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各種セミナー開催中！
ご参加をお待ちしております!!
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臨時議員総会開催
会頭に広幡氏を再任

区　分

●役員

●常議員

氏　名 事　業　所　名

氏　名 事　　業　　所　　名

事　業　所　名区　分 氏　名

部会名 ３　号　議　員

大髙建設(株) 大髙　慎司

能代山本管工事業(協) 川間　政男

東北木材(株) 丹　　哲男

木
材
・
建
設

能代市畠町商店街(振) 塚本真木夫

(株)能代青果地方卸売市場 宮川　孝一

商
　
業

アキモク鉄工(株) 花下　智之

能代電設工業(株) 山田　　倫

工
　
業

(株)都亭 大谷　直子

(資)第一タクシー 中嶋　吉博

観
光
サ
ー
ビ
ス

(株)能代清掃センター 大塚　勝栄

(株)秋田重車輌 小林　一成

(株)秋田銀行能代支店 中山　　悟

公
益
・
理
財

　11月１日、当所臨時議員総会が能代市柳町「プラザ都」で開

催され、任期満了に伴う役員・議員の選任について審議し、会頭

に広幡信悦氏が再任され、新体制が発足しました。新役員・議員

の任期は、2019年11月１日から2022年10月31日の３年間とな

ります。

　新役員・議員は次のとおりです。

臨時議員総会開催
会頭に広幡氏を再任

 会　　頭 広幡　信悦 中田建設(株)

 副 会 頭 佐藤　肇治 (株)能代資源

 副 会 頭 福田　幸一 幸和機械(株)

 副 会 頭 秋元　秀樹 菱秋木材(株)

 井上　智雄 能代飲食業組合

 大髙　慎司 大髙建設(株)

 大高　光晴 (株)ハムセンター秋田

 大谷　直子 (株)都亭

 大塚　勝栄 (株)能代清掃センター

 川間　政男 能代山本管工事業(協)

 小林　一成 (株)秋田重車輌

 佐原　　操 あきた白神農業(協)

 清水　　証 (有)安田保険プランナー

 清水　　靖 (株)清水企業

 関戸　　實 (株)セキト
 舘岡　明彦 昭和木材(株)

 丹　　哲男 東北木材(株)

 塚本　　正 能代市商店会連合

 塚本　民雄 秋田県旅館ホテル生活衛生(同)能代支部

 塚本真木夫 能代市畠町商店街(振)

 寺田　雅彦 (株)テラタ

 中嶋　吉博 (資)第一タクシー

 中山　　悟 (株)秋田銀行能代支店

 長門　一攻 (株)ナガト

 畠山　　豊 東北電力(株)能代電力センター

 花下　智之 アキモク鉄工(株)

 平川　義明 (株)厨房市場

 宮川　孝一 (株)能代青果地方卸売市場

 山田　　倫 能代電設工業(株)

 専務理事 竹嶋　高明

 監　　事 川村　光邦 川村光邦税理士事務所

 監　　事 金谷　清利 社会保険労務士金谷事務所

 監　　事 水澤　　裕 水澤裕税理士事務所
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部会名 ２　号　議　員 部会名 １　号　議　員

