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株式会社セキト　に勤務する

です。

　地元の会社で働きたいと考え株式会社セキ
トに入社しました。初年度から充実した研修
をさせていただきまた、職場の先輩にも恵ま
れ日々の業務にも取り組んでいます。販売を
通しいろいろな年代の方、地元の方以外とも
対話しながらコミュニケーションを図る中で
人の温かさに触れ毎日新たな発見、経験の連
続です。四季ごとに変わるイベントや季節の
お菓子を覚えたりと大変なこともありますが、
コロナ禍でもマスク越しから伝わるお客様の
笑顔を励みに働くことができています。
　今後も少しでも多くのお客様に地元、能代
市のお菓子を手に取っていただけるよう笑顔
で元気に頑張ります。 

「大山 桃花」
おお やま もも か

マル経融資制度のご案内 マル経融資制度とは小規模事業者を対象とした
『無担保・無保証・低金利』の融資制度です。

お問い合わせ先　中小企業相談所　☎0185－52－6341

　

⑴申込月の第３週目までに下記の書類を
ご持参のうえ当所へ来所下さい。
　①直近２期分の決算書・確定申告書
　②直近試算表
③現在の借入返済表など
※決算期が２期に満たない場合はご相談下さい。

⑵融資担当による事業概況の聞き取り　

⑶申込月の翌月にマル経審査会の開催

⑷日本政策金融公庫による審査

⑸融資決定後、借入契約書の提出

⑹日本政策金融公庫より申込月の翌月末頃
に指定の口座へ入金

度
程
半
月
か
１
約
で
短
最
で
ま
金
入

（注）なお、コロナ枠の一部対象者は、特別利子補給制度
　　　により融資後３年間は実質無利子となります。

ご融資までの流れ
金　額

2,000万円

上記と別枠で
1,000万円

返済期間
（うち据置期間）

利率（年）
運転
資金

設備
資金

７年
（１年） 1.21％10年

（２年）

上記利率より
－0.9％
（注）

10年
（３年）

10年
（４年）

※2022年
　5月1日現在

能代市役所さくら庭　
鮮やかな夜桜で幻想的な雰囲気に包まれた
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IT導入補助金

日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金（一般型）

通常枠
（現行）類型

特別枠（新設）

補助率
補助上限

2/3
50万円

賃金引上げ枠
2/3または3/4

卒業枠

200万円

創業枠 後継者支援枠インボイス枠
2/32/3

100万円

対象者
①通常枠　小規模事業者等
　◎小規模事業者とは下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。

②特別枠（新設）
・インボイス枠　免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者
・賃金引上げ枠　販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より＋30円以上である小規模事業者
・卒業枠　販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
・創業枠　産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
・後継者支援枠　販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者
対象事業　小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助します。
補 助 額

締　　切　第８回：2022年６月３日㈮　　第９回：2022年９月中旬　　第10回：2022年12月上旬
　　　　　第11回：2023年２月下旬
お問い合わせ先　能代商工会議所　中小企業相談所　
　　　　　　　　TEL：0185－52－6341

　
対 象 者　中小企業、小規模事業者等（業種により要件が異なるため、詳しくはお問い合わせ下さい。）
対象事業　〈通常枠〉

製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている小規模事業者等が、自社の
強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する方策として、事務
局に登録されたITツールを導入する事業

　　　　　〈デジタル化基盤導入枠〉
会計ソフト・決済ソフト・PC・タブレット等を導入し、小規模事業者等が労働生産性を向上させる
とともに、インボイス制度も見据えたデジタル化を進めるためのITツールの導入する事業

補 助 額
　

対象経費　〈通常枠〉ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費
　　　　　〈デジタル化基盤導入枠〉上記対象経費に加えPCやタブレット、レジ・券売機等のハードウエア購入費
締　　切　通常枠：第１次　５月16日（月）予定　　第２次　６月13日（月）予定
　　　　　デジタル化基盤導入枠：第２次　５月16日（月）予定　　第３次　５月30日（月）予定
　　　　　　　　　　　　　　　　第４次　６月13日（月）予定　（なお、締切時間は両枠ともに17：00予定）
お問い合わせ先　IT導入支援事業コールセンター　TEL：0570－666－424　〈時間〉９：30～17：30（土日・祝日を除く）

