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主な記事

秋田新幹線防災対策トンネル整備促進
期成同盟会総会・シンポジウムを開催します。

皆様、是非ご参加下さい。
令和元年7月26日（金） グランドパレス川端
総会 14：00～　シンポジウム 15：00～

平成30年7月18日開催の設立総会の様子
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リバーサイドホテル大曲
〒014-0024 秋田県大仙市大曲中通町2-20  tel.0187-62-0115   fax.0187-62-0153

お問い合わせ等お気軽にお電話下さい。リバーサイドホテル大曲

リバーサイドホテル大曲1F

レストランリヴィエールで
お食事はいかがでしょうか！
宴会・女子会など承っております ※ご利用日の前々日まで、ご予約をお願いします。

７月の週替わりランチ７月の週替わりランチ 週替わりランチ950円（税込）

7月14日～7月20日・・・冷し担々麺
7月21日～7月27日・・・鶏チャーシュー丼
7月28日～8月3日・・・・・・トマト煮込みハンバーグ
8月4日～8月10日・・・・・・冷しすだち蕎麦

ランチタイム 11：00～（14：00 ラストオーダー）

ディナータイム 17：00～（20：30 ラストオーダー）

食事メニューご注文の方は、サラダ、ご飯、お味噌汁、スープ、ジュース、コーヒーが
セルフサービスでご自由にお召し上がれます。
食事メニューご注文の方は、サラダ、ご飯、お味噌汁、スープ、ジュース、コーヒーが
セルフサービスでご自由にお召し上がれます。

◆￥1,000（税抜）コース
…メイン1皿、デザート1皿

◆￥1,500（税抜）コース
…アミューズ1皿、冷菜1皿、メイン1皿、デザート1皿

お食事会プラン
ランチタイム限定
お食事会プラン
ランチタイム限定

お食事会プラン
ランチタイム限定 要予約

◆ハーフバイキング付
◆4名様～12名様まで

新しく５品のメニューがランチメニューに仲間入り!!新しく５品のメニューがランチメニューに仲間入り!!

information
O M A G A R I   H A N A B I

ベンチ席販売します！ベンチ席販売します！

180㎝

30㎝

37㎝

【問い合わせ】大曲商工会議所 花火振興事業部　〒014-0027 大仙市大曲通町1-13 ☎0187-88-8073

販売価格

12,000
定　員

３名まで

円（税込）

３人でも
ゆったり
座われる!!

２人でも
楽しめる!
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秋田県大仙市角間川町字四上町7番地
TEL 0187-73-6778　FAX 0187-73-6788

URL http://www.daidoiryo.co.jp
e-mail:info@daidoiryo.co.jp

第93回大会から観覧席券（入場券）確認は観覧会場外で行います。
観覧席券がなければ観覧会場へ入場できませんので、ご注意ください。
チケット確認ゲート①～⑧ が観覧席券（入場券）確認ゲートです。

第93回 全国花火競技大会
2019年8月31日（土）開催
観覧会場のご案内

ベンチ席ベンチ席
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建設コンサルタント・補償コンサルタント・一級建築士事務所