赤塚電気工事(株) 赤塚　健二 

(株)清水企業 清水　　靖

(株)鈴喜代 鈴木　隆宏

(株)鈴光 鈴木　英雄

昭和木材(株) 舘岡　明彦

(株)ナガト 長門　一攻

(株)丸越 越後　春彦

(株)ユアテック能代営業所 尾形　勝美

(有)丸伸重機 工藤　伸一

白神森林組合 金野　忠德

(株)サンワ興建 佐藤　　磨

(株)マルサ 佐藤　照悦

(株)鈴木土建 鈴木　健文

(有)西方設計 西方　里見

保坂電気工事(株) 保坂　能見

(株)ランマン屋 伊藤　行輝

(有)大和農園 大塚　和浩

(株)マルホン 佐藤　周一

(株)伊徳能代ショッピングセンター 菅原　　巧

(株)タイヤセンター能代 鈴木　真人

田中洋品店 田中　正幸

田畑園 田畑　　修

(有)永沢 永沢　典子

(株)シャディハッピー 藤田　徹平

(株)フロンティア三浦 三浦　忠洋

(株)宮腰蒲団店 宮腰　重孝

(有)能代中央食品 山田　文雄

能代工業団地連絡協議会 岩澤　繭生

(株)アートプラン 小野寺　伸

(有)宝建工業 小林　俊也

斎藤鉄工(株) 齊藤　滋人

(株)ライト 丑沢　長生

茶誠堂 梶原　芳一

秋田ジョイフル(株) 佐藤　博子

(株)バンブーコーポレーション 竹内　敏之

エモーショナルダイニング(株) 田中　秀範

(株)秋田旅行センター 津谷　創子

秋田県能代トラック事業(協） 池端　敏雄

羽後信用金庫能代支店 伊藤　正人

東日本旅客鉄道(株)能代駅 梅田　克教

(株)能代興産 梅田　佳洋

(株)北都銀行能代支店 幸野谷　寛

(株)秋田自動車検査場 佐藤　幸樹

エース自動車販売(株) 畠山　信悦

秋田県信用保証協会能代支所 平ノ内恵美

(株)増田保険サービス 増田　淳一

(株)ハムセンター秋田 大高　光晴 

(株)セキト 関戸　　實

能代市商店会連合 塚本　　正

(株)塚本建材店 塚本　広明

(株)テラタ 寺田　雅彦

(株)水木金物 水木　秀朗

越後屋菓子店 渡辺　　功

(有)トミゼン 越前　由高

(株)能代自動車整備工場 小笠原　貢

あきた白神農業(協) 佐原　　操

(有)安田保険プランナー 清水　　証

戸松土地建物取引商会 戸松　清一

東北電力(株)能代電力センター 畠山　　豊

能代運輸(株) 與語　忠道

(有)ソーキテック 佐藤　忠之

元祖檜山納豆(株) 西村　省一

(株)厨房市場 平川　義明

(株)北羽新報社 山木　泰正

能代飲食業組合 井上　智雄

(株)魚松 宇佐美　正

秋田県旅館ホテル生活衛生(同)能代支部 塚本　民雄

(株)栄給食センター 日諸　幸正

木
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木
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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

2020年4月1日より下記の通り義務付けられています！

お問い合せ先　　消費者庁　食品表示企画課　TEL：03－3507－8800㈹

2017年9月1日から、食品表示基準の一部が改正され、
新たな加工食品の原料原産地表示制度がスタートしました！

アレルギー表示のルールの改善
原則として、個別の原材料や添加物に
アレルゲンが表示されます。

ナトリウムの量は、「食塩相当量」で
表示されます。

加工食品の栄養成分表示の義務化
容器包装に入れられた加工食品には、
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、
ナトリウムの量が表示されます。

□産地が表示されるもの
　全ての加工食品の１番多い原材料
□表示方法
　「国別重量順表示」、「又は表示」、「大括り表示」

・22食品群及び個別4品目については2017年8月以前のとおりです。
・個別品目に新たにおにぎりの「のり」を追加しました。

□表示される原産地
　○１番多い原材料が生鮮食品の場合は産地が表示されます。

　○１番多い原材料が加工食品の場合は製造地が表示されます。

（個別表示の例） （特定加工食品の例）

※特定加工食品
　一般的に特定原材料等により製造されていることが知られているた
め、それらを表記しなくても、原材料として特定原材料等が含まれてい
ることが理解できるとされていた食品

栄養成分表示
１袋当たり

熱量　　　　●●kcal
たんぱく質　▲▲g
脂質　　　　◆◆g
炭水化物　　■■g
食塩相当量　★★g

※アレルギー表示は下線部（実際の商品には下線はありません。）

今後は全ての加工食品※に原材料の産地が表示されます
※外食、容器包装に入れずに販売する場合、作ったその場で販売する場合及び輸入品は対象外です。

原材料名　準チョコレート（バーム油（大豆を含む）、砂糖、全粉乳、
ココアパウダー、乳糖、カカオマス、食塩）、小麦粉、
ショートニング（牛肉を含む）、砂糖、卵、コーンシロップ、
乳又は乳製品を主要原料とする食品、ぶどう糖、麦芽糖、
加工油脂、カラメルシロップ、食塩

添加物　　ソルビトール、酒精、乳化剤、膨張剤、香料

（国別重量順表示の例）名　　称　ウィンナーソーセージ
原材料名　豚肉（アメリカ産、国産）、豚脂肪…

（製造地表示の
国別重量順表示の例）

名　　称　チョコレートケーキ
原材料名　チョコレート（ベルギー製造）、小麦粉…

卵の特定加工食品
マヨネーズ
小麦の特定加工食品
パン

新制度では、これらの食
品についても、アレルギー
表示がされるようになりま
した。

特定加工食品（※）等が廃止されました。
（アレルゲンを含む旨が表示されます。）
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小規模事業者ICT活用促進事業