申請される方は当所へ事前にご相談下さい

対　　　象

経済産業省　事業復活支援金 50 万円個人最大 250 万円法人最大

給　付　 額

お問い合わせ先

申 請 期 限

申請サポート会場 公式HP

事前確認で
必要な書類

お電話にてあらかじめご相談ください。

申請方法は電子申請です。

確定申告には受領印
又はe-tax受信通知が
必要です

　コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定し
た額を一括給付します。

新型コロナの影響で2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月～2021年3月
までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50％以上又は、30％～50％未満減少した事業者（中堅
・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）
※2021年10月までに開業した方でも「特例」を利用して対象になる場合もあります。

　給付額 ＝（基準期間（※1）の売上高） ー（ 対象月（※2）の売上高）×5）
※1：2018年11月～2019年3月、2019年11月～2020年3月、2020年11月～2021年3月のいずれかの期間
※2：2021年11月～2022年3月のいずれか基準期間と同じ月

事前確認の前に事業復活支援金公式ＨＰより「アカウント申請・登録」を行ってください。
１．本人確認書類（個人事業者等、法人代表者）例）マイナンバーカード（オモテ面）運転免許証（両面）
　　※法人の方は、履歴事項全部証明書も必要です。
２．確定申告書類の控え
　・（中小法人等の場合）2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
　・（個人事業者の場合）2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
　※確定申告書の控えに収受日付の押印又は、受信通知メールのいずれも存在しない場合には、提出する確定申
　　告書類の年度の「納税証明書（その２）」をご準備ください。
　　納税証明書（その２）は、税務署で発行となります。
３．2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類（売上台帳、請求書、領収書など）
　※申請時には、日にちごとに記入されている売上台帳が必要になります。
４．2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
５．法人代表者または個人事業者等の本人が自署した宣言・同意書
　※以前に一時支援金または月次支援金を受給された方は、事前確認が不要になります。
　　また、登録確認機関と「継続支援関係」に当たる方は、事前確認を簡略化することができます。
　　事前確認は申請前の確認です。事前確認のみでは申請完了とはなりませんのでご注意下さい。

　　アキタスクエア１F（秋田市中通4-14-16）※毎週土曜日・祝日はお休みです。
　　　申請サポート会場にご来場する前に、以下の①～③のご対応をお願いいたします。
　　　①申請仮登録ページ又は相談窓口で申請 I D の発行
　　　②必要書類の準備　　③登録確認機関での事前確認を受ける　

2022年5月31日(火)まで　※事前確認は５月26日（木）までにお手続をお済ませ下さい。

事業復活支援金事業コールセンター・電話予約　TEL：0120-789-140 / 03-6834-7593　8:30~19:00（全日対応）

IT導入補助金

機能要件等
補助率

上限額・下限額

通常枠 デジタル化基盤導入枠
会計・受発注・決済・ECソフト PC・タブレット等 レジ・券売機等Ａ類型 Ｂ類型

30万円～150万円未満 150万円～450万円以下
1/2以内

詳細はお問い合せ下さい 会計・受発注・決済・ECのうち１機能以上 会計・受発注・決済・ECのうち２機能以上
3/4以内

5万円～50万円以下
2/3以内

50万円超～350万円
1/2以内

～10万円 ～20万円

給
付
ま
で
の
流
れ

公式ＨＰにて
アカウントの取得

アカウントより
電子申請

登録確認機関での
事前確認

会員の方は書類の簡略化ができます。
会員ではない方は上記１～５の書類が必要です。

パソコン・スマートフォンより申請となります。
申請が困難な方はサポート会場をご利用ください。 申請完了

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

地震に備える共済
取り扱いしております

休業対応応援共済
地震危険補償共済
地震危険補償特約

 （火災共済契約に付帯する特約）

業　　種 常時使用する従業員数
５人以下
20人以下
20人以下

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）
宿泊業・娯楽業
製造業その他

創
業
75
周
年

おにぎりの力！
おふくろの味　手造りそうざい

と ど う 商 店
〒016－0854　秋田県能代市豊祥岱1－323　TEL 0185－52－4681

類型
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IT導入補助金

日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金（一般型）

通常枠
（現行）類型

特別枠（新設）

補助率
補助上限

2/3
50万円

賃金引上げ枠
2/3または3/4

卒業枠

200万円

創業枠 後継者支援枠インボイス枠
2/32/3

100万円

対象者
①通常枠　小規模事業者等
　◎小規模事業者とは下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。