 　株式会社 都市整備
大曲環境事業所
大仙市大曲飯田町19番9号
TEL.０１８７-６２-２３１９
FAX.０１８７-６２-２３９１

詳しくは商工会議所または保証協会へ

商工会議所と連携して資金調達をお手伝い

商工団体
　推薦保証

大曲支所  ℡ 0187-63-1811 

信用保証と経営支援で秋田の企業を応援します

光プロダクション©

移動商工会議所だより

四ツ屋地区（16名） 中央・西根地区（35名）

内小友地区（35名）南部地区（36名）

　移動商工会議所が次の日程で開催

された。

①６月　５日（水）南部地区
　（本郷家）

②６月１３日（木）内小友地区
　（内小友公民館）

③６月２５日（火）四ツ屋地区
　（四ツ屋公民館）

④６月２６日（水）中央・西根地区
　（花よし）

　佐々木会頭は次のように挨拶を述

べた。

　「政府は、働き方改革の中で、最低

賃金の全国平均を1,000円にする目
標を掲げ、その目標に向かって賃金

を引き上げている段階である。今後

も上昇していく最低賃金に対して、

どのように対応できるかが我々経営

者の課題となってくる。特に労働集

約型産業が一番影響される業種であ

り、今の仕事にとらわれず、業種を再

構築するなどの考えも、今後必要に

なってくるのではないか。人手不足

と言われているが、最終的に人を採

用できなくなるのではないかと懸念

される。最低賃金が上がるというこ

とがいかに我々経営者に影響してく

るかを危惧し、今年の最低賃金がど

のようになるのか非常に関心を持っ

て見ていかなければならないと考え

ている。

　また、大曲商工会議所は昨年に引き

続き今年度も提言活動を行っていく。

現在、大仙市だけでも毎年1,000人ほ
どの人口が減少しており、交流人口の

拡大を図っていかなければならない。

大曲商工会議所として花火だけでな

く、本当の意味での地域経済活性化へ

向けて真剣に考えていく。「大曲の花

火」のブランド力を活かし、商工会議

所として、積極的な活動をこれからも

行っていきたいと考えている。今後と

も皆さんのご理解、ご協力をお願いし

たい。」

　その後、本部事業部と花火振興事

業部の年間事業計画や第２回商工会
議所まつりについて映像を交え報告

した。

　お忙しい中でのご出席誠にありが

とうございました。
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株式会社　小松煙火工業
本社★〒014-0073 秋田県大仙市内小友字宮林6
　　　　　　　　　　TEL.0187・68・2625／FAX.68・4193
工場★〒014-0073 秋田県大仙市内小友字中田宮東345
　　　　　　　　　　TEL.0187・68・2161
　　　　　　　　　　E-mail：kfw1885pyro@lily.ocn.ne.jp

文具・ＯＡ機器・スチール家具

株式会社 ビジネス秋田

本　　社

秋田支店

美郷支店

仙北支店

〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町3-11
TEL（0187）63-0765㈹・FAX（0187）63-0764
〒010-1431 秋田市仁井田二ツ屋一丁目11-41斉勇ビル2F
〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字荒町20-1
〒014-0326 秋田県仙北市角館町山根6

アクサ生命保険株式会社
秋田支社　横手営業所　
〒013-0021　横手市大町7-18　横手商工会議所会館4F
TEL 0182-33-0702

東北電力株式会社
大曲電力センター 所長

永山　勝一

新参与からのあいさつ

　６月26日より東北電力大曲電力センターに着任いた
しました永山と申します。このたび、大曲商工会議所の

参与というお役目を仰せつかり、大変恐縮しております。

　現在は仙台市から単身赴任をしています。秋田県内で

の勤務は初めてとなりますので、一日も早く大曲の一員

として認めていただけるよう大曲、そして秋田の歴史、

文化、産業等についてしっかり勉強させていただきたい

と考えております。

　特に大曲の花火については、今回が初めての経験にな

りますが、着任以降、多くの方からその魅力についてお

聞きする機会がありました。先日いただいたポスターと

パンフレットを見ながら、夜空に花開く芸術作品を想像

し、期待を大きく膨らませているところです。

　さて、現在弊社は「より、そう、ちから。」をコーポレート

スローガンとして掲げ、地域の皆

様のお力となることを目指して事

業活動を展開しております。この

スローガンには「お客さまお一人

お一人に“より沿う”サービスを提

供していく」、「創立以来の変わら

ない想いを胸に、地域に“寄り添

う”取り組みを継続していく」とい

う２つの想いを込めています。
　私自身も微力ではございますが、「より、そう、ちか

ら。」を追求・実現し、大曲の皆様のお役に立てるよう努

力してまいる所存でございますので、ご指導・ご鞭撻の

ほどよろしくお願い申し上げます。

「より、そう、ちから。」の追求・実現へ
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1,272
（内消費税94円）
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秋田県知事許可（般―27）第10905号

