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日本商工会議所発行「会議所ニュース」（2021年2月1日 第2688号）

検索日商AB

■専用ＷＥＢサイト
    https://ab.jcci.or.jp/category/local/

■2021年2月1日（第2688号）掲載記事は、
　2週間ほど後に「日商Assist Biz」
　（地域タブ）にも掲載されます。

日本商工会議所のビジネス情報誌
地域・中小企業を元気にする
〝月刊石垣″

▼掲載は
　【60ページ】
▽▽▽▽▽▽▽▽
　セレクト
　地域短信

（掲載イメージ）

本部事業部入口
（会館１階）には、
誰でも読めるよう
に新聞を含め活用
できる情報誌「石
垣」等を置いてい
ますので、ご自由
にお読みください。

日商Assist Bizとは

中小企業と地域の〝商売繁盛″を応援
各地商工会議所の各種事業をはじめ、
中小企業などの経営者やビジネスマンと
地域の〝商売繁盛″をしっかりアシスト
するポータルサイトです。

■充実のコンテンツで情報は毎日更新！
　バリエーション豊富な記事が満載です。
　この機会にぜひ、活用してください。

スマホはこちら
日商Assist Biz をご覧いただけます。

大曲商工会議所の取り組みが日本商工会議所発行
「会議所ニュース＆月刊石垣」に掲載され、全国に紹介されました。

大曲商工会議所の取り組みが日本商工会議所発行
「会議所ニュース＆月刊石垣」に掲載され、全国に紹介されました。
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タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック

自由
診療

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1 ワンデー

インプラント2 「歯科治療水
　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

…16,500円～44,000円
…1本 44,000円

…（初回）1ヶ所 22,000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。

青年部大新年会
青年部だより

　１月21日（木）大曲エンパイ
ヤホテルで、大曲商工会議所
青年部大新年会を開催いたし
ました。
　佐藤会長はあいさつの中で、
「今年度は『自社企業発展のた
めに研鑽を積み、地域経済に
寄与すること』、『地域行事に
参画して次世代へ魅力を伝承し、青年部の役割に
務めること』この２つを目標に掲げ活動して参り
ました。コロナで中止になる行事が多い中、七夕花
火では商店街、会議所、行政等多方面の協力のもと
開催ができ、地域を担う子供たちに郷の魅力と思
い出を残せる事業ができたことに感謝しておりま
す。今後もコロナの終息を願いながら変化に対応
して活動し、地域から必要とされ、愛される団体で
あるよう努力して参ります。」と述べました。
　続いて、佐々木繁治会頭、ご来賓の、大仙市長老
松博行様よりご祝辞を賜り、秋田県議会議員渡部

英治様より乾杯を賜りました。その後、今年度の活
動報告としてコロナ禍での青年部の取組（地域へ
の応援事業等）を発表し、リモートにて大曲昭和五
十五年会より梵天唄を披露いただきお開きとしま
した。今回の新年会はコロナ感染症対策として、会
食を控え折詰のお料理をお持ち帰りいただいての
開催といたしました。
　青年部は令和４年度に秋田市を主会場に全国大
会を開催いたます。ここ大曲にも全国から多数の
方々にお越しいただき、大曲の魅力をＰＲする分
科会等を開催する予定です。感染防止対策を十分
にとりながら、
地元地域経済活
性化のために今
後も活動して参
ります。
　今年もどうぞ
よろしくお願い
いたします。

新年会・講習会　開催
女性会だより

　１月12日（火）大曲エンパイヤホテルで、恒例の
新年会を新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

