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✽専門家個別相談について
✽第一回親睦ゴルフコンペのご案内
✽能代市地域振興券について
✽交流出会いパーティinのしろのご案内

■ＴＯＰＩＣＳ［トピックス］

〔秋田〕能代商工会議所月報

９月23日㈪第70回秋田県県北珠算競技大会が
能代商工会館にて開催され、総勢31名が参加した
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【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

■日　時：2019年11月10日㈰・17日㈰・24日㈰ 全３日間　9：00～16：00
■会　場：能代商工会館
■対象者：創業・独立開業を目指すサラリーマン、OL、退職者、主婦の方など。

開業して間もない方（３年以内）
■定　員：15名（先着順）　■受講料：4,000円（テキスト・資料代含む。消費税込み）
■締　切：10月25日㈮までにお申込み下さい。

【カリキュラム】

地 域 密 着 がんばる秋田の企業を応援します

〒010－0923 秋田市旭北錦町1－47　県商工会館
TEL.018－864－3320　FAX.018－864－3335

理事長　村　岡　淑　郎

創業の夢・アイデアをお持ちではありませんか？
その夢を現実にしてみませんか？　　　　　　　　

創業塾では講義だけでなく、演習・事例発表などを通じて
創業を学び、描いていた夢を具体化し、実現に向けての積極的な知識や

実務等を習得していただきます。
創業をお考えの方はもとより、開業して間もない方（開業後３年以内の方）、

創業について学びたい方など、是非ご参加ください。

●講　師／中小企業診断士　橋　本　　泉 氏

参加者募集参加者募集創
業
塾

創業塾卒業生から続々起業家が誕生しています

11月10日㈰
第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

９： 00～12：00

13：00～16：00

９ ： 00～12：00

13：00～16：00

９ ： 00～12：00

13：00～16：00

創業の心構え

創業に必要な知識と計画

ビジネスシュミレーション振り返り

創業に必要なマーケティングの知識と活用

ビジネスプラン作成&発表

11月17日㈰

11月24日㈰

●講　師／中小企業診断士　橋　本　　泉 氏

経営資源のマネジメント
（ヒト・モノ・カネ・情報の有効活用法）

日程 時間 内容

あなたの成功を
応援します!!

創業の夢・アイデアをお持ちではありませんか？
その夢を現実にしてみませんか？　　　　　　　　

創業塾では講義だけでなく、演習・事例発表などを通じて
創業を学び、描いていた夢を具体化し、実現に向けての積極的な知識や

実務等を習得していただきます。
創業をお考えの方はもとより、開業して間もない方（開業後３年以内の方）、

創業について学びたい方など、是非ご参加ください。
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このようなお悩みお持ちでないですか？

専門家個別相談
起業に関するお悩みを解決しませんか？

専門家個別相談
日　時：2019年12月15日㈰　9：30～、13：00～、16：00～

12月16日㈪　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

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
　●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
　●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 など
既に起業している方（起業後3年以内の方）
　●新商品開発や新しい事業に取り組みたい
　●設備資金・運転資金を調達したい
　●事業計画書の見直しをしたい
　●法人化を検討したい 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

要
予
約

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

デマンド監視新時代
・初期費用なし
・自動負荷制御標準

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

一般
財団法人東北電気保安協会

能代事業所
℡：0185－52－7395

New!
◇エネルギー監視サービス

電力量見える化

自動負荷制御
＋

【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　

最低賃金 知ってました？
令和元年10月３日（木）から秋田県の最低賃金が変わりました！

時間額 （28円アップ　　）790円
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販売のご案内 取扱事業所のご案内

