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※セミナーのご案内

※レジ補助金（軽減税率対策補助金）のご案内

※夜間個別相談会のご案内

※2019年度検定日程のご案内

※青年部だより、女性会だより

※新春講演会のご案内
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Facebook 始めました！⇒

星のお姉さん
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【同時開催】　

星のお姉さんと眺める「星空観賞」
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２月２日（土）さくらの庭で開催された「のしろまち灯り」
たくさんの屋台やイベントに多くの来場者でにぎわった
２月２日（土）さくらの庭で開催された「のしろまち灯り」
たくさんの屋台やイベントに多くの来場者でにぎわった



セミナーのご案内

日　時：2月１3日（水）１４：００～１６：００
講　師：日本商工会議所　市　川　晶　久　氏　
内　容：・キャッシュレスの概要と消費者の動き・資金繰りや手数料、導入費用について
　　　　・様々な決済方法について
　　　　　※キャッシュレス決済とは、クレジットカード・電子マネー・コード決済のことです。

主　催：商業・理財部会

全て受講無料！

日　時：2月１８日（月）１４：００～１６：００　※セミナー終了後、個別相談会を開催
講　師：日本商工会議所　皆　藤　　　寛　氏　
内　容：・軽減税率制度の概要および対応方法について・増税時の商取引、契約時における注意点
　　　　・今後の予定について（インボイス制度含む）
主　催：木材・工業・建設部会

消費税増税・軽減税率制度対策セミナー

キャッシュレス勉強会

クレジット決済セミナー
日　時：2月２７日（水）１４：００～１５：３０　※後日、個別相談会を開催
講　師：( 株 ) ジェイエムエス

キャッシュレス勉強会

クレジット決済セミナー

あなたの「？」をこのセミナーで
　　　　　　　　　　解消しましょう！

内　容：・観光客、商店街の販売促進のためにすべきこと・クレジットカード店頭・被対面決済導入について
主　催：理財部会

①１６：００～個別相談会 
②１６：００～カード決済による経理事務軽減

消費税増税・軽減税率制度対策セミナー

〔秋田〕能代商工会議所　2019.2.7〈2〉

お申し込み・お問い合わせ：中小企業相談所 TEL.0185-52-6342 会場は能代商工会館

有限会社 安田保険プランナー
損 害 保 険・生 命 保 険
保険と暮らしのパートナー

清 水 　 証代表取締役

〒016-0014 秋田県能代市落合字上悪土171 TEL. 0185-54-1911 0185-54-1910FAX.
安田保険プランナー 検索

　１月７日（月）プラザ都にて「新春のつどい」を
開催し、会員をはじめ、行政、経済界などから約
300名にご参加頂きました。
アトラクションは「能代超新星ポップスオーケスト
ラ」による演奏を披露して頂きました。広幡会頭よ
り「平成最後の新春のつどいとなり、元号が改まる
今年は能代の将来にも明るい展望を描きたい。日
沿道の延伸や能代港の港湾計画見直しが発表され、
地域経済のけん引する存在のとなることを期待し、
環境整備の進行を好機と捉え、地域の課題解決の
対策に取り組みたい。」との挨拶がありました。
　そして、参加者の方々は、年頭の挨拶を交し合
い親交を深め、明るい新年の幕開けとなりました。

2019年 新春のつどいを開催しました2019年 新春のつどいを開催しました



TEL：0570－081－222　URL：http://kzt-hojo.jp【お問い合わせ・申請窓口】

A型・B-2型 2019年９月30日までに導入または改修等を完了させ、
2019年12月16日までに申請（事後申請）

2019年９月30日までに事業を完了することを前提に、
2019年６月28日までに交付申請を行ってください。
完了報告書は2019年12月16日までに提出してください。

B-1型申請期限

軽減税率対策補助金のご案内　

　消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、
複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、
導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。

軽減税率対策補助金 事務局

申請方法には3通りあります。

 補助対象事業者
複数税率に対応して区分経理等を
行うために、複数税率対応レジを
導入する中小の小売事業者等

 補助対象経費
①レジ等の本体（タブレット等を含む。）、
対応するソフトウェア導入に係る経費

②券売機
③レジ付属機器（ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ、ﾚｼｰﾄ
ﾌﾟﾘﾝﾀ等）
④設置に要する経費
（商品マスタ設定費、運搬費、設置費等）

 補助率
３／４以内
※３万円未満のレジを１台のみ購入
　する場合は４／５以内

 補助限度額
・レジ1台あたり20万円以内が上限
・商品マスタの設定、機器設置に
　要する経費は1台あたり20万円を加算
・1事業者あたりの上限は200万円

①複数税率対応レジ等の
　導入等支援(A型)

