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主な記事

「大曲の花火ダリア」
～秋の章～

想いを煌めく大輪に込めて

【使用花材】
　大曲の花火ダリア（和火、薄紅天女、
　花紫音、紫ながれ、八重芯）
　パンパスグラス、染めパニカム、
　エリンジウム、レモンリーフ
【撮影場所】
　旧本郷家洋館（角間川）
【花･アレンジメント】
　池田園芸～花結び～　嵯峨綾子
【写真撮影】
　ＥＭＡＺＯ　小川賢
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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

コロナ関連支援金補助金情報
新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者向けに、国や秋田県、大仙市は様々な支援策を行っております。
コロナ禍に対応するための支援金の一部を紹介いたします。
申請方法・申請期日などを確認いただき、ぜひご活用ください。

秋田県飲食店等事業継続緊急支援事業秋田県飲食店等事業継続緊急支援事業予定

新型コロナウイルス感染症の拡大により、
特に大きな影響を受けている県内飲食店及びその関連事業者の事業継続を支援します。

対 象 者
次のすべてに該当する事業者
■県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等（個人事業主含む）
■飲食店又は、飲食店と継続的に直接取引（年間20％以上）のある事業者
■直近決算期の売上が前年度又は、前々年度と比較して20％以上減少していること

支援金額
１事業者当たり売上金額３千万円につき30万円（上限300万円）

申請受付期間
令和３年10月27日（水）～令和４年１月31日（月）
申請受付・相談・お問い合わせ ※郵送可
申請はオンラインか、紙の場合は必ず下記事務局に提出してください。
秋田県飲食店等事業継続緊急支援金事務局（10月20日（水）から開始）
〒010－0951　秋田市山王2丁目1－53 秋田山王21ビル5階　TEL 018－874－8835
受付時間：平日 9時30分～17時30分（土日祝日と12/30～1/3は休み）
または、大曲商工会議所中小企業相談所までTEL0187-62-1262

支援金額売上金額支援金額売上金額
30万円
60万円
90万円
120万円
150万円

60万円超　～　 3,000万円
3,000万円超　～　 6,000万円
6,000万円超　～　 9,000万円
9,000万円超　～　12,000万円
12,000万円超　～　15,000万円

180万円
210万円
240万円
270万円
300万円

15,000万円超　～　18,000万円
18,000万円超　～　21,000万円
21,000万円超　～　24,000万円
24,000万円超　～　27,000万円
27,000万円超　～
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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

オンライン講習会 開催報告
新型コロナウイルス感染症に対する

業務効率化のためのＩＴ化講習会（9/14開催）
新型コロナウイルス感染症に対する

業務効率化のためのＩＴ化講習会（9/14開催）
　中小企業診断士 松舘文子氏を講師に、企業が取り組む
べきＩＴ化やＤＸについてオンライン講習会を開催しま
した。
　世の中のＩＴ化の状況や、企業のできるＩＴ化、気軽に
使えるＩＴツールなどについて学びました。
　コロナ禍で世の中のＩＴ化が一気に進み、社会構造が
大きく変化しています。対面からオンラインへの流れは
「withコロナ」になっても変わらないでしょう。コロナ前
の状況には完全には戻らない新たな時代を乗り越えるた
めに、テレワークや様々なＩＴツールを使い業務を効率
化させ経費削減をすることが必要です。「ＩＴ化＝便利」

ではなく、「ＩＴ化＝売上拡大、経費節約」と捉えてＩＴ化
に取り組んでいきましょう。

Googleを活用した業務効率化・商売への
応用セミナー（9/28開催）

Googleを活用した業務効率化・商売への
応用セミナー（9/28開催）

　Google認定トレーナーとGoogle Cloud Partner 
Specialization Educationの２つの資格を持つ国内唯一の
Google最高位パートナー、EDL株式会社代表取締役　平塚
知真子氏を講師にお迎えして、オンライン形式にてGoogle
ワークスペース（各種アプリ群）活用のセミナーを開催い
たしました。Googleは1998年設立からわずか20数年で
売上規模20兆円、GAFAの一角となりました。その成功の
原動力となった各種アプリ群は、業務を圧倒的に効率化
するツールで、個人であればだれでも無料で利用でき、
様々なことに幅広く応用できます。普段Googleアプリを
表面的には利用している方もいると思いますが、それを
連携して業務に応用すると簡単にいろいろなことが効率
よくできます。今回は時間の都合でGoogleフォームとス
プレッドシートの２つのアプリが中心でしたが、70種以
上あるアプリのうち、このたった２つのアプリを使うだ