ご来賓をご招待しないで女性会の会員だけで開催

いたしました。

　コロナ禍ではありましたが、会食時の「５つの
小」（・少人数・小一時間・小声・小皿・小まめ）に十分

注意をして、会員同士の親睦を深めました。今後も

女性会らしく楽しく事業を行っていきたいと思い

ます。

　２月２日（火）大曲商工会議所で、働く女性の健
康講座～免疫力を高めるからだづくり～を開催い
たしました。
　ペアーレ大仙管理栄養士・健康運動指導士の高
橋 由佳 先生から、免疫力をアップさせるおすす
めメニューのつくり方や、毎日の生活の中ででき
る無理のない体操について教えてもらいました。
みんなで筋肉を柔らかくする「ゆるゆる屈伸運動」
をして、筋力の付け方を実践しました。
　コロナ禍の中で、免疫力をつけることは大切な
ことなので、毎日少しずつでも実行していきたい
と思います。

新　年　会 講　習　会

挨拶を述べる佐藤会長

青年部活動報告の様子
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大仙市角間川町字中木内244-1
TEL：0187-65-2477  FAX：0187-65-2488
HP:http://www.furuyamold.com/

精密射出プラスチック成形・金型設計製作
3Dプリンター品製作

関連会社　有限会社 エフ・エム・デー

重　要

大仙市地域商品券の利用期限が迫っています。

大仙市地域商品券

大曲商工会議所もしくは大仙市商工会各支所での換金は、

となりますのでご注意ください。
◆４月１日以降の換金窓口や各種商品券換金期限については、下記をご確認ください。

◆令和３年４月１日（木）以降の換金窓口は　　　　　　　　　　　　となります。
◆換金期限
　 商品券の種類によって異なりますのでご注意ください。

令和３年３月31日（水）まで
換金期間と換金窓口のご案内換金期間と換金窓口のご案内

　現在５種類の商品券が利用可能となっています。その内、次の３種類は令和３年３月31日で
利用が終了いたします。無効になる前にお早めのご利用をお願いいたします。

プ プレミアム付
地域商品券 子 子育て支援

地域商品券 マ マイナンバー
カード

大仙市地域商品券のお知らせ大仙市地域商品券のお知らせ

よくご確認のうえ期間内に換金してくださいますようよろしくお願い致します。ご不明な点は大仙市
（0187-63-1111）へお問い合わせください。

大仙市役所

プ子 マ 結 産換金期限：
令和3年4月30日（金）まで 換金期限：令和4年4月末日まで

令和２年度配布分

※以後事業継続となり、配布年度ごとに更新となります。

未使用の商品券をお持ちのみなさまへ

取扱加盟店のみなさまへ
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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

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

第280号 ［５］商工会議所News　おおまがり



秋田県知事許可（般―02）第10905号
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

1,296（税込）
（内消費税118円）

秋
田
県
大
仙
市
若
竹
町
二
六
番
一
九
号

八
重
寿
銘
醸
株
式
会
社

お
酒
は
二
十
歳
に
な
っ
て
か
ら

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
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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

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

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

〈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

自宅農業との
兼業を希望

Ａターン者

整理
番号 希望職種 免許・資格 職歴・経験 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3年2月8日発行

備　考

・危険物取扱者（丙種）
・有機溶剤作業主任者2 ・レンズ研磨、加工、検査、メンテナンス等・製造業 大仙市 18万円以上・約18年

20万円以上1 ・土地、建物仕入れ販売・製造業
・不動産販売 大仙市・宅地建物取引士 ・約15年

・大型自動車免許
・大型特殊自動車免許
・車両系建設機械

20万円以上3 ・建設用砕石の製造、製造プラントの修理等
・建設現場での大工

・機械修理
・建築大工 大仙市・約4年半

・約14年

4 ・医薬品の製造、品質管理・農業関係 大仙市・約6年半

・有機溶剤作業主任者
・化学設備関係第一種圧力容器取
り扱い作業主任者
・特定化学物質作業主任者
・危険物取扱者（乙種）

17万円以上

5 ・薬剤師業務（うち7年間店長経験あり）・薬剤師（調剤） 大仙市・約23年半・薬剤師 2,000円以上
（時給）

★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：足達まで（☎0187－63－0335）

※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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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©