３号議員12名選任
　９月17日開催の１号２号議員協議会で選任された選考委員により次の12名が３号議員に選任されま
した。
 大髙建設（株） 大　髙　慎　司 能代市畠町商店街振興組合 塚　本　真木夫
 （株）都亭 大　谷　直　子 （資）第一タクシー 中　嶋　吉　博
 （株）能代清掃センター 大　塚　勝　栄 （株）秋田銀行能代支店 中　山　　　悟
 能代山本管工事業（協） 川　間　政　男 アキモク鉄工（株） 花　下　智　之
 東北木材（株） 工　藤　隆　夫 （株）能代青果地方卸売市場 宮　川　孝　一
 （株）秋田重車輌 小　林　一　成 能代電設工業（株） 山　田　　　倫

営業主任
袴田 光子

對馬 万里子 金谷 拓都 平内 洋子 三浦 宏之

副　長
坂口 昌大

事　務
関 加奈子

池田 和也

泉 ゆうみ

丸岡 竜太郎山谷 麻美三沢 雅彦

〈キャンペーン期間：11月29日まで〉

所　長
類地 康治

当所職員ならびに共済業務の受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。

ご協力の
お願い

【お問い合わせ】
　アクサ生命保険㈱  大館営業所能代分室
　TEL0185－55－2580

能代市地域振興券のご案内
販売のご案内 取扱事業所のご案内
11/16㈯～11/18㈪
　　　　９時～17時
能代市役所１階

期間

場所
登録の受付は
10月10日㈭17時まで
となっております。

お早めに！

【問合せ先】　能代商工会議所　能代市元町11-7　　　　　　電話52-6341
　　　　　　二ツ井町商工会　能代市二ツ井町字比井野33　電話73-2953

※さくら庭側入口からご入場下さい。
　（正面入口からは通り抜けできません。）
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能代市大町　☎0185-52-5416

第一回親睦ゴルフコンペのご案内

『第一回親睦ゴルフコンペ』参加申込書

〈懇親会のみ参加申込書〉

仲秋の侯　ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
　平素より当所事業運営には、特段のご指導ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、会員の交流と親睦を兼ねた「第一回親睦ゴルフコンペ」を下記のとおり開催いたします。
　つきましては、お誘い合わせの上、多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。
●日　　時　　2019年11月10日（日）
　　　　　　　午前９時30分アウト・イン同時スタート（９：00まで受付をお済ませ下さい。）
　　　　　　　【表彰式　18：00～魚松】
●場　　所　　能代カントリークラブ　山本郡八峰町峰浜田中大土面18　TEL0185－76－3311
●募集人員　　40名（10組）※定員になり次第締め切りとさせていただきます。
　　　　　　　（４人１組での参加でもＯＫです。）
●競技方法　　新新ペリア方式
●参 加 費　　8,000円（表彰式・懇親会費並びに賞品代含む）

（ゴルフのみ参加の場合は、参加費3,000円、懇親会のみ出席の場合は、懇親会費
5,000円になります。）

●プレイ代　　各自会場にてご精算願います。
●締　　切　　10月25日（金）
●そ の 他　　組み合わせ等につきましては、後日ご連絡いたします。
　　　　　　　別紙申込書にご記入の上、ＦＡＸ送信をお願いします。

能代商工会議所　親睦ゴルフコンペ　担当　宛　　ＦＡＸ　５５－２２３３　　

事業所名

住　　所

参加者氏名

参加者氏名

参加者氏名

参加者氏名

乗用カート希望 希　望　・　希望しない

ＴＥＬ

ＦＡＸ

懇親会
出　欠

年 齢

年 齢

年 齢

年 齢

性 別

性 別

性 別

性 別

出・欠

出・欠

出・欠

出・欠

どちらかに◯印をお願いします。

ふ　り　が　な

ふ　り　が　な

ふ　り　が　な

ふ　り　が　な

参加者氏名
ふ　り　が　な

参加者氏名
ふ　り　が　な

【お申込・お問合せ先】　能代商工会議所　親睦ゴルフコンペ　担当　TEL52－6341　FAX55－2233



〔秋田〕能代商工会議所　2019.10.7〈6〉

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…
　結婚を機に能代に転居し、４年目の今年６月１日に
オープンしました。
　元々バイクが趣味で、他県から来て下さるバイク乗
りのお客様や、地元の方との出会いの場を共有できる
居心地のいい空間と、おいしいお料理を提供できるカ
フェを心掛けております。

