００）（１４：００～１９：００）
　　　　　　　　　　　　　土曜（８：３０～１２：３０）

この会報を見て
ご来店いただいた方

初回 30％OFF
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　9月23日（日）に第69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50名が参加し、日頃の練習の成果を競い
合った。結果は次の通り。
□個人競技
【小 学 生 の 部】
優勝　山　谷　優　衣（渟西小）
【中学生以上の部】
優勝　平　澤　創一郎（能代二中）
□読上暗算
【小 学 生 の 部】
優勝　山　谷　優　衣（渟西小）
【中学生以上の部】
優勝　工　藤　大　知（二ツ井中） 

□読上算
【小 学 生 の 部】
優勝　北　林　和　心（湖北小）
【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　渟城西小学校
【中学生以上の部】
優勝　大館国際情報学院中学校

第69回 秋田県県北珠算競技大会を開催秋田県県北珠算競技大会を開催

○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。

検察審査会からのお知らせ

お問い合わせ先　能代検察審査会事務局　TEL.0185-52-3278

新入会員の紹介会員短信
〔代表者名変更〕

◇㈱コシヤマ

　（新） 腰 山 真 司　(旧) 腰 山 一 夫

〔住所変更〕

◇NPO法人　能代観光協会

　（新） 能代市元町14-40 (旧) 能代市元町13-14

◇あすなろ整骨院　　部会：公益部会

　代表者　須藤 梨恵

　住所：能代市緑町1-24

　電話・FAX 0185-74-5084

◇ましろ代行　部会：公益部会

　代表者　舘下 禎一

　住所：能代市松美町8－6

　電話 080-6721-1913

◇環境のYOSHIDA　部会：観光サービス部会

　代表者　吉田 正人

　住所：能代市落合字上悪土171

　電話・FAX 0185-57-1368

1010月月 行　事　予　定行　事　予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 16日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 20日㈯ ランチde婚活パーティ バンブーハウス 13：00

 30日㈫ 秋季講演会  プラザ都 17：00

 31日㈬ 経営支援セミナー・個別相談会 能代商工会館 14：00



あきた就職活動支援センター 職場定着セミナー
若手社員の早期離職を防ぐ実践的な力を身につける

大 仙 会 場

大曲地域職業訓練センター
大仙市大曲田町

10:00～15:00

1114 水

※全会場同じ内容です。都合の良い会場へお越しください。

秋田テルサ
秋田市御所野地蔵田

10:00 15:00

1115 木

ロイヤルホテル大館
大館市中道１－２－２６

10:00 15:00

1116 金

秋 田 会 場 大 館 会 場

対 象若手従業員の指導育成に携わる方・管理職の方 定員

～ ～

□ 若手社員の職場での傾向を理解する 
□ 効果的な仕事の「教え方」「躾方」を習得する 
□ 「経験学習」を促進するための対話技術を習得する

・

リーダーセミナーリーダーセミナー

●人材育成に責任を持つ人事担当の方 ●新たに部下・後輩を指導する立場の方
●指示待ちではなく自ら動く人材を育てたいとお考えの方 

☆このような方におすすめ

講 師 株式会社日本マンパワー
マネジメントコンサルタント 紀藤 星司

今を見つめ直し 働きやすさがアップする

大 館 会 場

ロイヤルホテル大館
大館市中道１－２－２６

10:00～15:00

1112 月

※全会場同じ内容です。都合の良い会場へお越しください。

秋田テルサ
秋田市御所野地蔵田

10:00 15:00

1113 火

大曲地域職業訓練センター
大仙市大曲田町3－1

10:00 15:00

1116 金

秋 田 会 場 大 仙 会 場

対象 入社おおむね３年以内の若手社員 定員 3０名 ※お早めにお申し込みください。

～ ～

□ 自分の強みを知って自信アップ
 

□ 自分も相手も大事にするコミュニケーション
 

□ 自分の考え方のクセを知ってコントロール
ストレスの基にうまく対処するテクニック
これからのキャリアのビジョンを描こう

 

 
 

☆こんなサプリが身に付きます！

講 師 あきた就職活動支援センター
キャリアコンサルタント 川和田みどり

〒 秋田市御所野地蔵田 秋田テルサ３階 TEL.018-826-1735あきた就職活動支援センター

若手社員向けセミナー

□ 
□ 

お申し込み先：

3０名
※お早めにお申し込みください。

若手社員向けセミナー

〔秋田〕能代商工会議所　2018.10.9 〈9〉

１ 秋田県高年齢者雇用情勢について 

2　高齢者雇用プランナーによる講演

3 事例発表（先進的に取り組む企業の事例紹介） 

4 「65歳超雇用推進助成金」のご案内

※申込書は以下よりダウンロードできます。
http://www.jeed.or.jp/location/shibu/akita/

お問い合せ先：
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構　秋田支部
秋田県潟上市天王字上北野4-143　TEL 018-872-1801  

