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✽セミナー・検定のご案内
✽年末金融相談会のご案内
✽新春講演会のご案内

■ＴＯＰＩＣＳ［トピックス］

〔秋田〕能代商工会議所月報

地域振興券の使用期限は
令和２年２月24日（月）まで

◀取扱店舗には
　取扱店のポスターが
　掲示されています　
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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

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
＋

正副部会長が決まる
　商工会議所では、会員が営んでいる主要な業種ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部
会を設置しており、会員はいずれかの部会に所属しております。部会では業界の動向や経営問題についての
研究、情報の交換を行い、同業種や関係業種の会員との交流を深める場であり、業界の声、会員の声を商工
会議所事業に反映させるためにも重要な組織です。
　能代商工会議所には、木材・建設部会、商業部会、工業部会、観光サービス部会、公益・理財部会の５部
会が設置されています。今回の議員改選に伴い、各部会を開催し、正副部会長及び運営委員を選任しまし
た。任期は議員同様2022年10月31日までとなります。

木材・建設部会
役　職 氏　　名 事業所名

 部 会 長 清　水　　　靖 ㈱清水企業

 副部会長 大　髙　慎　司 大髙建設㈱

 〃 長　門　一　攻 ㈱ナガト

 〃 舘　岡　明　彦 昭和木材㈱

 〃 丹　　　哲　男 東北木材㈱

 〃 越　後　春　彦 ㈱丸越

 〃 西　方　里　見 ㈲西方設計

工業部会
役　職 氏　　名 事業所名

 部 会 長 花　下　智　之 アキモク鉄工㈱

 副部会長 山　田　　　倫 能代電設工業㈱

 〃 平　川　義　明 ㈱厨房市場

 〃 西　村　省　一 元祖檜山納豆㈱

 〃 佐　藤　忠　之 ㈲ソーキテック

公益・理財部会
役　職 氏　　名 事業所名

 部 会 長 大　塚　勝　栄 ㈱能代清掃センター

 副部会長 清　水　　　証 ㈲安田保険プランナー

 〃 中　山　　　悟 ㈱秋田銀行能代支店

 〃 小　林　一　成 ㈱秋田重車輌　

 〃 小笠原　　　貢 ㈱能代自動車整備工場

 〃 越　前　由　高 ㈲トミゼン

商業部会
役　職 氏　　名 事業所名

 部 会 長 塚　本　真木夫 能代市畠町商店街（振）

 副部会長 塚　本　　　正 能代市商店会連合

 〃 宮　川　孝　一 ㈱能代青果地方卸売市場

 〃 大　高　光　晴 ㈱ハムセンター秋田

 〃 寺　田　雅　彦 ㈱テラタ

 〃 渡　辺　　　功 越後屋菓子店

観光サービス部会
役　職 氏　　名 事業所名

 部 会 長 塚　本　民　雄 秋田県旅館ホテル生活衛生（同）能代支部

 副部会長 中　嶋　吉　博 ㈾第一タクシー

 〃 井　上　智　雄 能代飲食業組合

 〃 大　谷　直　子 ㈱都亭

 〃 田　中　秀　範 エモーショナルダイニング㈱

 〃 宇佐美　　　正 ㈱魚松
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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

◆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
◆申込締切：12月９日㈪
※締切後にお申し込みの場合、参加者名簿に掲載できかねます。　

TEL 0185－52－6341

　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、同じ会社から何名でも、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。

能代商工会議所セミナー開催一覧

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

創 業 個 別 相 談 会
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 個 別 相 談 会

日　時：１月下旬頃（予定）１４：００～１６：００
受講料：無料
　　　　※終了後、個別相談会を開催（要予約）

後　継　者　育　成　塾
内　容：セミナー・交流会・座談会
日　時：１月下旬頃（予定）１３：００～１８：００

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　　TEL0185-52-6342
会場は全て能代商工会館となります。

【お問い合わせ】能代商工会議所　TEL 0185-52-6341

簿記検定試験
期日 2020年2 月23 日（日）
会場 能代商工会館
会場 2019年 12月 16日（月）
　　～2020年 1月 24日（金）

リテールマーケティング（販売士）
検定試験
期日 2020年2 月19 日（水）
会場 能代商工会館
会場 2019年 12月 16日（月）
　　～2020年 1月 24日（金）

珠算検定試験
期日 2020年2 月9 日（日）
会場 能代商工会館
会場 2019年 12月 2日（月）
　　～2020年 1月 9日（木）

１級・2級・3級

◆申込み：能代商工会議所

TEL 0185－52－6341

お申込み後
　12月23日㈪までに当所２階事務所で
　　　　　　　　　参加券をご購入ください。

2019年の様子。
県内各界から約300名の方にご参加
いただきました。

2019年の様子。
県内各界から約300名の方にご参加
いただきました。
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白神を望む眺望絶 佳白神を望む眺望絶 佳

