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秋田県知事許可（般―27）第10905号

盛大に会員大会を開催
　令和元年11月27日に、大曲商
工会議所会員大会が、ご来賓、表

彰者、会員約160名出席のもと
フォーシーズンで開催されました。

　式典では佐々木会頭が、受賞

者の皆様へお

祝いを述べた

あと、会員事

業所のいろい

ろな問題を一

緒に勉強して

いく組織が、

本部事業部の

中小企業相談所なので会議所に

相談をしていただきたい。

　また、年４回開催している
「四季の花火」の他に、お客様の

要望に応じて打ち上げる「プラ

イベート花火」を実施して、１年
を通じて観光客が大曲に来てく

れる通年観光に取り組み、地域

経済の地盤沈下を止めていきた

いと述べました。

　昨年度の会員大会からの１年
間の事業活動を映像で報告した

あと、商工業振興表彰と優良永

年勤続表彰を行いました。

　また、会議所活動の指針とな

る大会スローガン（案）が満場一

致で採択されました。

大会スローガン
　大曲商工会議所は、刻々と変

化する経済情勢に柔軟に対応し、

次のスローガンを掲げ、会員企

業、市民とともに地域経済活性

化に向け様々な課題に全力で取

り組む決意を表明する。

　「活気と魅力ある地域の創造

に向け変革の志をもって、果敢

に歩みを進めよう」

　

商工業振興表彰
有限会社アグリフライト大曲

　代表取締役　大槻　四郎氏

　同社は水稲

栽培はもとよ

り、無人ヘリ

コプターによ

る防除事業や

寒冷地でのイ

チゴ栽培など農業の新たな分野

へ積極的に進出。近代的農業経

営を確立した先駆者として、農

業の事業商業化による地域振興

に大きく寄与したことが評価さ

れ、今年度の受賞となりました。

株式会社粟津鉄工建設

　代表取締役　粟津　憲靖氏

　同社は建設鉄骨工事を中心と

した総合建設業に精励するとと

もに、若者の

地元定着に積

極的に取り組

み、地域の雇

用拡大と業界

発展に大きく

寄与したことが評価され、今年

度の受賞となりました。

優良永年勤続表彰
　17事業所の
51名が表彰さ
れ、受賞者を

代表して株式

会社本間の

武藤悟志様が

謝辞を述べました。

　心からお祝いを申し上げます

とともに、今後ますますのご活

躍をお祈りいたします。

あいさつを述べる
佐々木 会頭
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〈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
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