 補助対象事業者
軽減税率制度の実施に伴い、電子的
に受発注を行うシステムの改修等を
行う必要がある中小の小売事業者、
卸売事業者等

 補助対象経費
①電子的な受発注システム等の改修
（区分記載請求等保存方式に対応す
　る請求管理機能の改修を含む。）

（

要する経費
②パッケージ製品・サービスの導入
　に要する経費等

 補助率
３／４以内
※他の機能と一体的なパッケージ
　製品の場合は、初期費用の1/2
を補助対象経費とする。

 補助限度額
・発注システム：1,000万円
・受注システム：150万円
※受注システム・発注システム
　両方の場合は、1,000万円

②電子的受発注システム等の
　改修等支援(Ｂ型)

 補助対象事業者
「区分記載請求等保存方式」に対応
するために、事業者間取引における
請求書等の作成に係るシステムの開
発・改修やパッケージ製品等の導入
が必要な中小事業者等

 補助対象経費
①区分記載請求書等保存方式に対応
　する請求書等の作成・発行を行う
　システム等の開発・改修等に要す
　る経費
②パッケージ製品の導入に要する経費
③対応する事務処理機器の導入経費

 補助率
３／４以内
※他の機能と一体的なパッケージ
　製品・対応機器の場合は、初期
　費用の1/2を補助対象経費とする。

 補助限度額
１事業者あたり：150万円以内

③区分記載請求書等への
　対応支援(C型)

C型 随時ホームページで公開されます。
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親切で安全にお送りいたします。

グリーン運転代行社
☎0185－52－1800
営業時間 19：00～2：00

制度が拡充
されました。
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確定申告と納税期限
月      日㈮３  15

金融・記帳・労
務で

経営サポート
！ 夜間個別相談会のご案内

平成31年

月      日㈮３  15所得税および
復興特別所得税・贈与税 平成31年

月      日㈪4　  １消費税および地方消費税
　　　　　（個人事業者） 平成31年

記帳支援のご案内

事業税・住民税の申告期限

　年度末に向けた資金等の融資や、確定申告等の記帳に関する相談会を夜間に開催いたしますので、
ご希望の方は、事前に当所までお申し込み下さい。

■会　場　能代商工会館3階多目的ホールB

■対象者 ・記帳の相談は個人事業所で税理士や他団体の指導を受けていない方。

 ・金融や労務の相談は法人事業所も可能です。

■当日持って来てもらう物

■相談員　商工会議所職員（経営指導員・記帳担当職員等）

日時　2月20日㈬・2月26日㈫・3月1日㈮・3月5日㈫
午後５時30分～午後８時

申込先・問い合せ先　　中小企業相談所 TEL.0185-52-6342

事前に
お申込みが
　必要です。　

・決算申告相談の場合／収支内容の分かる物、その他決算申告に必要な物

・金融相談の場合／出来るだけ２期分の決算申告書をお持ちください。

・その他相談に必要な物



〒016-0831　能代市元町11-7　能代商工会館1F

TEL:0185-89-1755お問い合わせ

工事不要　  外出先でも使える

格安スマホも
1,980円〜

・・

2019年度　検定試験日程

検　定　試　験 試　験　日 受　付　期　間

簿　　　　　記　

１級・２級・３級 ６月９日㈰ ４月８日㈪～５月17日㈮

１級・２級・３級 11月17日㈰ 10月１日㈪～10月25日㈮

２級・３級 2020年２月23日㈰ 12月16日㈪～2020年１月24日㈮

受験料（税込）

珠算（そろばん）

珠算・暗算１～10級
段位認定

６月23日㈰ ４月15日㈪～５月23日㈭

珠算・暗算１～10級
段位認定

10月27日㈰ ８月19日㈪～９月26日㈭

珠算・暗算１～10級
段位認定

2020年 ２月９日㈰ 12月２日㈪～2020年１月９日㈭

受験料（税込）

【珠算】2019年  4月～
　　　　　1級2,300円、2級1,700円、3級1,500円、4～6級1,000円、7～10級900円 
 　　　  2019年10月～
            　1級2,340円、2級1,730円、3級1,530円、4～6級1,020円
【暗算】2019年  4月～　1～10級900円 
　　　　2019年10月～　1～10級910円 
【段位】2019年  4月～　2,900円、珠算のみ2,500円、暗算のみ1,200円
　　　　2019年10月～   2,950円、珠算のみ2,550円、暗算のみ1,220円 