令和元年６月５日に「Frasco」を開業した
代表の相馬 修様と、奥様のさおり様にお話を伺いました。

創業者を紹介いたします

◇創業のきっかけ
　秋田市での大手学習塾勤務、また能

代市での新規学習塾の立ち上げに携

わってきました

　少子化や人口減少が進んでいる現状

では、このままの塾の形態での存続は

難しいと感じていました。そこで新た

に考え出したのが、インターネットを

利用して、自宅に居ながら学習できる

方法です。このスタイルは全国でもほ

とんど例がないと思います。

　従来の塾といえば、「受験のため」「成

績アップのため」が目的でしょう。実際

に私たちも、これまではそういった部

分に重きを置いてきました。しかし、そ

れが生きていく上で必要不可欠な要素

なのでしょうか。あれもダメ、これもダ

メ、できないところを補充する・・・そう

いう負の勉強から脱却したいと考え始

めました。「面白い」「楽しいな」という

子どもの純粋な好奇心を伸ばすサポー

トをしていきたいと思っています。そ

のために、新しい学びのスタイルを軸

として、様々な大人と触れ合えるフ

リースペースやデザインの提供、私た

ち自身が興味のある農業などにも挑戦

したいと考え、創業しました。

◇名前の由来について
　世代や性別、国籍を問わず多くの人

が集い、触れ合い、刺激を受けることで、

様々な化学反応が起こり、新しいもの

がうまれる空間にしたいという想いか

ら名付けました。

◇教育事業について
　教育に関しては、学習塾とは言えな

い新しい仕組みを目指しています。

　中高生は、自宅やカフェ、車の中など

インターネット環境にあればスマート

フォンやパソコン片手に学習ができま

す。私たちとの会話を楽しみながら、興

味を広げたり深めたりしていきます。

保護者の送迎も必要ないですし、子ど

もがどのように私たちとコミュニケー

ションをとっているのか垣間見ること

もできるんですよ。いつ・どの教科を一

緒に学ぶかというのは決まっていて、

一度に10名程度の子どもたちと学ぶこ
とになりますが、その場で質問するこ

とは勿論、改めてLINEやメールで質問
することもできます。

　小学生は週２回、Frascoへ来て、一緒
に遊んだり、疑問に思っていることを

調べたりして、机に向かうことだけが

勉強ではないことを伝えていけたらと

思っています。時には一緒にどこかへ

出かけたり、私たちの畑で農業体験を

したりしたいなぁと。

◇その他の事業について
　教育事業の他には、デザインや農業

にも関わっていて、主に妻が担当して

います。

　デザインは、会社のロゴや名刺、チラ

シ等を作成しています。今は医院から

の依頼を多くいただいていて、私たち

にとっては未知の領域なので新鮮で面

白いです。

　農業は岩手県の妻の実家で、ショウ

ガや落花生といったこの辺りではあま

り作付されていない作物を試験的に育

てています。作物のお世話をすること

もそうですが、そこで見られる昆虫の

観察もまた楽しいんですよね。自然か

ら学べることは多くあります。

　加えて、ワークスペースやイベント

スペースとしてもご利用できますよ。

◇Frascoという場所について
　学校帰りにふらっと寄って学習する

もよし、仕事の合間に寄って私たちと

世間話するもよし、アイディアを広げ

る場所として活用するもよし、ミー

ティングで利用するもよし。ここの使

い方は人それぞれです。

　「こんなことしてみたい！」という声

も大募集中です。一緒に化学反応を起

こせたらいいですね。

創業者を紹介いたします

Frasco
住所：大仙市大曲丸の内町7-18
TEL：0187-73-6240
https://frasco-akita.amebaownd.com
frasco.akita@gmail.com



〈技術と信頼〉
総合建設業・鋼構造物工事業

設　計・施　工

代表取締役　　齋　藤　　靖
本社・工場　大仙市大曲西根字西道地野502番地2
TEL0187（68）2288　FAX0187（68）4488

興栄建設株式会社
田中電気工業株式会社

代表取締役　田 中  拓 美

秋田県大仙市若竹町23－70
ＴＥＬ
ＦＡＸ

（0187） 63－2233
（0187） 63－2236

整理
番号

1
希望職種 資格等 職歴・経験等 希望月収

（パートの場合は時給）住　所
ハローワーク大曲　求職者情報 令和1年7月1日発行

★求職者情報に関するお問い合わせは、ハローワーク大曲・紹介部門
担当：保坂まで（☎0187－63－0335）

・特別養護老人ホームにて介護職員として利用者の生活介助、新人
職員の指導・介護 大仙市 １５万円・約2年・介護福祉士・喀痰吸引研修修了

・普通自動車免許
・歯科衛生士・8t限定中型自動車免許2 ・歯科医院にて歯科衛生士として勤務（H30.11出産のため退職）・歯科衛生士 大仙市 １５万円・約5年

3 ・自動車修理・自動車修理 美郷町 １５万円・約33年・大型自動車免許・自動車検査員
・自動車整備士2級

4 ・ダンプ運転手、長距離運転手、重機オペレーター・運転 大仙市 ２４万円・約19年

・大型自動車免許・大型特殊自動車
免許・車両系・高所作業車運転技能
者・移動式クレーン運転士・クレーン
運転士・床上操作式クレーン技能
者・玉掛技能者・フォークリフト運転
技能者