【40年以上】
伊藤　　一　　秋田振興建設㈱

小原　昭一　　秋田振興建設㈱

武藤　悟志　　㈱本間

伊藤　光代　　㈱小松煙火工業

佐藤　トヨ　　㈲ウエスト製甲

【30年以上】
石山　　睦　　㈲内小友自動車工業

入江　和俊　　㈱秋田精巧堂

鈴木　敏弘　　㈱秋田精巧堂

佐藤　　勝　　光山電気工業㈱秋田工場

佐々木貴之　　㈱県南環境保全センター

小沼　靖幸　　㈱県南環境保全センター

柴田　　悟　　㈱県南環境保全センター

小松　　要　　㈱県南環境保全センター

高橋　雅也　　髙吉建設㈱

大友　雅之　　髙吉建設㈱

西村　　勉　　髙吉建設㈱

藤井　勝行　　髙吉建設㈱

【20年以上】
橋本　慶成　　秋田振興建設㈱

加藤　　勝　　㈱本間

佐々木俊英　　㈱本間

伊藤　　達　　田中電気工業㈱

松岡　和美　　光山電気工業㈱秋田工場

佐藤　直美　　光山電気工業㈱秋田工場

黒澤美紀子　　光山電気工業㈱秋田工場

齊藤　義和　　興栄建設㈱

鈴木　　学　　興栄建設㈱

今野　頼康　　興栄建設㈱

高橋　安人　　興栄建設㈱

柿崎　清一　　㈱小松煙火工業

伊藤　義信　　㈱自然科学調査事務所

工藤　勝久　　㈱自然科学調査事務所

山田　　薫　　㈲ウエスト製甲

臼井　　毅　　㈲最上材木店

小原　裕明　　㈲最上材木店

加藤　敏紀　　㈲藤谷工務店

江戸　　健　　㈱秋田ルミナ

森本　和也　　㈱秋田ルミナ

加藤　順子　　㈱秋田ルミナ

【10年以上】
大極　和博　　秋田振興建設㈱

山初　千夏　　㈱自然科学調査事務所

伊藤　愛美　　税理士法人日本未来経営

上園晋太郎　　税理士法人日本未来経営

高山　知子　　税理士法人日本未来経営

柴田　勝彦　　㈱県南環境保全センター

木村　直美　　㈲ウエスト製甲

佐々木　司　　㈱秋田ルミナ

菊地　博順　　㈱秋田ルミナ

加藤　芳浩　　㈱秋田ルミナ

佐藤　　浩　　㈱秋田ルミナ

今野　　祥　　響屋大曲煙火㈱

松井　俊也　　響屋大曲煙火㈱

優 良 永 年 勤 続 表 彰 者
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　11月12日（火）グランドパレス川端
において工業部会（古谷武美部会長）

主催の「第16回夢を
語る会」および大仙

市商工会工業部会、

大仙市企業連絡協議

会と共催の「第４回
工業製品展示会」が

開催されました。

　「夢を語る会」には、約120名が参加
しました。

　冒頭に佐々木会頭

が「実業の世界で夢

を追いかけている人

の話を聞き、明日か

らの自身の企業活動

に生かせる場とした

い。」とあいさつし、古谷部会長が工

業部会の活動や夢語り人の紹介を行

いました。

　人口減少、少子高

齢化が進み、耕作放

棄地が増えており、

地域としても近い将

来、酒米の確保が避

けて通れない課題と

考えている。　

　酒米を地元の休耕田で栽培できる

よう会社に農業部門をつくり、農業

の先輩たちから酒米の栽培技術を学

び、技術を継承していきたい。そのた

めに課題はあるが、企業として農業

に参入していきたい。

　また、生産量を増やし、販路を拡大

するためには海外にも積極的に販売

していく必要性があり、その際は、酒

蔵のバックグランドや、地域性が重

要視される。農醸一体の米作り、日本

酒の文化的な部分を含めた新しい価

値が問われる。

　そこで、「スパークリング日本酒」

にスポットをあて、シャンパンや各

国のスパークリングワインと肩を並

べる存在となることを目指し、「awa
酒（あわさけ）協会」を2016年に９社
の蔵元で設立した。「awa酒（あわさ
け）」は、フランスのシャンパンのよ

うに外部機関による検査を受けて、

品質基準をクリアした高品質なもの

のみに限定し、2020年東京オリン
ピックでのPRも計画している。
　この「awa酒（あわさけ）」でひとつ
の市場をつくっていきたい。

　高齢者の医療費削

減に向け高齢者健康

増進事業を秋田ノー

ザンブレッツで指定

管理を受けて、選手

のセカンドキャリア

として行えるようにしたい。

　自治体が健康増進事業を行った場

合いくつか課題がある。例えば、福祉

総務課がプロジェクトリーダーで高

齢福祉課が運営管理、スポーツ課が

参加者の指導、地域包括支援セン

ターが指導の補助につくなど複数の

部署で事業を行うため、連携がとり

にくい。またジェネラリストが多く、

専門家が少ない。さらに事故等で入

院した患者は厚生労働省管轄であり、

退院後のリハビリは文部科学省管轄

に変わる。これらをトータルマネジ

メントすることで、事故前の筋力を

取り戻すことができ、寝たきり等に

なるのを防げると考えている。

　また、機械を使ったマシントレー

ニングなどを専門のトレーナーと行

えば、高齢者でも事故なく筋力の維

持ができ、生活の質が向上する。結果

として医療費の削減も図られる。

　秋田ノーザンブレッツは、「ラグ

ビーで秋田を元気にする」を掲げて

おり、約200社のサポート支援企業に
支えられており、チームが強くなる

ことはもとより、地域に根差した活

動をしていきたい。

　このほか、ラグビーワールドカッ

プの映像を交えながら、ラグビー精

神やラグビー憲章について講演して

いただきました。

　今年４回目の展示会には、８事業
所が出展し自社製品のPRを行いま
した。参加者からは「地元にこんな会

社があるのは知らなかった。」「製造

者と直接話ができて興味深かった。」

などの感想をいただきました。

　