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

小規模事業者のICT導入に対する取組を支援します

お問い合せ　中小企業相談所　TEL ０１８５－５２－６３４２

小規模事業者ICT活用促進事業
　秋田県内に事業拠点を有する小規模事業者（みなし大企業を除く）で、地域の商工団体等と連携しながらＩ
ＣＴ導入に取り組む方へ最大50万円：補助率1/2（グループ導入の場合、最大300万円：補助率2/3）を補
助します。

《補助対象者》
　県内に事業拠点を有する小規模事業者（※）で、次の補助対象事業に取り組もうとする者。
　※［商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成５年法律第51号）第２条を準用］

《補助対象事業》
　地域の商工団体等と連携しながら、生産性や付加価値の向上等を図るための情報技術・情報サービス等（ＩＣ
Ｔ）の導入に関する取組を対象とし、次の要件すべてを満たす事業となります。
　①商工団体等の支援を受けて作成するＩＣＴ活用計画書に基づいて実施すること
　②原則として県内に事業所を置くＩＣＴ事業者から調達すること

《補助率・補助金の額・採択想定件数》
・補助率　1/2（グループ導入は2/3）
・限度額　50万円（グループ導入は全体で300万円）
・件　数　50件程度
・補助事業の実施期間　交付決定から2020年２月末まで
※なお、グループ導入とは、５社以上で導入する場合となります

《募集期間》
申請期間：2019年10月１日（火）～　2019年12月10日（火）必着
【二次締切：11月20日（水）　最終締切：12月10日（火）】
※交付申請順に随時審査を行い、交付決定いたします。各締め切り時点で予算上限に達した場合は、その時点で募集を終了いたしま
すので、お早めにお申し込みください。

《補助対象となる経費》
　経営課題の解決に向けたＩＣＴ活用計画に基づく事業に要する、業務用ソフトウェア導入費やシステム構築に
おいて、専用的に使用するハードウェア等の費用も対象となります。

《対象事例》
○会計・生産管理等のパッケージソフトウェア　○各種クラウドサービス　○ＥＣサイト構築
○ホームページの新設・刷新　○キャッシュレスシステムの導入　○複数税率対応システムの導入　等
※１　事前に商工会議所等への相談が必要となります。
※２　審査は申請書受理次第、順次行います。なお、グループ申請で50万円を超える事業に関しては必要に応じてＩＣＴ活用計画書

の内容についてプレゼンテーション審査を行うことがあります。
※３　交付決定日よりも前に、購入や設置、契約等を実施したものは、補助対象外となります。
※４　2020年２月末日までには、事業の実施及び経費の支払いを完了させる必要があります。
※５　県の検査が完了してから、補助金が入金されますので、事業にかかる費用は自社内で調達願います。

 卸売業・小売業 常時使用する従業員の数 ５人以下
 サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数 ５人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 ２０人以下
 製造業その他 常時使用する従業員の数 ２０人以下
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2020年 新春のつどいのご案内2020年 新春のつどいのご案内
恒例の「新春のつどい」を下記のとおり開催いたします。皆様と共に新春を祝し、新年の更なる

飛躍の糧としたく、年明け早々にご多忙とは存じますが、多くの皆様のご参加を心よりお待ちして
おります。
　なお、一社から何名でも、また当所会員でない事業所の方も
ご参加いただけますので、お誘い合わせの上お申込み下さい
ますようご案内申しあげます。

◇日   時：2020年1月6日㈪午後６時～
◇場   所：能代市柳町「プラザ都」
◇会　費：一人　8,000円　

※参加券を事前に当所でご購入ください。

◇申込締切：12月9日㈪
◇申込み：能代商工会議所（新春のつどい担当）

下記までお電話ください。

電話 0185－52－6341
2019年開催のようす。2019年開催のようす。

能代商工会議所セミナー開催一覧

テーマ：会社のための防災・減災セミナー（予定）
　　　　※終了後、個別相談会を開催（要予約）
日　時：１１月２１日（木）１４：００～１６：００
講　師：初鹿野　浩明　氏（中小企業診断士）
受講料：無料

テーマ：創業前・創業後に関する個別相談会
日　時：１２月１５日（日）・１６日（月）９：００～
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（予約制）※原則１人につき２時間