リテールマーケティング
（販売士）

２級・３級 ７月13日㈯ ５月13日㈪～６月21日㈮

１級・２級・３級 2020年２月19日㈬ 12月16日㈪～2020年１月24日㈮

受験料（税込） 2019年  4月～ 1級7,710円、2級5,660円、3級4,120円
2019年10月～ 1級7,850円、2級5,770円、3級4,200円

日付 行事 会場 時間
22 月月 行　事　予　定行　事　予　定
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 2019年  4月～
　1級7,710円、2級4,630円、3級2,800円、初級2,160円、原価計算初級2,160円 
 2019年10月～
　1級7,850円、2級4,720円、3級2,850円、初級2,200円、原価計算初級2,200円

2019 年 10 月から受講料が変わります。

10日㈰
12日㈫
13日㈬
15日㈮
18日㈪
19日㈫

20日㈬
24日㈰
27日㈬

9：00
9：00
18：30
14：00
16：00
14：00
10：30
12：00
9：00
9：00
14：00

能代商工会館
能代商工会館
シャトー赤坂
能代商工会館
プラザ都
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
能代商工会館

第215回珠算能力検定
第125回段位認定試験
青年部ＯＢ会親睦会
キャッシュレス勉強会
新春講演会
消費税増税・軽減税率制度対策セミナー
金融相談
常議員会
第83回リテールマーケティング（販売士）検定
第151回簿記検定試験
クレジット決済セミナー

〔代表者名変更〕
◇能代山本医師会病院
　　新　院長　加　藤　裕治郎　
　　旧　院長　高　橋　貞　二

会 員 短 信

仕事と介護の両立で悩んでいませんか？仕事と介護の両立で悩んでいませんか？

インターネットが ほぼ使い放題!!
月額基本料4,700円（税別）

　介護休業等の制度を利用しましょう。
お問い合わせ先 秋田県労働局雇用環境・均等室

018-862-6684電話
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●プロフィール
平成24年3月、ＮＰＯ法人として設立。この度Ｊ
Ｒ秋田支社様の特段の御配慮により、昨年9月1
日、ＪＲ能代駅の待合室内へ「能代市観光案内
所・能代観光協会」として移転オープンしまし
た。

●チャームポイント
営業時間は、9時から17時、観光の案内業務を行っ
ております。情報コーナーを拡張して、能代山本エ
リア、白神山地・五能線沿線のマップやパンフレッ
トを設置し、更に充実した観光案内所へ生まれ変
わりました。パンフレットなどご希望の方は、気軽
にお立ち寄りください！

●お客様へのメッセージ
能代駅構内の「観光案内所」として、訪れるお客
様に「能代や周辺地域」の情報をご案内してお
ります。
今後は、能代や隣接する町村、五能線沿線のま
ちの案内と、そして、広域的な観光も含め、外国
人観光客にも対応できるように努めてまいり
たいと思っております。

●プロフィール
2008年12月に「ゆらゆら整体 仁」の院名で開業して丸
10年となりました。これを機に心も新たに院名を「から
だバランス整体 仁」に変更し11年目をスタート致しま
した。オープン当初から「痛みや不調をなくし、元気に
動ける身体になって頂くこと」を目的にやって参りまし
たが、この気持ちは今でも全く変わっておりません。院
名を変更し、 この気持ちも更に強固にし、これからも地
域の皆様の健康増進に貢献したいと思っております。
●力を入れていること
当整体院では症状別には腰痛、肩こり、膝痛、股関節痛、椎
間板ヘルニアによる痛みしびれはもちろんですが、最近
最も力をいれているのが顎関節症です。口が開きづらい、
あごが痛くて噛めない、ガクガクする、顔の歪みが気にな
るなど、顎関節に関係する症状に特化しています。 痛みや
痺れ以外の症状、足が上がらない、長く歩けない、手が上
がらず洗髪も辛い、 エプロンを結べないなど、日々様々な
動作が辛くてお悩みの方の日常生活の動作改善も得意と
しております。
●お客様へのメッセージ
当院は肩こり・腰痛等の諸症状を根本改善する「全身バラ
ンス調整」のプロフェッショナルです。押す、揉む、叩く、
バキボキ、強い刺激はなく手荒い施術はいたしません。マ
ッサージとは異なります。
レントゲン、CT、MRI等の検査をしても異常なし、でも痛
い辛い症状、病院や様々なところへ通ったが改善されな
かった症状は骨格の歪み、筋肉の歪みが原因かもしれま
せん。どんな症状でもお気軽にご相談下さい。