●お店で力を入れていること…
　女性の方が安心していただける旬の物を取り入れた、
お野菜たっぷりの洋風ランチプレートのトーストバケ
ットは、八竜にあるメルシィさんのこだわりのパンを
使っています。さらに、父親が作る食べるヌカこと、
ノーサフード玄を使ったふわふわのスキレットパンケ 
ーキ♡などのメニューをご用意させていただいており
ます。また、副菜に特に力を入れています。全席カウ
ンター式で、お一人でご来店されても癒される環境を
備えております。   

●お客様へのメッセージ…
　オープンは10：00～です。 
　土日限定でモーニングも行っております。また、平
日限定のトーストプレート、パスタプレートは、ラス
トオーダー16：00までとなります。
　こじんまりとしたパーティーや、ママ友会などにも
ご利用いただけます。予約制で、飲み物は持ち込みと
なります。ご来店お待ちしております。 

●プロフィール…
　父、中野信一が1977年に開業し、2017年に事業
を引き継ぎました。
　庭造り、庭の手入れ等のサービスを提供すること
で、お客様の生活の豊かさ向上の一助としたいと考
えています。
　また、行者にんにくの栽培・販売を通して地元の
元気を創り出したいと考え、試行錯誤している最中
です。
　主に能代山本、その周辺地域で活動していますが、
今後はさらに広域に対し、サービスを提供していき
たいと考えています。

●お店で力を入れていること…
　活動エリア内において、庭や緑に関することなら一
番最初に選んでもらえる事業所となる為の取り組み
をすること。

●お客様へのメッセージ…
　お客様のご意見やご要望から学ばせていただく機
会が多くありますので、なんでもご遠慮なくご相談く
ださい。私たちも専門職としてアドバイスや提案をし、
より良い空間づくりをサポートいたします。

Dining cafe SHANTI
（代表者　金澤　亜都子）
能代市字松長布123－3
TEL・FAX 0185－54－1042

中野造園
（代表者　中野　創太）
能代市外荒巻字北山ノ上13
TEL・FAX 0185－54－9746

真っ赤なドアが
目印です
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・能代ポイントカード（ダンクカード）加盟店

ポイント２倍!!
が使えます！ダンクカード

since 1980

ボ
ク
の
看
板
が

　めじ
る
し
だ
よ
！

国道
101号線

☎

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

受付中!!

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。

54-3706（0185）

毎日

10月10月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 10日㈭ 能代市地域振興券取扱事業所募集〆切 能代商工会館 ～17：00 

 15日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 24日㈭ 販路拡大セミナー 能代商工会館 14：00

 24日㈭ 婚活事業　女子力アップセミナー① 能代商工会館 19：00

 25日㈮ 婚活事業　男子力アップセミナー① 能代商工会館 19：00

 27日㈰ 第217回珠算検定 能代商工会館 09：00

 28日㈪ 常議員会 能代商工会館 12：00

 30日㈬ キャッシュレスセミナー 能代商工会館 13：30

1111月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 1日㈮ 臨時議員総会 プラザ都 17：00

 15日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 16日㈯ 能代市地域振興券の販売　 能代市役所 

 17日㈰ 能代市地域振興券の販売　 能代市役所 

 17日㈰ 第153回簿記検定試験　 能代商工会館 09：00

 18日㈪ 能代市地域振興券の販売　 能代市役所 

 19日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 29日㈮ 婚活事業　女子力アップセミナー② 能代商工会館 19：00

 30日㈯ 婚活事業　男子力アップセミナー② 能代商工会館 19：00

会員短信
〔住所変更〕
◇(株）グリーンクラフト
　新　能代市浅内字赤沼42-1
　旧　能代市鰄渕字下悪戸52-25
◇ハッピードラッグ能代南店
　新　能代市字東大瀬51-3
　旧　能代市字大瀬侭下9-2
〔事業所名変更〕
　新　能代製樽（株）
　旧　能代製樽所