けでも、現在かかっている作業時間を１／10にすること
も不可能ではありません。デジタル化につながるツール
はすぐ近くにあります。まずはこれからのデジタル時代
へ１歩踏み出しましょう。本セミナー講師のビジネス向
け書籍「Google式10Xリモート仕事術」にも詳しく掲載さ
れておりますので、ご興味ある方はぜひ読んでみてくだ
さい。

大曲商工会議所は定期的に講習会を開催しております。ぜひ皆様ご参加ください。
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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

塗装で明るい街づくり塗装で明るい街づくり塗装で明るい街づくり
◆屋根・外壁塗装
◆リフォーム全般
◆JAF指定工場

◆建物解体
◆遺品整理

◆屋根・外壁塗装
◆リフォーム全般
◆JAF指定工場

◆建物解体
◆遺品整理

TEL.(0187)62-8123
大仙市花館字下殿屋敷46番地 秋田県知事許可（般-19）60038号
TEL.(0187)62-8123
大仙市花館字下殿屋敷46番地 秋田県知事許可（般-19）60038号

新参与からのごあいさつ

東日本旅客鉄道（株）秋田支社
大曲駅長

松田　勲

「地域社会の発展に貢献」
客さまだけではなく、観光を目的としたお客さま
を増やすために当社として着地に関わる商品造成
を行い、旅行需要の掘り起こしを現在も精力的に
行っております。
　今回、コロナウイルスの影響で「大曲の花火」を
開催することができませんでしたが、来年に向け
て、大曲駅としても多くのお客さまを迎える体制
づくりをしっかり行うことが使命であります。
　ＪＲ東日本の経営ビジョンにおいてESG経営の
実践を掲げ、当社が事業を通じて社会的な課題の
解決に取り組み、地域社会の発展に貢献すること
により、地域の皆さまやお客さまからの「信頼」を
高めることで共に持続的な成長につなげることと
しています。微力ではございますが、地域の発展の
ためお役に立てるように取り組んでまいりますの
で、ご指導よろしくお願い申し上げます。

　８月１日付でＪＲ大曲駅に着任いたしました松
田と申します。日頃からＪＲ大曲駅の取り組みに
対し、ご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
　また、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、身の引き締まる思いです。一生
懸命務めさせていただきますので今後ともよろし
くお願いいたします。
　大曲駅は初めての勤務で重要路線であります、
新幹線「こまち号」の定時運行に努めることが役割
の一つだと認識しております。また、ビジネスのお

　10月12日大曲支援学校の高等部ビルクリー
ニング班の生徒さんから、会議所会館の窓清
掃をしていただきました。
　大曲支援学校からは、校外作業学習として、
毎年会議所に来てもらっております。学校で
研修した清掃技術を発揮し、丁寧かつスピー
ディに、会館施設内外の窓を大変きれいに清
掃していただき、来所されるお客様を気持ち
よくお迎えすることが出来るようになりまし
た。ありがとうございました。

大曲支援学校 高等部の皆さん

会館の窓清掃　ありがとうございました

第288号［４］［４］ 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

第18回「夢を語る会」16:00～

＆第６回
「工業製品展示会」15:00～

　工業部会（部会長：古谷武美）は、11月12日（金）に「夢を語る会」＆「工業製品展示会」を同時開催
いたします。
　案内チラシを同封しております。皆様のご参加をお待ちしております。

　工業部会（部会長：古谷武美）は、11月12日（金）に「夢を語る会」＆「工業製品展示会」を同時開催
いたします。
　案内チラシを同封しております。皆様のご参加をお待ちしております。