5 ・一般事務、経理事務、電話対応・保育
・調理・栄養士 大仙市 （時給）800円・約6ヵ月・栄養士・食育栄養インストラクター

・日商簿記2級・普通自動車免許
※資格等は普免以外の資格を掲載し職歴は最新のものから掲載しています。
※求職活動中であることから、確認時点で既に就職が決まっている場合もありますので、ご容赦願います。

受賞おめでとうございます。
　当所会員事業所の大曲の花火協同組合（代表
理事 小松忠信 氏）が、６月11日メトロポリタン
秋田において、秋田県中小企業団体中央会会長

表彰を受賞されました。

　行政と商工団体が進

める「花火産業構想」に

基づき、事業を通じて

地域経済活性化に寄与

していることが認めら

れ、今回の受賞となり

ました。

　今後益々のご活躍を

お祈りいたします。

任期満了に伴う議員・役員の
選挙・選任について

　本年10月で任期満了になります議員・役員の選
挙・選任について、次の日程で行いますので宜しく
お願いします。

月 日 曜
日 項　目 事　項

9月20日 金

10月１日 火

10月11日 金

10月16日 水

10月16日 水

11月１日 金

1号議員選挙告示

1号議員選挙日

各部会総会

3号議員選考
委員会

臨時議員総会

1号議員立候補
届出締切

立候補届出受付

投票・開票

2号議員選任

3号議員選任

役員選任

※詳しくは同封の案内をご覧下さい。
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タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック33 当院の当院の

つの特徴つの特徴

インプラント／ホワイトニング
ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。

ぜひ当院へご相談ください。
ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。

ぜひ当院へご相談ください。
CTによる
画像診断

3333333333 当院の
つの特徴つの特徴つの特徴つの特徴つの特徴
CTによるによる
画像診断1 ワンデー

インプラント

当院の当院の当院の当院の当院の インプラント／ホワイトニング
ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。

による
画像診断

当院の当院の当院の
つの特徴つの特徴つの特徴つの特徴つの特徴つの特徴つの特徴つの特徴つの特徴つの特徴つの特徴
によるによる

画像診断
ワンデーワンデー
インプラントインプラント2 「歯科治療水

　安全施設」認定

インプラント／ホワイトニング

ぜひ当院へご相談ください。
ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。

ぜひ当院へご相談ください。ぜひ当院へご相談ください。ぜひ当院へご相談ください。ぜひ当院へご相談ください。
ワンデー
インプラント

インプラント／ホワイトニング
ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。

ワンデー
インプラント

「歯科治療水「歯科治療水
　安全施設」認定　安全施設」認定3

インプラントインプラント
自由
診療
自由
診療 1本

インプラント25万円～インプラント25万円～
各種クレジット・ローン取扱

※標準的な金額です。（自由診療）詳細については医師にお尋ねください。 ※標準的な金額です。（自由診療）詳細については医師にお尋ねください。

エイジングケアエイジングケア
ホワイトニング
ヒアルロン酸エイジングケア
ボトックス

…16,200円～43,200円
…1本 43,200円

……………1ヶ所 10,800円

タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック
タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック
■大仙市飯田字大道端3-1
■電　　話／0187-62-6480
■休　診　日／水曜日・日曜日・祝日
■診療時間／9時～12時、14時～19時
■Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.hiro418.net/