②特別枠（新設）
・インボイス枠　免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者
・賃金引上げ枠　販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より＋30円以上である小規模事業者
・卒業枠　販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
・創業枠　産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
・後継者支援枠　販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者
対象事業　小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助します。
補 助 額

締　　切　第８回：2022年６月３日㈮　　第９回：2022年９月中旬　　第10回：2022年12月上旬
　　　　　第11回：2023年２月下旬
お問い合わせ先　能代商工会議所　中小企業相談所　
　　　　　　　　TEL：0185－52－6341

　
対 象 者　中小企業、小規模事業者等（業種により要件が異なるため、詳しくはお問い合わせ下さい。）
対象事業　〈通常枠〉

製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている小規模事業者等が、自社の
強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する方策として、事務
局に登録されたITツールを導入する事業

　　　　　〈デジタル化基盤導入枠〉
会計ソフト・決済ソフト・PC・タブレット等を導入し、小規模事業者等が労働生産性を向上させる
とともに、インボイス制度も見据えたデジタル化を進めるためのITツールの導入する事業

補 助 額
　

対象経費　〈通常枠〉ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費
　　　　　〈デジタル化基盤導入枠〉上記対象経費に加えPCやタブレット、レジ・券売機等のハードウエア購入費
締　　切　通常枠：第１次　５月16日（月）予定　　第２次　６月13日（月）予定
　　　　　デジタル化基盤導入枠：第２次　５月16日（月）予定　　第３次　５月30日（月）予定
　　　　　　　　　　　　　　　　第４次　６月13日（月）予定　（なお、締切時間は両枠ともに17：00予定）
お問い合わせ先　IT導入支援事業コールセンター　TEL：0570－666－424　〈時間〉９：30～17：30（土日・祝日を除く）

申請される方は当所へ事前にご相談下さい

対　　　象

経済産業省　事業復活支援金 50 万円個人最大 250 万円法人最大

給　付　 額

お問い合わせ先

申 請 期 限

申請サポート会場 公式HP

事前確認で
必要な書類

お電話にてあらかじめご相談ください。

申請方法は電子申請です。

確定申告には受領印
又はe-tax受信通知が
必要です

　コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定し
た額を一括給付します。

新型コロナの影響で2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月～2021年3月
までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50％以上又は、30％～50％未満減少した事業者（中堅
・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）
※2021年10月までに開業した方でも「特例」を利用して対象になる場合もあります。

　給付額 ＝（基準期間（※1）の売上高） ー（ 対象月（※2）の売上高）×5）
※1：2018年11月～2019年3月、2019年11月～2020年3月、2020年11月～2021年3月のいずれかの期間
※2：2021年11月～2022年3月のいずれか基準期間と同じ月

事前確認の前に事業復活支援金公式ＨＰより「アカウント申請・登録」を行ってください。
１．本人確認書類（個人事業者等、法人代表者）例）マイナンバーカード（オモテ面）運転免許証（両面）
　　※法人の方は、履歴事項全部証明書も必要です。
２．確定申告書類の控え
　・（中小法人等の場合）2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
　・（個人事業者の場合）2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
　※確定申告書の控えに収受日付の押印又は、受信通知メールのいずれも存在しない場合には、提出する確定申
　　告書類の年度の「納税証明書（その２）」をご準備ください。
　　納税証明書（その２）は、税務署で発行となります。
３．2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類（売上台帳、請求書、領収書など）
　※申請時には、日にちごとに記入されている売上台帳が必要になります。
４．2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
５．法人代表者または個人事業者等の本人が自署した宣言・同意書
　※以前に一時支援金または月次支援金を受給された方は、事前確認が不要になります。
　　また、登録確認機関と「継続支援関係」に当たる方は、事前確認を簡略化することができます。
　　事前確認は申請前の確認です。事前確認のみでは申請完了とはなりませんのでご注意下さい。
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IT導入補助金