後　継　者　育　成　塾　① 創 業 塾 個 別 相 談 会

日　時：１１月３０日（土）・１２月７日（土）
　　　　両日ともに１０：００～１６：００
講　師：橋　本　　　泉　氏（中小企業診断士）
対象者：創業を希望、または創業して間もない女性（５年以内）
受講料：3,000円（１日目は、受講者同士の交流会もあり）

女性のための創業セミナー

日　時：１２月８日（日）９：００～１２：００
講　師：橋　本　　　泉　氏（中小企業診断士）
対象者：女性創業塾受講者等
受講料：無料（予約制）※原則１人につき１時間

女 性 創 業 塾 個 別 相 談 会

テーマ：未定
　　　　※終了後、個別相談会を開催（要予約）
日　時：１下旬頃（予定）１４：００～１６：００
講　師：未　定　　受講料：無料

後　継　者　育　成　塾　②

テーマ：未定
内　容：セミナー・交流会・座談会
日　時：１下旬頃（予定）１３：００～１８：００
講　師：未　定　　会　場：未定

女性創業者フォローアップ事業

当所では、下記のスケジュールにて各セミナーの開催致します。多くの皆様からのご参加を心よりお待ちしております。

お問い合わせ：中小企業相談所　　TEL.0185-52-6342
セミナー会場は全て能代商工会館となります。（未定除く）

商工業者、行政関係者、経済界などから約300名の方に商工業者、行政関係者、経済界などから約300名の方に
ご参加いただきました。ご参加いただきました。
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ホームページ：http://www.noshiro-yeg.jp

　９月５日（木）～６日（金）、全国商工会議所女性会
連合会全国大会が鹿児島県鹿児島市にて開催され、
当女性会より４名が参加しました。
第５１回目となる今年の全国大会では、大河ドラマ
「西郷どん！」の原作者である、作家　林　真理子
さんを講師にお招きし、「私の仕事から」と題して
記念講演会が行われました。

女性会
だより

鹿児島国大会　　
　全国商工会議所女性会連合会　　　　　

直前会長 畠　山　慎　也　エース自動車販売㈱
監　　事 松　岡　清　也   

佐　藤　善　典   
松岡食品

監　　事 ㈲みちのく印刷所
副 会 長 加　藤　裕　介   ㈲能代重機サービス
副 会 長 佐々木　　　崇　㈱ササキレイトウテクニカル
副 会 長 菊　池　幸　礼 S.N.I
専務理事　佐々木　公　平　 佐々木行政書士事務所
事務局長 三　沢　義　将　㈱東海日動パートナーズ東北 能代支社

理　　事 神　山　享　央 神山スパーク薬品
㈱みちのく銀行能代支店理　　事 藤　原　裕　子
アクサ生命保険㈱大館(営)能代分室丸　岡　竜太郎理　　事

理　　事 栗　原　　　格
理　　事 佐々木　　　暁 ㈱SB2企画

㈾アサヒ楽器店

理　　事 吉　方　清　彦 豊祥山　善光寺
㈱須藤企画
㈲池田建築店

理　　事 須　藤　貴　博
理　　事 池　田　佐　保

理　　事 鈴　木　隆　宏 ㈱鈴喜代 ドコモショップ能代店理　　事 川　村　敏　史
※役職順・氏名順不同

2020年度役員案が上程され、満場一致で可決し、来年４月からの会長には、
田中秀範 君（エモーショナルダイニング㈱）が再任となりました。
会長以外の役員は次の通りです。

2019年度第2回通常総会開催 10月２4日

集
募
員
会

中
!!

㈭於：プラザ都
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会員の窓

株式会社 北日本冷暖
（代表取締役　石内　宏）
能代市字西大瀬32－7
TEL 0185－54－6245
http://kitanihon-reidan.com/
mail:kac@k3.dion.ne.jp

Gothic Craft（ゴシッククラフト）
（代表　大渕　裕）
TEL 090－3645－3712
Mail   aroma00037@gmail.com
LINEID aroma0037
営業・受付時間 13：00～24：00

●プロフィール…
　会社を立ち上げてから今年で11年目になります。当初は関東圏の企業へ
デザインした画像の販売などを行っておりましたが、数年前からは地元能
代を中心に事業を行っております。
　現在の主な業務内容は、一言でいえば「パソコン・スマホの出張なんで
も屋」です。
　パソコンに関しては機器の販売・斡旋・コンサルティングはもちろんの
こと、修理や診断、設定・設置などのパソコン屋としての基本的な業務の
ほか、業務の簡易化のためのシステム・データ作成、ホームページ作成、
従業員への教育、ネットワーク防犯カメラ設置などの他、前身がデザイナ
ーのためチラシやパンフレット・名刺の製作・印刷も手掛けています。
　また、渟城西小学校にてプログラミングの教育・指導も行っております。
　スマホに関しては定期的に初心者向け講座の講師をしているほか、現在
の契約内容・料金についての説明、中には「今日からスマホに替えようと
思うのだが、店員の説明が複雑すぎて何を言っているかわからない。一緒
にショップに行って通訳と、本当に必要なものだけの契約の代行をしてほ
しい」というご依頼もあります。