CAD/CAMシステム導入!CAD/CAMシステム導入!
完全個室のオペ室設置完全個室のオペ室設置

一般
歯科

矯正
歯科

小児
歯科

口腔
外科

●
●
●

料
金
料
金
料
金

来院される方が安心して治療を受けることが
できるよう、安全安心な治療環境の中、高い技
術レベル・深い専門知識・豊富な経験をもつ専
門医が心をこめて対応致します。

ＡＬＳＯＫ秋田株式会社
本　　　社 ： 秋田市卸町四丁目９番２号

　TEL ０１８-８８８-２３００　FAX ０１８-８８８-１１１０

大仙支社 ： 大仙市下深井字新百年１５４番４号

　TEL ０１８７-６３-８１９９　FAX ０１８7-６３-８３３９

受付時間 ： 平日 ０９：００～１７：４５

給排水・衛生・冷暖房・空調設備

秋田県大仙市大曲須和町1丁目3番58号
ＴＥＬ 0187－63－0399番㈹
ＦＡＸ 0187－63－3375番　

代表取締役　遠 田  博 士

　大仙市が一年で最もにぎわう時季をまもなく迎えよう

としています。花火のまち大曲！会員関係者みなさまの

お陰で全国花火競技大会も今年で93回目を迎えることが
できました。長年にわたり、本大会に対するご理解・ご協

力を賜り感謝申し上げます。先日、「大曲の花火」ご協賛の

お願いをご案内いたしました。これからも、みなさまに愛

される「大曲の花火」であるよう、日々精進してまいりま

すので、何卒、ご協力をよろしくお願いします。（Ｋ．Ｅ）

【編集後記】

８月の花火のお知らせ
消費税軽減税率対策セミナー

わかじぇファーマーズ直販・FMイベント

ミュージックカーニバル大仙

花火ウィーク実行委員会

地区代表者並びに部会長会議

常議員会

まちづくり推進委員会

消費税セミナー

第12回大曲南部フェスタ2019

業績向上・経営安定セミナー

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（金）

（土）

（火）

19日

20日

21日

22日

23日

24日

26日

27日

30日

ヒカリオ大曲

ヒカリオ大曲

会議所

会議所

会議所

会議所

会議所

大曲エンパイヤ
ホテル

グランドパレス
川端

グランドパレス
川端

大同衣料㈱
第3物流センター
大曲エンパイヤ
ホテル

13：30

12：00

9：00

10：00

12：00

10：00

11：30

13：30

14：00

15：00

14：00

13：30

日時 行事 会場 時間
７月の行事予定７月の行事予定

７
月

７月の行事予定

まつり彩夏せんぼく2019

場所：国指定史跡「払田柵跡」内特設会場
主催：史跡の里づくり委員会（事務局：大仙市役所仙北支所  地域活性化推進室）
お問い合わせ：0187-63-3003

8/15（木）
打ち上げ予定数
約1,000発

ふるさと西仙まつり

場所：雄物川河川敷（刈和野橋上流）
主催：ふるさと西仙まつり実行委員会　お問い合わせ：0187-75-2961

8/15（木）
打ち上げ予定数
約1,600発

第35回ドンパン祭り

場所：大仙市中仙支所前「ドンパン広場」
主催：ドンパン祭り実行委員会　
お問い合わせ：0187-56-2111（大仙市役所中仙支所市民サービス課）

8/16（金）
打ち上げ予定数
約1,000発

「1200年の時をこえて」をテーマに払田柵跡を会場に開催
されている夏まつりです。まつりのメーンである平安行列
は、幻想的な世界に皆様方を誘います。フィナーレを飾る
花火ショーは夏の夜空を色鮮やかに彩ります。

西仙北地域の中央を流れる雄物川に、児童・生徒などが製
作した灯ろう約800個が静かに流れ、雄物川を一面に幻想
的な光が漂います。対岸からは絢爛豪華な花火が夏の夜空
いっぱいに光の華を咲かせます。

ドンパン節発祥の地、中仙で行われる夏祭り!!ドンパン踊り
をメーンに、郷土芸能・民謡・和太鼓の演奏・他地域の伝統
芸能も楽しめます。短い夏の夜、ロックドンパンを踊り花火
を楽しみましょう!!

・議員並びに役員改選について
・施策普及パンフレット
・商品券取扱店募集
・秋田県からのお知らせ
・ポリテクセンター秋田からのお知らせ
・事業引継ぎ支援センターからのお知らせ

今回同封した各種ご案内

秋田新幹線防災対策トンネル整備
促進期成同盟会総会
秋田新幹線防災対策トンネル整備
促進期成同盟会総会　講演会

第261号［８］ 商工会議所News　おおまがり
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