　日本経済の活力を維持するためには、高年齢者が長年培ってきた経験や技能をいつまでも活かせる「生涯現
役社会」の仕組みづくりが求められています。その実現に向けた取り組みを進めるには何が必要となるか、「高
年齢者活用のヒント」をテーマに来場者の皆様と共に考えます。是非ご参加ください。

平成30年度高齢者雇用促進セミナー
～生涯現役社会の実現に向けて～

●日　　時／平成30年10月24日（水） 13：30～16：00　（受付13：00～）
●場　　所／能代商工会館　3F　多目的ホール
●定　　員／ 30名  （参加無料）

■講　師／佐　藤　　　務　氏
秋田労働局職業安定部　職業対策課　高齢者対策担当官

■講　師／佐　藤　晋　也　氏
65歳超雇用促進プランナー /社会保険労務士
テーマ：高年齢者の活用への取り組み
　　　～65歳超雇用促進マニュアルの活用法～

■講　師／舘　山　久美子　氏
株式会社セキト　　総務部総括マネージャー

■講　師／渡　辺　和　弘　氏
秋田支部　高齢・障害者業務課

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

受講無料



お問い合わせ
下記まで電話でお申し込みください。

受講
無料

〔秋田〕能代商工会議所　2018.10.9〈10〉

Information

13：00〜
　17：00

独身女性 25～40歳

ランチde婚活パーティ

開催日

参加費

2018年10/20 時間
能代市
柳　町バンブーハウス

TEL 0185-55-3777

募集人数
※男性の募集は終了しました。10名

2,000円

♥心合わせタイム（自己紹介含む）
♥お食事タイム
♥トークタイム
♥告白タイム

当日の内容

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。
　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。
●内　容
・軽減税率制度の対象品目
・複数税率での帳簿や請求書の記載方法
・軽減税率対策補助金　等
●開催日　10月18日（木）
●時　間　午後1時30分～午後3時30分
●場　所　能代市役所　１階　大会議室
●講　師　能代税務署法人課税部門
●持ち物　筆記用具等の準備をお願いします。

主催：能代商工会議所　後援：一般社団法人あきた結婚支援センター　　●お問い合わせ　電話　0185-52-6341

会　場

能代税務署法人課税部門
TEL0185-52-6111

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　FAX0185-55-2233（購読料は会費に含まれております）

　季節も少しずつ秋の装いになってきました。
秋は「春は苦味、夏は酸味、秋は甘味、冬は厚
味」といわれるように、収穫の季節ということ
もあり１年の中で最も旬の食材が豊かです。

旬の食材にはその時期の気候に合わせて、私たちの体調を整
える働きがあるといわれております。季節の変わり目は体調
を崩しやすくなりますが、旬な食材を『適度』に摂って夏か
ら残っている疲れを解消できればと思っております。これか
らは様々な食のイベントも各地で開催されます。リフレッシ
ュも兼ねて行ってみてはいかがでしょうか。　　（田中孝資）

改正消費税法説明会改正消費税法説明会

名刺・ハガキ類
24時間スマート納品挑戦中！

ポイント２倍!!
が使えます！ダンクカード

マスコットキャラクター
みちのくん

☎

ボ
ク
の
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板
が

　 

め
じ
る
し
だ
よ
！

国道
101号線

・能代ポイントカード（ダンクカード）加盟店

〒016-0897 秋田県能代市昭南町６の１　5 0185-54-1359

名刺・封筒・伝票印刷承り
ます。

印刷の専門店
さついん せん もん てん

個人の方でも企業の方でも、印刷のことなら印刷専門店の当社にご相談ください。

（0185）

毎日

54-3706

は
ん
こ

ゴ
ム
印

はじめ
  ました

受付中!!

業　種：金融業

住　所：能代市畠町4-11

ＴＥＬ：0185-52-3226

ＦＡＸ：0185-89-1130

　昨年の４月に入庫し、現
在は渉外業務を担当してい
ます。
　まだ2年目でわからない
ことばかりですが、上司の
方々に教わりながら日々努
力しています。
　ローンの事などでお悩み
がありましたら、ぜひ羽後
信用金庫能代支店までお越
しください。ご来店お待ち
しております。

羽後信用金庫　能代支店
に勤務する　「大髙 慎也」 です。
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