「第16回夢を語る会」開催
工業部会だより

「第４回工業製品展示会」開催

【１番夢語り人】
演題「酒蔵の未来について」

秋田清酒株式会社　　　　　　　
代表取締役社長　伊藤　洋平氏

秋田ノーザンブレッツラグビーフットボールクラブ
チームディレクター 花岡　伸明氏

【２番夢語り人】
演題「私がラグビーで培ったもの
　　  ～ラグビー映像も交えながら～」
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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

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

出展者・展示品一覧（五十音順）

１．秋田県立大曲技術専門校
　校紹介パネル・カシュ工芸品他

２．㈱秋田精巧堂
　FSC紹介・オリジナルラインスタ
ンプ

３．秋田清酒㈱
　日本酒「刈穂」「出羽鶴」

４．㈾佐藤石材工業所
　石製品

５．大同衣料㈱クロスステージ
　紳士服　マネキン

６．中仙鋳造所
　鋳物工芸品

７．㈱フルヤモールド
　プラスチック成形品

８．㈱ユーイーアイ
　紳士靴　婦人靴

整理
番号

1

希望職種 免許・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 令和元年12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）

・歯科にて受付業務・レセプト作成・治療補助等
・金融出納業務、購買業務
・図書館の管理運営補助業務

・事務職
・医療事務
・歯科助手

大仙市 １５万円
・約12年間
・約2年間
・約1年間

・5t限定準中型自動車免許

・普通自動車免許
・診療報酬請求事務能力検定試験
 （医科・歯科）

2
・経理、給与計算、来客電話対応、事務所清掃等
・病院での受付業務
・歯科助手

・医療事務 大仙市 １６万円
・約1年間半
・約7年間
・約1年間

3
・コールセンターオペレーター
・一般事務補助
・金融事務（貯金窓口等）

・事務職
・コールセンターオペ
レーター

大仙市 １５万円
・約12年間
・約2年間
・約2年間

・8t限定中型自動車免許
・医事コンピュータ技能検定2級
・メディカルクラーク（医療事務技能審査）

4
・木工資材管理
・配送員（2t車）
・工場内での仕分け作業等

・資材管理等の業務
・トラック運転手 大仙市 ２０万円

・約11年間半
・3ヶ月間
・約1年間半

・大型自動車免許　・小型移動式ク
レーン運転技能者　・玉掛技能者
・フォークリフト運転技能者

5 ・農作物の栽培販売、商品の営業、機械販売、機械メンテナンス及び修理
・スーパーにおいて店舗管理・営業 大仙市 ２０万円・約5年間半

・6年間
・8t限定中型自動車免許
・第2種衛生管理者

※求職活動中のため、お問い合わせを頂いた時点で、既に就職が決まっている場合もございますが、
　ご容赦ください。
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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

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。

12月の週替わりランチ12月の週替わりランチ 週替わりランチ990円（税込）

12月15日～12月21日
12月22日～12月28日

12月29日～1月4日
1月5日～1月11日

・・・
・・・

・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・

スパゲティボロネーゼ 温玉のせ
ディアボロチキン(チキンの小悪魔風ロースト)
　　　　　　たっぷり玉ねぎソース
ローストビーフ デミグラスソース
鍋焼きうどん

ランチタイム 11：00～14：30（14：00 ラストオーダー）

ディナータイム 17：00～21：00（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名様までリバーサイドホテル大曲 お問い合わせ等お気軽にお電話下さい。