能代市清助町３番29号（能代公園内）

☎0185－52－0121

軽いお食事から

ご宴会・冠婚葬祭まで

お気軽にご利用下さい。

女性創業支援室「オフィス・フォー」入居者募集中‼女性創業支援室「オフィス・フォー」入居者募集中‼

利用できる設備

ご利用料金

カードタッチ式
複合機

ロングコートが
入るロッカー

FAX電話

5,000円
5,000円

登録料（初回のみ）

月額利用料

（税別）
（税別）

※電話・FAX料・コピー代は別途ご負担頂きます。
※水道光熱費等は月額利用料に含まれます。

※上記以外の設備がございます。

コミュニティルーム 商談スペース

［お問い合せ］　中小企業相談所　TEL：0185－52－6342

　これから創業を考えている女性の方や、起業して３年以内の女性の方を支援しやすいよう
「女性創業支援室 オフィス・フォー」を開設しております。
　オフィスには、商談スペースや専用ロッカー、専用ポスト、FAX電話等の設備を準備し隣室
にはコミュニティルームを完備しております。
　ご興味がある方は、事前にご連絡いただければ内覧もできますので、ぜひお気軽にお声がけ
ください。

【お申し込み・お問い合わせ】

能代商工会議所　中小企業相談所
電話　0185－52－63429：00～17：00　能代商工会館３階

無料 年末金融相談会年末金融相談会年末金融相談会
12月30日㈪秘密厳

守

専用デスク
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能代商工会議所　親睦ゴルフコンペ開催

秋田県の受動喫煙防止対策
秋田県受動喫煙防止条例が制定され、令和2年4月1日より喫煙場所の規制がスタートします

詳しくは折込のチラシをご覧ください

雇用枠の拡大について
　10月１日、能代市長・秋田県山本地域振興局長・能代公共職
業安定所長が当所を訪れ、障害者雇用の拡大についての要請があ
りました。これを受け広幡会頭は、会員への周知を図ると述べま
した。
　来年はパラリンピックが東京で開催されることに伴い、障害者
の活躍に対する関心が高まってきております。各事業所におかれ
ましては、一人でも多くの障害者の方が持てる能力を発揮し、地
域の一員として活躍できる就業の場を確保できるようご協力をお
願いいたします。

能代商工会議所　親睦ゴルフコンペ開催
　11月10日（日）能代カントリークラブで46名が参加し、親睦ゴルフコンペを開催しました。当
日は、身にしみる風が吹く天候ではありましたが、参加者は競いあいながらプレーを楽しみました。
　終了後には「魚松」で表彰式・懇親会を行い、入賞者にはそれぞれ賞品が配られ、終始和やかな
雰囲気で交流を深めました。

お問い合わせ先 秋田県健康福祉部　健康づくり推進課　　　　　　　
〒010－8570　秋田市山王四丁目1－1　TEL 018－860－1429（専用ダイヤル）　E-mail kenkou@pref.akita.lg.jp
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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
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看
板
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　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

●プロフィール…
　平成24年にオープンしました。今ではリピーターさ
んも増え、１日おきに来て下さる方もいます。
　2年前に病気を患い、手術をしましたが、医者に数
日遅ければ助からなかったと告げられました。強運に
恵まれたのもあり、今でも病気と闘いながら経営を続
けています。お客さんからの笑顔や、おいしかったと
言われるのが嬉しいです。
●お店で力を入れていること…
　笑顔で接客することと、お客さんへの目配り、気配
り、心配りに力を入れています。お客さんに出来立て
のラーメンを食べてほしいので、一秒でも早く届けら
れるよう工夫しています。
　おすすめはニラ南蛮と、あぶり焼きチャーシューメ
ンです。あぶり焼きチャーシューは厚めに切られてい
てボリュームがありますが、柔らかいので食べやすい
です。   
●お客様へのメッセージ…
　最近では、女性客も多く、お一人様でも入りやすい
雰囲気となっております。年齢、性別問わず、どなた
でもいらしてください。

●プロフィール…
　昭和44年に秋田杉の製材所として開業をし、現在 
は住宅や店舗の設計、及び施工を主体に、不動産業、 
木材・建材の販売、また卒塔婆や仏具の製造販売を
行っております。
●お店で力を入れていること…
　ゼロエネルギーハウスの標準化など、 住まいの省
エネルギー性能にとてもこだわっています。
　また、木都能代において、製材業を経て建築業を
行っている当社ならではの木の知識と独自の流通に
より、木を肌で感じることのできる心地よい住まい
造りをいたしております。
●お客様へのメッセージ…
　住まいや店舗の設計・建築はもちろん、土地売買
や空家・空店舗の活用などの不動産に関すること。
また増改築や小規模な修繕などの住まいでお困りの
ことがございましたらどうぞお気軽にお申し付けく
ださい。

宝介　新能代店
（代表者　加賀谷　誠）
能代市字上柳8－5
TEL 0185－52－6025
営業時間　[月～金]11：00～15：00
　　　　　　　　　17：00～21：00
　　　　[土・日・祝]11：00～21：00
　　　　　　　　　ラストオーダーは20：40　