●お客様へのメッセージ…
　企業のお客様の「業務がひと段落する午後の方が都合が良い」という声、
個人のお客様の「仕事が終わった後に習いたい」という声にお応えするた
め、営業・受付時間は午後いっぱいの13：00～24：00までとなっており
ます。
　また、ほぼ全ての業務をご依頼のあった会社や個人宅へ出張して現地に
て作業を行いますので、事務所はございません。よって、連絡手段は携帯
電話・メール・LINEとなっております。
　パソコン・スマホに関する大きな問題から小さな悩みまで、なんでも手
がけております。
　お気軽にご連絡ください。

●プロフィール…
　先代の社長が昭和52年に起業し、法人にしたのが
平成元年で今年で42年目となります。仕事内容は主
に事務所、店舗、ビル、工場などの空調設備の設計
施工・修理保守作業です。その他、冷暖房・冷凍冷
蔵に関連する設備全般も取り扱っております。最近
では椎茸ハウスなどの冷暖房設備を多く手掛けてお
ります。

●お店で力を入れていること…
　最近よく耳にする地球温暖化ですが、我々の商売
もそれに関連する空調機のガスを取り扱っておりま
す。温室効果ガスと呼ばれるガスを大気に放出しな
い様に心掛けると共に廃棄するエアコンなどのフロ
ンガスの回収事業にも力を入れております。

●お客様へのメッセージ…
　どんな些細な内容でも敏速に対応するよう社員一
同心掛けております。品
質は基よりお客様からク
レームが来ない優良施工
を目指し、微力ではあり
ますが少しでも地域貢献
に繋がる様に努力します
ので、今後とも宜しくお
願い申し上げます。
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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）

○　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。

11月25日㈪
能代商工会議所はお休みいたします

新入会員の紹介
◇ロフトールK
　代表者　小泉　千秋　　部会：公益・理財
　住所：能代市字仁井田白山64
　TEL：58－3651
◇肉の池田
　代表者　池田　英美　　部会：商業
　住所：能代市落合字上前田127-1
　TEL：54－2992　FAX：54－2992
◇ハッピー・ドラッグ能代北店
　代表者　櫻井　清　　部会：商業
　住所：能代市落合上前田169
　TEL：74－6527　FAX：74－6527
◇司法書士　小嶋肇事務所
　代表者　小嶋　肇　　部会：公益・理財
　住所：能代市字鳳凰岱168－7
　TEL：74－9358　FAX：74－9359

会員短信
〔電話番号変更〕
◇相澤屋
　新　090-9036-3810　FAX　なし
　旧　53－5850

検察審査会からのお知らせ検察審査会からのお知らせ

問い合わせ先　能代検察審査会事務局　TEL　0185－52－3278

能代商工会館会場使用料等改定のお知らせ能代商工会館会場使用料等改定のお知らせ
　10月1日より当会館の会場使用料および冷暖房使用料が改定となりましたこ
とをお知らせします。
　詳しくは当所ＨＰをご確認いただくか、会場担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先：能代商工会議所　会場担当　ＴＥＬ 0185－52－6341

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＵＲＬ http://noshiro-cci.jp/

14：00
～

17：00

10：00
～

16：00

1111月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 
10日㈰

 創業塾 能代商工会館

  第一回親睦ゴルフコンペ 能代カントリークラブ 9：30

 16日㈯ 能代市地域振興券の販売 能代市役所 9：00

  能代市地域振興券の販売 能代市役所 9：00

 17日㈰ 第153回簿記検定試験 能代商工会館 9：00

  創業塾 能代商工会館

 18日㈪ 能代市地域振興券の販売 能代市役所 9：00 

 19日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 21日㈭ 後継者育成塾 能代商工会館

 24日㈰ 創業塾 能代商工会館

 29日㈮ 女子力アップセミナー② 能代商工会館 19：00

 
30日㈯

 男子力アップセミナー② 能代商工会館 19：00

　　　　女性のための創業セミナー 能代商工会館 

09：00
～

16：00

09：00
～

16：00

09：00
～

16：00



Information

(同)スマイルエクスプレス
　　　　　　　　　に勤務する

「嶋田　有希」
　　　　　　です。

年末金融相談会のお知らせ

10％のプレミアム10％のプレミアム

能代市地域振興券能代市地域振興券

11月16日㈯ 午前9時販売開始！11月16日㈯ 午前9時販売開始！
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　消費税増税に伴って「キャッシュレス・ポイント還
元事業」が始まり、早くも１か月が経ち、スマホやカ
ードでお支払いするお客さんを見かけることが多くな
りました。この事業は、お店は負担を軽減してキャッ