機能要件等
補助率

上限額・下限額

通常枠 デジタル化基盤導入枠
会計・受発注・決済・ECソフト PC・タブレット等 レジ・券売機等Ａ類型 Ｂ類型

30万円～150万円未満 150万円～450万円以下
1/2以内

詳細はお問い合せ下さい 会計・受発注・決済・ECのうち１機能以上 会計・受発注・決済・ECのうち２機能以上
3/4以内

5万円～50万円以下
2/3以内

50万円超～350万円
1/2以内

～10万円 ～20万円

給
付
ま
で
の
流
れ

公式ＨＰにて
アカウントの取得

アカウントより
電子申請

登録確認機関での
事前確認

会員の方は書類の簡略化ができます。
会員ではない方は上記１～５の書類が必要です。

パソコン・スマートフォンより申請となります。
申請が困難な方はサポート会場をご利用ください。 申請完了

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

地震に備える共済
取り扱いしております

休業対応応援共済
地震危険補償共済
地震危険補償特約

 （火災共済契約に付帯する特約）

業　　種 常時使用する従業員数
５人以下
20人以下
20人以下

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）
宿泊業・娯楽業
製造業その他

創
業
75
周
年

おにぎりの力！
おふくろの味　手造りそうざい

と ど う 商 店
〒016－0854　秋田県能代市豊祥岱1－323　TEL 0185－52－4681

類型
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※新型コロナウイルス感染対策に万全を尽くしますが、
　行政指導等により中止となる場合もございます。

今年の花火観覧席はすべてインターネット
e+（イープラス）によるチケット販売します。

2022港まつり　能代の花火
7/23㊏

※新型コロナウイルス感染対策に万全を尽くしますが、
　行政指導等により中止となる場合もございます。

19：30▶21：00
雨天決行・荒天順延翌24・25日
〔観覧会場〕
能代港下浜ふ頭
特設会場

<チケット購入の際の注意事項>
○小学生以上の方はチケットの購入が必要です。
○大人１名につき未就学児童１名の膝上観覧は
　無料です。未就学児童でお席が必要な場合は
　チケットをご購入ください。
※ご購入後の席の変更および返品はできません。

　パソコンやスマートフォンで
チケットの購入ができない方へ
便利な購入方法をお知らせします。

◎開催の可否については６月中旬に決定いたします。

広告協賛募集の見送りについて
　日頃より、能代の花火運営へご協力頂き誠にありがとうございます。
　例年、多くの事業所や個人の皆様にご協賛を頂いておりますが、今年の広告協賛の募集は見送りとさせ
て頂きますので、何卒ご理解の程お願い致します。
　なお、観覧席はe＋（イープラス）又はファミリーマート（Famiポート設置店のみ）にて販売しており
ますので、ご購入下さいますようご案内申し上げます。

のしろトクトク商品券　販売中!!

～のしろトクトク商品券　換金のご案内～

【販 売 額】１セット：1,000円券×13枚つづり（一世帯５セットまで）
　　　　　　額面13,000円分を10,000円で販売いたします。※購入は１回限り

※能代市から送られている購入引換券（ハガキ）をご持参ください。
【販売場所】〇能代地域

イオンスタイル能代東、イオン能代店、テラタバイパス店、
マックスバリュ能代北店、秋田銀行能代支店、能代郵便局、
東能代郵便局、向能代郵便局　
〇二ツ井地域　秋田銀行二ツ井支店、恋文すぽっときみまち

【販売期限】2022年５月31日（火）まで
【使用期限】2022年12月31日（土）まで　※登録店舗でのみご使用が可能です。

【換金場所】秋田銀行、北都銀行、羽後信用金庫、秋田県信用組合、あきた白神農業
協同組合、能代商工会議所（毎週水曜日　10：00～15：00）、

　　　　　　二ツ井町商工会（毎週火・金曜日）
※詳しくは、商工会議所から送られている「のしろトクトク商品券　換金場所等一覧」をご覧ください。

【換金期限】2023年1月31日（火）まで
【持 ち 物】受領した商品券（※１）、換金申込書（※２）、通帳（※３）
【換金方法】銀行で換金した場合：後日、換金申込書に記載した通帳に入金されます。
　　　　　　能代商工会議所、二ツ井町商工会で換金した場合：小切手をお渡しします。