新入会員の紹介
◇小酒場　こばーる　小林
　代表者　小林　隆志
　部会：観光サービス
　住所：能代市柳町10－25
　TEL：090－2272－9785
◇宝介　新能代店
　代表者　加賀谷　誠
　部会：観光サービス
　住所：能代市字上柳8－5
　TEL：52－6025
◇オートガレージ　オオツカ
　代表者　大塚　治
　部会：公益
　住所：能代市河戸川字南後田86－1
　TEL：55－0518　FAX：74－6100

09：00
～

18：00

09：00
～

18：00

09：00
～

18：00

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
　９月23日（月）に第70回秋田県県北珠算競技大会を開催、県北地域から小・
中・高あわせて31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　北林　和心（湖北小）
【中学生以上の部】
優勝　清水　繭子（秋田南高校中等部）

■読上暗算
【小学生の部】
優勝　北林　和心（湖北小）
【中学生以上の部】
優勝　清水　繭子（秋田南高校中等部）

第70回

■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　佐々木花萌（大館国際情報学院中）

■団体競技
【小学生の部】
優勝　大館有浦小学校



Information

株式会社秋田重車輌
　　　　　　　　　に勤務する

「島田　清斗」
　　　　　　です。
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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（会員の購読料は会費に含まれております）

　夏の暑さから一転して朝晩は涼

しいを通り越して肌寒さを感じる

日が増え、先日我が家では今年初

の鍋料理が食卓に上がりました。

そんな去年と変わらない日常ですが、今月ついに

消費税率が８％から10％に上がり、同時に食品な

どに適用される軽減税率制度も始まりました。鍋

料理を例にすると具材は８％、水炊きで使う水道

水は10％、晩酌用のお酒は10％etc…日々の生活

だけでも税率が混在しています。帳簿の付け方や

請求書の記載方法など、何か疑問点がありました

らお気軽に私どもにお声掛け下さい。また皆様の

役に立つセミナーも開催いたしますので、ぜひご

参加ください。　　　　　　　　　　　　（斉藤）

交流出会いパーティ

このイベントは「能代出会い創出事業補助金」「秋田県少子化対策応援ファンド」を活用しています。

主催：能代商工会議所 TEL0185-52-6341　後援：一般社団法人あきた結婚支援センター

男子力アップ
セミナー

女子力アップ
セミナー

募集人数　10名 定員になり次第締め切らせていただきます

１
回目

２
回目

３
回目

10/25●
19：00～21：00

金 １
回目

10/24●
19：00～21：00

木

11/30●
19：00～21：00

土 ２
回目

11/29●
19：00～21：00

金

12/21●
10：00～12：00

土 講師　かとうけいこ先生

会　場　　能 代 商 工 会 館

北海道中頓別町の婚活事業に長年携
わっている、「婚活」「人材育成」のプロ
フェッショナル。

開催日

時間　13：00～17：00
2019

12/21●土
会場　

募集内容

参加費 〈男性〉3,500円
〈女性〉2,000円

■男性：能代市内在住の独身男性25～40歳
　★３回の各セミナーに参加できる方
■女性：独身女性25～40歳
　★２回の各セミナーに参加できる方

会場は後日参加者に
お知らせいたします

in
のしろ

しま だ きよ と

業　種：自動車修理業・板金
　　　　塗装業
住　所：能代市河戸川字
　　　　　　　下大須賀55
ＴＥＬ：0185-52-5395

　今春、能代工業高校を卒業して、株式会社秋田
重車輌に入社しました。現在は、主に一般自動車
車検整備や建設機械などの整備作業を先輩の指導
のもとで行っております。毎日が勉強で難しい事
も多くありますが、早く先輩に追いつく為、今は
資格取得を目指し頑張っております。