シュレス決済を導入・活用ができ、お客さんは還元が受けられる、お
互いにメリットがある事業ですので、ぜひ積極的にご活用頂ければと
思います。
　消費税と言えば、今年の消費税の確定申告は８％・10％に分けな
ければなりません。複数税率であることを念頭に置いて頂き、確定申
告に備えて頂ければと思います。当所でも、いつでもご相談を承りま
すので、お気軽にご来所・お問い合わせください。　（松橋　大地）

しま だ ゆう き

業　種：運送業
住　所：能代市河戸川字
　　　　　　　　南後田94-1
TEL・FAX：0185-88-8605

　車の運転が好きだったことと、トラックの運転をしてみ
たいという率直な好奇心からこの会社へ入社しました。
　現在、私は準中型免許を取得しております。仕事は限ら
れていますが、どれだけ効率よく運転できるか、またどう
すれば綺麗で崩れにくい荷物の積み方ができるかなどを自
分なりに工夫し、楽しみながら働いています。
　中型車の仕事になると、自分の今までのやり方と勝手が
違うので戸惑うこともあるとは思いますが、今のうちから
運転や体力仕事に慣れ、新しい仕事も頑張りたいです。

11月16日㈯ 午前9時販売開始！
い
よ
い
よ

能代市地域振興券 能代商工会議所・1億7千6百万円 二ツ井商工会・4千4百万円
販売場所：能代市役所 販売場所：恋文すぽっと きみまち

10,000円で11,000円分
お買い物ができます！ 問

い
合
わ
せ

能代商工会議所 二ツ井町商工会
☎0185-52-6341 ☎0185-73-2953

能代市元町11-7 能代市二ツ井町字比井野33

商品券価格　１セット10,000円（1,000券11枚1,000円お得です。）
　　　　　　　お一人様５セットまで（５万円）
　　　　　　　　　　　　　　※期間中１回のみの購入となります。
販 売 期 間　令和元年11月16日㈯～18日㈪　３日間

３日間で完売しなかった場合は、19日㈫以降より能代商工会館１F・
二ツ井商工会にて販売いたします。（午前９時～午後５時）

販 売 時 間　９時～17時（※ただし各日の限度額にて終了いたします）
購 入 制 約　　能代市民に限ります。（18歳未満のご購入はできません）

※ご購入の際、ご住所・お名前・年齢・電話番号をご記入い
　ただきます。
（ご記入いただいた情報は、本人のご住所とお名前の確認に使用さ
せていただきます。）

有 効 期 限　令和2年2月24日㈪まで。期限が過ぎた地域振興券は使用
　　　　　　できません。
取 扱 店 舗　地域振興券購入の際に取扱店舗一覧表を配布します。
　　　　　　取扱店舗には取扱店のポスターが掲示されています。

この
ポスターが
目印

年末金融相談会のお知らせ

総額2億2千万円

販売
場所能代市役所 恋文すぽっと

きみまち能代市役所 恋文すぽっと
きみまち

８千８百万円
6千6百万円
2千2百万円
1億7千6百万円

１千6百50万円
1千6百50万円
1千1百万円
4千4百万円

11/16㊏
11/17㊐
11/18㊊

計

総額2億2千万円

主　催 ◆能代商工会議所 ◆日本政策金融公庫秋田支店

当所と日本政策金融公庫の共催による「年末金融相談会」を開催します。
当日は、公庫より融資担当者が来所し、相談会を開催致します。ご希望の
事業所は事前に、当所へ電話でお申し込みください。
　　　　　　　　　　　記
●日　　時：12月６日㈮　午前11：00～午後４：00
●場　　所：能代商工会館１F
●相談事項：「日本政策金融公庫」の融資相談
●申　　込：12月３日㈫まで
●お問い合わせ：TEL 0185－52－6342
　　　　　　　　中小企業相談所　金融担当まで