※能代商工会議所では、１日１回５万円以下です。
※１　商品券の裏面に取扱店舗名の押印又は記入をお願い致します。
※２　換金申込書には、『N』または『F』から始まる取扱店舗番号を忘れずにご記入下さい。
※３　銀行で換金する際に必要となります。

登録店舗は随時募集しています。
【お問い合わせ】能代市商工労働課　89－2186 ・ 能代商工会議所　52－3644

今年の花火観覧席はすべてインターネット
e+（イープラス）によるチケット販売します。

能代商工会議所での販売および当日券の販売は
ございませんのでご注意ください。

〒016－0151 秋田県能代市檜山字檜山町19－1
 Tel 0185－58－5046　Fax 0185－58－5546
 http://www.hiyama710.com

注意事項：この商品券は、おつりが出ません。

全て直行便と
なります。

①アクロス入口　②能代駅
③秋田県能代港湾事務所前
④能代球場　サブマリンスタジアム

●料金：片道一律500円（小学生以下無料）

〔能代の花火公式サイト〕
http://www.noshirohanabi.com

席　種 料金（税込）
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会員の窓

営業主任
袴田 光子

泉 ゆうみ 三浦 里見 事　務
関 加奈子

丸岡 竜太郎三沢 雅彦 所　長
類地 康治

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…
　多国籍料理を提供しています。おすすめはタイ風
焼きそばパッタイとカキのアヒージョです。ご要望
があればご予約できりたんぽ鍋、チゲ、トムヤンク
ンもご用意できます。
　昨年秋からキッチンカーでタコス、タコライスの
販売を行っています。
　道の駅ふたつい、ローソン河戸川店、かさい肉店、
桜田畜産にて「きぃmonの唐揚げのタレ」を販売し
ています。焼き肉のつけタレにしても美味しいです。

●力を入れていること…
　昨年秋から始めたキッチンカーでの販売は、お花
見時期の能代公園やイベントで出店しています。テ
ラタやメガドラックでも出店予定です。コロナ禍で
人気拡大しましたキッチンカーで、事業の幅を広げ
ることができればと思っています。
　お店では事前予約にはなりますが、テイクアウト
やお弁当、オードブルなどご予算に合わせてお作り
いたします。

●メッセージ…
　お店では消毒・検温・空間除菌を行っており、ス
タッフもワクチン接種を行っています。コロナ対策
は十分に行っていますので安心してご来店ください。
　秋田県のプレミアム飲食券も始まりました。コン
ビニやネットでも購入可能です。コロナがなかなか
収束しませんが、スタッフ一同感染対策を行ってい
ますので、ぜひ足を運んでいただけたらと思ってい
ます。

diningきぃmon
（代表者　木元　徹）
〒016－0825
能代市柳町5－14
TEL 0185－52－1006
Instagram:diningki_mon.85

６月５月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 17日㈫
 金融相談 能代商工会館 10：30

  常議員会 プラザ都 14：00

 27日㈮ 通常議員総会 プラザ都 15：00

６月６月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

〔代表者変更〕
○（医）弘仁会 島田病院
◇新　理事長　野宮　浩平　　旧　理事長　島田　杉作
○NPO法人能代観光協会
◇新　会　長　佐藤　肇治　　旧　会　長　広幡　信悦
○（株）なりた商店
◇新　代表取締役　田中　秀範　　旧　代表取締役　成田　光一

会員短信

 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

　だんだんと気温も高くなり過ごしやすい季節と
なっております。未だコロナ禍ではありますが、
暖かい陽気とともに少しずつ外出を楽しみたいと
ころです。その中で、先月より「のしろトクトク
商品券」が販売開始となりました。今月末までお

買い求め頂けますので、まだご購入されてない方はお忘れずに販
売店にてご購入下さい！
　また、経済産業省「事業復活支援金」の申請についても今月末
までとなり、申請前には「事前確認」という手続きが必要となり
ます。対象となられる方で申請がお済みでない方はお早めにお問
合せ・申請をお願いします。なお、当会館１階でご相談も受け付
けておりますので、お電話等にてご予約の上、お越しください。