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）

　コロナの影響により企業経営が益々厳しくなる中、１月24日、
31日、２月14日の「大曲創業塾」には定員15名に、若手を中心に
12名の参加者がいる。研修内容はマーケティングや市場規模・
動向、さらには経営計画や資金計画の立て方、経営戦略など

初心者には難しい内容であるが、一人も脱落することなく真剣

に取り組んでいる。

　国の小規模事業者持続化補助金（限度額50万円）には会員の
若手経営者が22人、県の元気づくり事業補助金（限度額100万円）
には、やはり若手経営者４人が採択され事業に取り組んでいる。
若い方々には、一年以上経つコロナに慣れたしまった方やチャ

ンス到来と思っている方がいるかもしれない。一方で、高齢者

にはコロナを機会に廃業する方もいる。今、まさに時代の変わ

り目。若い方々のチャレンジを成功に導いて行きたい。（Ｈ・Ｉ）

【編集後記】

　　　記帳指導個別講習会

　・　新型コロナウイルス感染拡大に関する事業への
　影響調査ご協力のお願い

　・　第２５回会員企業短期経済観測調査ご協力のお願い

　・　商工会議所保険制度のご案内

今回同封した各種ご案内

２・３月の行事予定２・３月の行事予定２・３月の行事予定

会議所
ホテル富士
会議所

大曲エンパイヤ
ホテル

大曲エンパイヤ
ホテル

「大曲の花火」
公園

常議員会
まちづくり推進委員会
記帳指導個別講習会
合同入社式
新入社員・従業員教育講座
大曲の花火―冬の章―
　　新作花火コレクション 2021

24日

1日

18日

27日

14：00
18：00
10：00
9：30
10：00
18：30

日時 行事 会場 時間

２
月

３
月

（水）

（月）

（木）

（土）

3/1 ３月の花火のお知らせ

― 冬の章 ―
新作花火コレクション2021

3/27（土）
打ち上げ予定数
約3,000発
18：30～20：00

(観覧会場 入場時間 17：00～）

ⓇOMAGARI  HANABI

令和３年合同入社式と新入社員・
従業員教育講座を開講いたします。
令和３年合同入社式と新入社員・
従業員教育講座を開講いたします。
令和３年合同入社式と新入社員・
従業員教育講座を開講いたします。
合同入社式
教育講座

3月18日（木）9：30～10：00
3月18日（木）10：00～16：00

※申込〆切は2月19日（金）必着です。
（大仙市大曲白金町8-17  TEL 0187-63-1131）

日  

時

大曲エンパイヤホテル会  

場

開催概要

〔競技大会〕全国の新進気鋭の若手花火作家18名の競演
全国のアイデアに優れた新進気鋭の若手花火作家18名の、10号玉による
日本古来の完成度の高い円形花火「芯入割物の部」と、4号玉と5号玉で構成
した創造性の高い「新作花火の部」の競技大会です。

開催日時：2021年3月27日（土）18：30～ 20：00　開場17：00※（予定）
※荒天の場合、3月28日（日）、4月3日（土）のいずれかに延期
会場：「大曲の花火」公園（秋田県大仙市大曲雄物川河畔）
【競技内容】　⑴芯入割物の部　10号玉（1発）
　　　　　　⑵新作花火の部　4号玉（10発）、5号玉（8発）
※新型コロナウイルス感染予防のため、当日はマスク着用でのご来場をお願いします。

有料観覧席
チケット パイプイス席 1人……3,300円（税込み）※小学生以上
販売は大曲商工会議所 花火振興事業部窓口（２階）となります。

※今年は指定席（イス）のみで、有料自由観覧エリアはございません。

問合せ：「大曲の花火」実行委員会
大曲商工会議所 花火振興事業部  TEL 0187-88-8073 FAX 0187-66-2873
www.oomagari-hanabi.com

共　催 大曲商工会議所・大仙市
後　援 公益社団法人　日本煙火協会

大曲の花火

（開場 17：00）
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