からだバランス整体 仁
（代表者　石　井　　仁）
〒016-0846　能代市栄町9-26
TEL.0185-53-5185
H P:http://seitaijin.com/

特定非営利活動法人能代観光協会
（代表者　会　長　広　幡　信　悦）
〒016-0831　秋田県能代市元町14-40

TEL.0185-88-8802　FAX.0185-88-8803

HP:welcomenoshiro.com/

E-mail:welcomenoshiro@shirakami.or.jp

（ＪＲ能代駅構内）
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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　 職場の対人能力を図る
　　　 ビジネスマナー重要性（1）　ビジネスマナー重要性（2）　 電話の重要性
講師：能代税務署
　　　 新社会人の租税教室

■日　　時　　3 月26 日㈫ 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 ）
■申込〆切　　３月8日 ㈮
■持参いただくもの　　筆記用具（ボールペン等、メモ、ノート等）
※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  TEL 0185－52－6341

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研修講座❷ 研修講座❸

研修講座❶

　（８：４５集合）

講
座
内
容

　1月24日（木）プラザ都において「能代商工会議所
青年部・ＯＢ会合同新年会」が開催されました。能代
市長（代理：能代市環境産業部 次長 宮野 弘幸 様）を
はじめとしたご来賓の皆様、また県内ＹＥＧ、ＯＢ
会員、能代ＹＥＧ会員の総勢80名の方々が出席しま
した。
　来賓の皆様のご挨拶、ＯＢ会の荒木芳美会長のご
発声で乾杯し、参加者が祝宴で親睦を深めました。
　次年度 秋田県商工会議所青年部連合会 佐藤善典 
会長予定者より中締めをしていただき、能代商工会
議所青年部の更なる躍進を決意し、合同新年会は大
盛況のうちに閉宴となりました。

　1月29日（火）に新年会を
開催いたしました。
　当女性会といたしましても、昨年度にも
まして、女性ならではのアイデアやパワーを活かし、
干支のイノシシに負けないくらいの突進力で、様々
な事業に取り組んで参ります。
　会員同士の親睦を深めるため、ポンポンチアダン
スやビンゴゲームを行い、最後には女性会恒例のお
杉音頭で締めくくり、今年も笑顔あふれるスタート
を切りました。

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

ホームページ：http://www.noshiro-yeg.jp

会
員
募
集
中
!!

女性会
だより
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　私の趣味は50年登り続けてき
た山登り、そして20年ほど前から
始めた写真撮影。この時期アクセ
スの良さで楽しめるのが森吉登山、
ゴンドラ駅からスノーシューを履

いて２時間ほどで頂上へ登れます。
　登って良し樹氷の撮影に良し、今年に入
ってから三度ほどチャレンジ。一度は猛吹
雪でシャッターを一時も押すことなく下山、
二度目は登山途中でホワイトアウトになり
断念、天侯に恵まれた三度目は真っ青な空
の中スノーモンスター達と会話を楽しみ頂
上へ。ここ頂上から観る３６０度の大パノ
ラマは最高です。この厳冬期に３割３分の
確率で頂上に立てるのは確率の良い方でし
ょう。
　今年で69才、仕事に登山に写真撮影にも
う少し頑張ります。　(柳原)

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
看
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：精密板金加工業
住　所：能代市落合字下大野70-2
ＴＥＬ：0185-52-2141
ＦＡＸ：0185-53-2594

　今年で入社５年目になります。会社では、機械
課に所属し先輩たちの作業を見ていろいろなこと
を教えてもらいながら、日々の仕事を頑張ってお
ります。また、会社の方々からサポートを受け板
金技能士の資格に挑戦し、工業板金技能士の二級
の資格を取得することができました。
　今後も任された仕事をきちんとこなし、さらに
一回り二回り成長できるように頑張っていきたい
と思います。

秋田工業 株式会社
　　　　　　　　　に勤務する

　「工藤 裕介」 です。
ナ
イスガイナ
イスガイ

く　ど　う ゆうすけ

※聴講料は無料です。事前にお申込みが必要です。下記にお電話下さい。

共済制度大福引き大会を開催共済制度大福引き大会を開催
　１月24日（木）・25日（金）の２日間に渡り、当所共済
制度加入者の皆様への感謝の意を込めて「大福引き大
会」を開催しました。
　今年は延べ635名が参加。用意された会頭賞（ポー
タブルテレビ、コードレス掃除機）やアクサ賞（スチー
ムアイロン・炊飯器・ふとん乾燥機）などが当たり、加
入者の皆様方へ日頃の感謝を還元させて頂きました。
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