株式会社鈴喜代『すずきよの家』
（代表者　鈴木　隆宏）
能代市中悪戸1－2
TEL 0185－58－5556
FAX 0185－58－5565
メール：suzukiyonoie@suzukiyo.com
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主催：能代商工会議所　中小企業相談所・能代商工会議所女性会
お問い合せ：能代商工会議所　中小企業相談所　TEL 0185－５２－６３４２

12月12月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 06日㈮ 一日金融相談会 能代商工会館 

 07日㈯ 女性のための創業セミナー 能代商工会館 

 08日㈰ 女性のための創業セミナー個別相談会 能代商工会館 

 15日㈰ 創業塾個別相談会 能代商工会館 0

 16日㈪ 創業塾個別相談会 能代商工会館

 17日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 21日㈯ 男子力アップセミナー③ 能代商工会館 10：00

 21日㈯ 婚活パーティー キッチンターブル 

 30日㈪ 年末金融相談会 能代商工会館

※12月28日㈯～1月5日㈰　能代商工会議所休業日

１１月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 6日㈪ 新春のつどい プラザ都 18：00

 17日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 21日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 22日㈬ 共済加入者福引大会　 能代商工会館 10：00

 23日㈭ 共済加入者福引大会　 能代商工会館 10：00

 27日㈪ 能代商工会議所・女性会新春講演会 プラザ都 17：00

  能代商工会議所 
 28日㈫ 能代経済倶楽部　合同新春講演会 プラザ都 16：00
  （一社）秋田県経営者協会 

09：00
～

16：00

09：00
～

15：00

09：00
～

15：00

13：00
～

17：00
09：00
～

17：00

09：00
～

18：00

10：00
～

16：00

お申込み・お問合せ 女性活躍推進センター東京事務局・一般財団法人 女性労働協会
TEL  03-3456-4412　FAX  03-6809-4472　E-mail  suishin@jaaww.or.jp

女性活躍推進に関する説明会を開催します!

会 場

参加対象

日 時 13：30

中小企業の人事労務担当者や経営者

12月13日 14：00～16：00 開 場金 参加
無料秋田県中央男女共同参画センター 7階 研修室

秋田市中通2-3-8
定 員 30名

女性会　新春講演会のご案内女性会　新春講演会のご案内

1月27日㈪17時～　プラザ都にて開催予定

　雪もちらつきはじめ、寒さも日に日に感じ
る今日この頃ですが、この時期ならではの楽
しみが「大判焼き」や「たい焼き」など季節

のお菓子で10月頃から待ち遠しくしていました。昔は町
にも「たい焼き屋さん」などがありましたが、最近はだい
ぶ少なくなりました。寂しさも覚えながらも、おいしいお
店を捜し歩くのが楽しみの一つです。もし、お勧めなどあ
りましたら、教えていただければ嬉しいです。（田中）



Information

　　　　　　　　　に勤務する

　　　　　　です。

（株）都亭（プラザ都）

「大森　絢子」

能代市地域振興券能代市地域振興券
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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）

業　種：サービス業
住　所：能代市柳町9番23号
ＴＥＬ：0185-54-2244
ＦＡＸ：0185-54-2247

　今年３月に専門学校を卒業し、入社しました。私は主に

フロント業務をしております。フロント業務では、宴会予

約や仕出しの電話対応などを行っています。慣れない業務

ばかりですが、お客様に顔や名前を覚えてもらえた時はと

てもやりがいを感じます。会社には他にも、洗い場や調理

をするお仕事があります。どの部署の方々も誇りを持って

仕事をしていらっしゃいます。そんな姿を見て私も毎日、

頑張ります。

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

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）

期限にご注意ください‼期限にご注意ください‼
振興券の換金期間は令和2年3月6日まで
です。これ以降の換金はできません。取扱事業所様へ取扱事業所様へ

〔電話番号・FAX番号・代表者名変更〕

◇能代市商店会連合

　新　電話　55－0351　FAX　54－7410

　旧　電話　54－6720　FAX　55－2250

　新　塚　本　真木夫　旧　塚　本　　　正

◇秋田魁新報南販売所

　新　電話　58－2701　FAX　58－3872

　旧　電話　54－8898　FAX　54－1536

　新　近　藤　慎一郎　旧　舛　屋　秋　雄

〔代表者名変更〕

◇東北木材（株）

　新　丹　　　哲　男　旧　工　藤　隆　夫

会員短信

新春講演会新春講演会
講師：株式会社アリーナ　代表取締役
　　高山　慎也　氏（福島県相馬市）
経産局のサポイン事業やJST支援を通じて産学官連携を実践し、基盤実
装から医療分野への進出を果たしたなど先進的な取り組みを行っている。
また、2006年には経済産業省　中小企業庁より「元気なモノ作り中小
企業300社」にも選定されている。

日時：2020年１月28日（火）
　　　午後４時～５時
会場：プラザ都
　　　能代市柳町9－23
定員：100名
※詳しくは会報１月号にてお知らせいたします。

※定員になり次第締め切り

主催：能代商工会議所・（一社）秋田県経営者協会能代支部・能代経済倶楽部
　【お申込み・お問合せ】　TEL0185－52－6341

聴講
無料

問い合わせ

おお もり あや こ