　　　　　　　　　（松橋　大地）

ご協力のお
願い〈キャンペーン期間：6月30日まで〉

日本商工会議所創立100周年記念事業
オンライン記念講演会（第１弾）ご案内
　「日本商工会議所創立100周年」を記念し、標記オンライン講演会（第１弾）を下記のとおり配信いたします。
　本講演会は、各地商工会議所・会員企業の皆様にとって未来への希望を見出していただくことを目的に開催するもので、
第１弾となる今回は、㈱ファーストリテイリング 代表取締役会長兼社長 柳井 正氏をお招きし、「中小企業こそ世界で稼
ぐ」と題してご講演いただくとともに、三村会頭とのトークセッションを実施いたします。
〇配 信 日 時　2022年5月27日（金）
　　　　　　　①　11：00～12：00　　②　14：00～15：00　　③　18：00～19：00
　　　　　　　いずれも内容は同じです。
〇内　　　容　第１部　柳井氏による記念講演（30分）　　　第２部　柳井氏×三村会頭のトークセッション（20分）
〇申込フォーム　https://ld21.asp.cuenote.jp/my/jcci-100th/treg-form
　　　　　　　※本フォームから、メールアドレスにより仮登録いただいた後、本登録を行ってください。
　　　　　　　※配信日（５月27日）の数日前に、ご登録いただいたメールアドレス宛に、視聴URLをご連絡いたします。
〇配 信 形 式　Youtubeプレミア公開
〇申 込 締 切　2022年５月27日（金）18：00まで
〇お問い合わせ先　「日本商工会議所創立100周年記念事業 オンライン記念講演会」事務局
　　　　　　　　　　メール：jcci-online@sustainable.co.jp　　電　話：03－6276－5515
　　　　　　　　　　※受付時間：10:00～19:00（平日のみ）

アクサ生命保険㈱スタッフ等募集について
《雇　用　先》 アクサ生命保険株式会社
《就 業 場 所》 能代営業所（能代市元町11-7）
《休日・休暇》 完全週休２日制 (土日) 祝日、年末年始休日
《有 給 休 暇》 入社初年度２年目以降とも20日、夏季休暇５日、私傷病休暇５日
《社会保険・福利厚生》 各種社会保険完備、通勤交通費、退職金制度、弔慰金、育児休業制度、育児手当 など
《職種》　　

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。

【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

入

⑴商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ（正社員）
　毎月１日入社
●仕事内容　商工会議所会員企業に対する生命保険による

従業員の福利厚生制度（退職金・弔慰金）の
コンサルティング営業など

●勤務時間   9:15~17:00 (育児時短勤務等あり)
●給与　①研修期間１ヵ月 11万円
　　　　②２ヵ月以降 月給12～24万円の固定給+業績給
●その他   試用期間なし

⑵営業管理職（セールスマネージャー）（正社員）
　１月・７月入社
●仕事内容　商工会議所共済・福祉制度推進スタッフの採

用・育成・研修・保険営業・営業目標達成
●応募資格　大卒以上、 金融業界経験者歓迎。 マネジメ

ント経験は問いません。
●勤務時間　9:00~17:00 (休憩60分)
●給与　初年度月給28万円~38万円、
　　　　賞与年２回 年収420万円~570万円
　　　　２年目以降実績に応じて毎月の給与が変動します。

「中小企業こそ世界で稼ぐ」

〈お問合わせ先〉　アクサ生命保険㈱秋田支社　TEL018－862－1668
（パッタイ） （タコスピザ）
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会員の窓