1212121212121212
12月15日～12月21日12月15日～12月21日
12月22日～12月28日

12月29日～1月4日
1月5日～1月11日

◆

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。

　建設業部会では去る11月21日
（木）22日（金）に参加者10名で埼
玉県及び東京都にて視察研修を

行いました。１日目は埼玉県川越
市の「小江戸川越」を視察しまし

た。川越藩の城下町として栄えた

都市で、「小江戸」（こえど）の別名

を持っており城跡・神社・寺院・旧

跡・歴史的建造物が多く、国から

「歴史都市」に認定されています。

（埼玉県内唯一の認定）。戦災や震

災を免れたため歴史的な街並が

残っており、市内の観光名所には

年間約700万人もの観光客が訪れ

る観光都市であ

り視察当日も外

国人を中心に多

くの人で賑わっ

ていました。

　また、１日目
には各部会員事業所の商売繁盛

と工事の安全祈願を兼ね、明治神

宮での昇殿参拝及び正式参拝を

してまいりました。特に正式参拝

は滅多にない機会であり参加者

からも貴重な体験ができたとの

声が多く聞かれました。

　２日目は、旧岩崎邸園などの文

化財を視察予定でしたが、皇居大

嘗宮の一般公開日と重なってお

り、急遽予定を変更し大嘗宮の視

察を行いました。当日は雨となり、

東京の気温は秋田よりも低いあ

いにくの天候でしたが、大変貴重

な建造物を見学することができ、

部会員も大変満足しておりまし

た。また、今回の視察では川越、明

治神宮、皇居などの見学で外国人

観光客の多さまた、観光地でのイ

ンバウンド対応などについても

直に体感することができ大変有

意義な視察となりました。来年度

も建設関連施設を中心とした視

察候補地を選定し、今後の事業活

動に役に立つ研修としたいと思

います。

建設業部会視察研修
建設業部会だより

一般公開された皇居大嘗宮
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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

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©

　年末が近づき何かとせわしくなりました。
　今年は米中経済関係が悪化、日本では人手不足、働き方改革
など外部環境の変化により、会員企業におかれましては厳しい
一年だったと思います。
　来年は、中小企業に対する時間外労働の上限規制が適用され
ます。また、人手不足が深刻化し、更に厳しい外部環境が予想さ
れ、経営にジワジワと影響が出ることや少子高齢化や人口減少
等による地域活力の減退も懸命されます。
　来年度、大曲商工会議所は商工会議所の原点を再認識し、地
域創生と中小企業の活力強化を目標に据えて地域経済の牽引
役を果たしてまいります。主な取り組みとしては、①「大曲の花
火」を核とした第２期花火産業構想の推進、②人手不足対策、生
産性向上など経営力向上への支援強化、③秋田新幹線防災対策
トンネルの早期実現など国や県への積極的な政策提言の実施、
④民間主導による地域活性化などに取り組みます。
　会員各位のご理解、ご協力をお願いいたします。
　よいお年をお迎え下さい。（Ｈ・Ｉ）

【編集後記】

常議員会

南部地区イルミネーション花火

新春賀詞交歓会

（金）

（土）

（水）

20日

21日

　8日

会議所
はまぐら周辺
特設会場

大曲エンパイヤ
ホテル

10：00

17：30

16：00

日時 行事 会場 時間

12・1月の行事予定12・1月の行事予定

12
月

1
月

12・1月の行事予定

1月の花火のお知らせ

　　　 ビジネススキルアップセミナー
　　　 法改正・経営安定セミナー
　　　　　　　   大曲創業塾
・第94回全国花火競技大会有料観覧席申込書　　 
　・　会員企業短期経済観測調査ご協力のお願い
・秋田県からのお知らせ
・大仙市からのお知らせ
・ポリテクセンター秋田からのお知らせ

1/22

1/27

1/26・2/2・2/16

場所：大曲ヒカリオ 主催：㈱TMO大曲
お問い合わせ：0187-62-1262

大仙市民みんなで新年カウントダウンを花火でお祝いします。

「新春賀詞交歓会」のご案内
日時／令和2年1月8日（水）午後4時～
会場／大曲エンパイヤホテル　会費／6,000円

ニューイヤー花火2020
2020 NEW YEAR FIREWORKS

1/1（水）
打ち上げ予定数
約200発

秋田県受動喫煙防止対策支援事業費補助金のお知らせ秋田県受動喫煙防止対策支援事業費補助金のお知らせ
健康増進法および秋田県受動喫煙防止条例に基づき、

令和２年４月１日から、従業員のいる飲食店等は原則として屋内禁煙となります。

屋内全面禁煙化に取り組む小規模飲食店に、
最大 10万円（補助割合９/10） 助成します！
屋内全面禁煙化に取り組む小規模飲食店に、
最大 10万円（補助割合９/10） 助成します！

＊現在喫煙可能なお店が、禁煙店となる際に負担する喫煙設備の撤去や、
　煙で汚れた壁紙の交換等にかかる経費が対象となります。

【お問い合わせ】はこちら
　秋田県健康福祉部　健康づくり推進課
　TEL：018-860-1429（専用ダイヤル）
　詳しくはHP「秋田　健」をご覧ください

今回同封した
各種ご案内
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