工業部会工業部会12
金曜日
開催開催11

　大曲高校商業課の生徒が地域のもの
づくり会社の協力を得て製造現場を潜
入取材します。その取材内容を動画で
紹介いたします。

おしらせ①

ものづくり動画紹介

今回の取材先は･･･
　①プラスチック部品の製造工場
　　　　　　　　　　　（㈱フルヤモールド）

　②オーダースーツの縫製工場
　　　　　　（大同衣料㈱クロスステージ）

今回の取材先は･･･
　①プラスチック部品の製造工場
　　　　　　　　　　　（㈱フルヤモールド）

　②オーダースーツの縫製工場
　　　　　　（大同衣料㈱クロスステージ）

夢を語ろう
講演会の講師

令和２年度商工業振興表彰企業

鈴木  直道氏
（鈴木正俊商店有限会社 代表取締役）

演題 「希望の追求と健康の追求と」演題 「希望の追求と健康の追求と」

夢を語ろう
懇談会は中止

　例年開催しております「夢を語ろう懇
談会」は皆様の貴重な懇談の場であり、
感染症対策を講じた上で開催する準備
を進めて参りましたが、感染拡大防止の
観点から、中止といたします。
　参加者の皆様には、お帰りの際に
「特製ＹＵＭＥ弁当」をお渡しいたします。

おしらせ② おしらせ③

今回の
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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

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

－ 大曲商工会議所　生命共済制度　「はなび共済」にご加入の皆様へ －

生命共済制度利益配当金をお振込みいたしました
－ 大曲商工会議所　生命共済制度　「はなび共済」にご加入の皆様へ －

生命共済制度利益配当金をお振込みいたしました
　大曲商工会議所　生命共済制度「はなび共済」の利益配当金（令和２年８月～令和３
年７月）を９月22日に掛金引落口座へお振込みさせていただきましたのでお知らせい
たします。事前に配当金のお知らせを送付させていただいておりますが、ご確認のほど
よろしくお願いいたします。

お問合せ：大曲商工会議所　共済推進課 0187-62-1262

　大曲商工会議所　生命共済制度「はなび共済」の利益配当金（令和２年８月～令和３
年７月）を９月22日に掛金引落口座へお振込みさせていただきましたのでお知らせい
たします。事前に配当金のお知らせを送付させていただいておりますが、ご確認のほど
よろしくお願いいたします。

お問合せ：大曲商工会議所　共済推進課 0187-62-1262
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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

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©

～お気軽にご相談ください～
【共済・福祉制度推進期間】

　当所では現在、会員事業所様の福利厚生の充実や事業保障などを目的に各種共済・福祉制度の推進
を図っております。この推進期間中、当所職員とアクサ生命保険株式会社（大曲商工会議所共済・福祉
制度引受保険会社）の推進員が皆様の事業所を訪問させていただいております。保険の契約内容確
認・見直し・新規加入をご検討の際はお気軽にご相談ください。

【お問合せ】　大曲商工会議所　共済推進課　TEL：0187-62-1262

11月30日まで
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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）

　・　第18回夢を語る会・第６回工業製品展示会（11/12）のご案内
　・　withコロナ販売力強化セミナー（11/16）のご案内
　・　会員大会・優良永年勤続表彰（11/22）のご案内
　・　会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い
　・　SDGsパートナー登録制度パンフレット（秋田県）
　・　事業資金「インターネット申込」ご案内（日本政策金融公庫）
　・　「日本公庫ダイレクト」のご案内（日本政策金融公庫）
　・　「国の教育ローン」のご案内（日本政策金融公庫）
　・　企業の魅力向上講習会のご案内（大仙市雇用創造協議会）

今回同封した各種ご案内

10・11月の行事予定10・11月の行事予定10・11月の行事予定
日時 行事 会場 時間

１０月２４日（日）
１０月２５日（月）
１０月２７日（水）

１１月１２日（金）

１１月２１日（日）

１１月２２日（月）

珠算検定
常議員会
キャッシュレス決済導入セミナー
工業製品展示会
夢を語る会
簿記検定
常議員会
会員大会・優良永年勤続表彰

会議所
会議所
会議所

グランドパレス川端

会議所

大曲エンパイヤホテル

 ９：００～
１４：００～
１４：００～
１５：００～
１６：００～
９：００～
１４：００～
１６：００～

第５回

大曲商工会議所

会員大会のお知らせ
令和3年11月22日（月）16：00～
大曲エンパイヤホテル
3,000円　※当日ご持参願います。
　　

開催日
会 場
会 費

※詳細は同封のご案内をご覧ください。
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