営業主任
袴田 光子

泉 ゆうみ 三浦 里見 事　務
関 加奈子

丸岡 竜太郎三沢 雅彦 所　長
類地 康治

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…
　多国籍料理を提供しています。おすすめはタイ風
焼きそばパッタイとカキのアヒージョです。ご要望
があればご予約できりたんぽ鍋、チゲ、トムヤンク
ンもご用意できます。
　昨年秋からキッチンカーでタコス、タコライスの
販売を行っています。
　道の駅ふたつい、ローソン河戸川店、かさい肉店、
桜田畜産にて「きぃmonの唐揚げのタレ」を販売し
ています。焼き肉のつけタレにしても美味しいです。
●力を入れていること…
　昨年秋から始めたキッチンカーでの販売は、お花
見時期の能代公園やイベントで出店しています。テ
ラタやメガドラックでも出店予定です。コロナ禍で
人気拡大しましたキッチンカーで、事業の幅を広げ
ることができればと思っています。
　お店では事前予約にはなりますが、テイクアウト
やお弁当、オードブルなどご予算に合わせてお作り
いたします。
●メッセージ…
　お店では消毒・検温・空間除菌を行っており、ス
タッフもワクチン接種を行っています。コロナ対策
は十分に行っていますので安心してご来店ください。
　秋田県のプレミアム飲食券も始まりました。コン
ビニやネットでも購入可能です。コロナがなかなか
収束しませんが、スタッフ一同感染対策を行ってい
ますので、ぜひ足を運んでいただけたらと思ってい
ます。

diningきぃmon
（代表者　木元　徹）
〒016－0825
能代市柳町5－14
TEL 0185－52－1006
Instagram:diningki_mon.85

６月５月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 17日㈫
 金融相談 能代商工会館 10：30

  常議員会 プラザ都 14：00

 27日㈮ 通常議員総会 プラザ都 15：00

６月６月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

〔代表者変更〕
○（医）弘仁会 島田病院
◇新　理事長　野宮　浩平　　旧　理事長　島田　杉作
○NPO法人能代観光協会
◇新　会　長　佐藤　肇治　　旧　会　長　広幡　信悦
○（株）なりた商店
◇新　代表取締役　田中　秀範　　旧　代表取締役　成田　光一

会員短信

 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

　だんだんと気温も高くなり過ごしやすい季節と
なっております。未だコロナ禍ではありますが、
暖かい陽気とともに少しずつ外出を楽しみたいと
ころです。その中で、先月より「のしろトクトク
商品券」が販売開始となりました。今月末までお

買い求め頂けますので、まだご購入されてない方はお忘れずに販
売店にてご購入下さい！
　また、経済産業省「事業復活支援金」の申請についても今月末
までとなり、申請前には「事前確認」という手続きが必要となり
ます。対象となられる方で申請がお済みでない方はお早めにお問
合せ・申請をお願いします。なお、当会館１階でご相談も受け付
けておりますので、お電話等にてご予約の上、お越しください。

　　　　　　　　　（松橋　大地）

ご協力のお
願い〈キャンペーン期間：6月30日まで〉

日本商工会議所創立100周年記念事業
オンライン記念講演会（第１弾）ご案内
　「日本商工会議所創立100周年」を記念し、標記オンライン講演会（第１弾）を下記のとおり配信いたします。
　本講演会は、各地商工会議所・会員企業の皆様にとって未来への希望を見出していただくことを目的に開催するもので、
第１弾となる今回は、㈱ファーストリテイリング 代表取締役会長兼社長 柳井 正氏をお招きし、「中小企業こそ世界で稼
ぐ」と題してご講演いただくとともに、三村会頭とのトークセッションを実施いたします。
〇配 信 日 時　2022年5月27日（金）
　　　　　　　①　11：00～12：00　　②　14：00～15：00　　③　18：00～19：00
　　　　　　　いずれも内容は同じです。
〇内　　　容　第１部　柳井氏による記念講演（30分）　　　第２部　柳井氏×三村会頭のトークセッション（20分）
〇申込フォーム　https://ld21.asp.cuenote.jp/my/jcci-100th/treg-form
　　　　　　　※本フォームから、メールアドレスにより仮登録いただいた後、本登録を行ってください。
　　　　　　　※配信日（５月27日）の数日前に、ご登録いただいたメールアドレス宛に、視聴URLをご連絡いたします。
〇配 信 形 式　Youtubeプレミア公開
〇申 込 締 切　2022年５月27日（金）18：00まで
〇お問い合わせ先　「日本商工会議所創立100周年記念事業 オンライン記念講演会」事務局
　　　　　　　　　　メール：jcci-online@sustainable.co.jp　　電　話：03－6276－5515
　　　　　　　　　　※受付時間：10:00～19:00（平日のみ）

アクサ生命保険㈱スタッフ等募集について
《雇　用　先》 アクサ生命保険株式会社
《就 業 場 所》 能代営業所（能代市元町11-7）
《休日・休暇》 完全週休２日制 (土日) 祝日、年末年始休日
《有 給 休 暇》 入社初年度２年目以降とも20日、夏季休暇５日、私傷病休暇５日
《社会保険・福利厚生》 各種社会保険完備、通勤交通費、退職金制度、弔慰金、育児休業制度、育児手当 など
《職種》　　

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。

【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

入

⑴商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ（正社員）
　毎月１日入社
●仕事内容　商工会議所会員企業に対する生命保険による

従業員の福利厚生制度（退職金・弔慰金）の
コンサルティング営業など

●勤務時間   9:15~17:00 (育児時短勤務等あり)
●給与　①研修期間１ヵ月 11万円
　　　　②２ヵ月以降 月給12～24万円の固定給+業績給
●その他   試用期間なし

⑵営業管理職（セールスマネージャー）（正社員）
　１月・７月入社
●仕事内容　商工会議所共済・福祉制度推進スタッフの採

用・育成・研修・保険営業・営業目標達成
●応募資格　大卒以上、 金融業界経験者歓迎。 マネジメ

ント経験は問いません。
●勤務時間　9:00~17:00 (休憩60分)
●給与　初年度月給28万円~38万円、
　　　　賞与年２回 年収420万円~570万円
　　　　２年目以降実績に応じて毎月の給与が変動します。

「中小企業こそ世界で稼ぐ」

〈お問合わせ先〉　アクサ生命保険㈱秋田支社　TEL018－862－1668
（パッタイ） （タコスピザ）
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〔秋田〕能代商工会議所 〒016-0831　秋田県能代市元町11番7号                                    　TEL0185-52-6341　FAX0185-55-2233
（Eメール）n-syoko＠shirakami.or.jp　（ホームページ）http://noshiro-cci.jp/

Facebook
始めました！
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業　種：製造業

住　所：能代市字下内崎63-13

ＴＥＬ：0185-54-3131

ＦＡＸ：0185-54-2433

URL http://www.sekito.jp

株式会社セキト　に勤務する

です。

　地元の会社で働きたいと考え株式会社セキ
トに入社しました。初年度から充実した研修
をさせていただきまた、職場の先輩にも恵ま
れ日々の業務にも取り組んでいます。販売を
通しいろいろな年代の方、地元の方以外とも
対話しながらコミュニケーションを図る中で
人の温かさに触れ毎日新たな発見、経験の連
続です。四季ごとに変わるイベントや季節の
お菓子を覚えたりと大変なこともありますが、
コロナ禍でもマスク越しから伝わるお客様の
笑顔を励みに働くことができています。
　今後も少しでも多くのお客様に地元、能代
市のお菓子を手に取っていただけるよう笑顔
で元気に頑張ります。 

「大山 桃花」
おお やま もも か

マル経融資制度のご案内 マル経融資制度とは小規模事業者を対象とした
『無担保・無保証・低金利』の融資制度です。

お問い合わせ先　中小企業相談所　☎0185－52－6341

　

⑴申込月の第３週目までに下記の書類を
ご持参のうえ当所へ来所下さい。
　①直近２期分の決算書・確定申告書
　②直近試算表
③現在の借入返済表など
※決算期が２期に満たない場合はご相談下さい。

⑵融資担当による事業概況の聞き取り　

⑶申込月の翌月にマル経審査会の開催

⑷日本政策金融公庫による審査

⑸融資決定後、借入契約書の提出

⑹日本政策金融公庫より申込月の翌月末頃
に指定の口座へ入金

度
程
半
月
か
１
約
で
短
最
で
ま
金
入

（注）なお、コロナ枠の一部対象者は、特別利子補給制度
　　　により融資後３年間は実質無利子となります。

ご融資までの流れ
金　額

2,000万円

上記と別枠で
1,000万円

返済期間
（うち据置期間）

利率（年）
運転
資金

設備
資金

７年
（１年） 1.21％10年

（２年）

上記利率より
－0.9％
（注）

10年
（３年）

10年
（４年）

※2022年
　5月1日現在

能代市役所さくら庭　
鮮やかな夜桜で幻想的な雰囲気に包まれた


