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会員大会を開催
11月22日

大曲商工会議所会員大会が、大曲

商工業振興表彰

エンパイヤホテルで開催されました。
新型コロナウイルス感染防止のため、講演
会・懇親会は行わず規模を縮小し「商工業振興
表彰」と会員企業の「優良永年勤続表彰」を行い
ました。
佐々木会頭は、あいさつの中で受賞者の皆様
へお祝いを述べた後、新型コロナウィルス禍で

大曲小型貨物自動車運送株式会社
代表取締役 加藤 惠一 氏

国・県・市から様々な経済対策が出ていること
に触れ、
「毎日のように会員や、会員でない方も
多く相談に訪れた。商工会議所の役割は大きく
なっている。スピードをもって、その政策を熟
知した知識を大いにこの地域に役立てていか
なければならない。コロナに負けず、地域の事
業所を盛り上げたい。」と力強く述べました。

株式会社ビジネス秋田
代表取締役 畠山 忠夫 氏

優良永年勤続表彰
16事業所58名が表彰されました。受賞者を代
表して40年以上勤続表彰の興栄建設株式会社
の谷藤稔さんが、受賞を機にさらに地域商工業
の発展のために頑張っていくと謝辞を述べま
した。

会頭あいさつ

受賞者代表あいさつ
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優 良 永 年 勤 続 表 彰 者
【40年以上】
金子 雅春 ㈱小松煙火工業
谷藤
稔 興栄建設㈱
柏谷 陽一 秋田振興建設㈱
【30年以上】
佐渡 高智 秋田清酒㈱
田村
誠 秋田清酒㈱
九嶋 麻紀 秋田清酒㈱
石川
大 ㈱県南環境保全センター
鈴木 照美 ㈱県南環境保全センター
有明
登 ㈱本間
佐藤 有希 ㈱本間
佐々木 恒 ㈱グランドパレス川端
髙階 英二 ㈲内小友自動車工業
河村
剛 秋田振興建設㈱
藤原 淳晶 秋田振興建設㈱
石橋日出美 大同衣料㈱
柴田カヨ子 大同衣料㈱
小松貴代子 大同衣料㈱
高橋 京子 大同衣料㈱
照井ヒトミ 大同衣料㈱
泉谷ライ子 大同衣料㈱
佐藤 晃子 大同衣料㈱
黒丸 久司 ㈱大曲スポーツセンター
高橋由紀子 ㈱大曲スポーツセンター
今野 利明 ㈱大曲スポーツセンター
照井 義明 ㈱大曲スポーツセンター
髙橋 文彦 ㈱自然科学調査事務所
【20年以上】
石黒
悟 ㈱県南環境保全センター
佐藤 顕志 ㈱県南環境保全センター

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）

山藤 春子
山崎 精輝
高山 明美
澁谷 義博
渡部 一仁
太田 則夫
伊藤 公樹
五十嵐雅俊
佐藤 梨香
池田 雅博
佐藤 勇太
梅川 結城
髙橋
武
伊藤 吉幸
中島 光男
武田 伸子
結城 伸也

㈱グランドパレス川端
㈱グランドパレス川端
㈱グランドパレス川端
㈲エーエスケー
グリーンホテル大曲
㈱秋田ルミナ
㈱秋田ルミナ
㈱秋田ルミナ
㈱秋田ルミナ
㈱秋田ルミナ
㈱秋田ルミナ
㈱秋田ルミナ
興栄建設㈱
興栄建設㈱
興栄建設㈱
㈱大曲スポーツセンター
㈱和火屋

【10年以上】
太田 博司 ㈱県南環境保全センター
泉谷 博一 ㈱県南環境保全センター
倉田 悠矢 ㈱本間
倉田 直美 グリーンホテル大曲
田口 広喜 ㈱秋田ルミナ
進藤 和仁 ㈱秋田ルミナ
大友 雄介 ㈱秋田ルミナ
高橋 隼翔 ㈱秋田ルミナ
佐々木康至 玉川電気工業㈱
髙山 佑也 玉川電気工業㈱
三浦 堅悦 秋田振興建設㈱
信田 果織 ヘアーサロン髪ひこうき
佐藤 尚孝 ㈱フルヤモールド
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コロナ関連支援情報

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。

＜令和3年度補正予算案＞

コロナの影響で売上が減少している皆様へ

【事業復活支援金】

詳細は
こちら

・法人は上限最大250万円を給付
・個人事業主は上限最大50万円を給付
＊2022年３月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わ
ず、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。
＊上限額は、売上高に応じて三段階。売上高30％〜50％の減少額は売上高50％以上減少の上限額の６割と
なります。
対象者

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50％以上また
は30％〜50％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）

開始時期

補正予算成立後、所要の準備を経て申請受付開始予定

給付額

５ヶ月分（11月〜３月）の売上高減少額を基準に算定

上限額

問い合わせ先

売上高減少率

個人

▲50％以上
▲30％〜 50％

50万円
30万円

年間売上高
1億円以下
100万円
60万円

法人
年間売上高
1億円超〜 5億円
150万円
90万円

年間売上高
5億円超
250万円
150万円

現在準備中

【秋田県飲食店等事業継続緊急支援事業】

詳細は
こちら

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。

【大仙市得得飲食チケット事業】
大仙市では得得飲食チケット事業登録飲食店舗の受付をしております。
【店舗登録期間】
令和３年12月28日（月）までの午前９時〜午後５時：大仙市役所本庁２階

詳細は
こちら

商工業振興課

※土・日、祝日を除く

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

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/

関連会社

有限会社 エフ・エム・デー

商工会議所 News

第290号

工業部会
開催報告

おおまがり

［５］

第18回「夢を語る会」
＆第6回「工業製品展示会」

工業部会（部会長：古谷武美）は、11月12日に「夢を語る会」＆「工業製品展示会」を同時
開催し、約90名にご聴講いただきました。

ものづくり動画紹介

第１部

大曲高校商業科の生徒がものづくり会社の製造現場に潜入取材！
その取材内容を動画で紹介しました。

動画はユーチューブで公開中です。
ぜひご視聴ください。
大曲商工会議所モノづくり

第２部

夢を語ろう
講演会

講師は令和２年度商工業振興表彰企業の鈴
木直道氏「希望の追求と健康の追求と」を演題
に、これまで手掛けた新規事業進出や撤退な
どの自身が歩んできたキャリアを紹介しながら、
「量子水素エネルギー」のニュースについて触れ、
今後は人類に対し
て何か提案できる
夢のあるこの最先
端の技術に関わっ
ていきたいと語り
ました。

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

検索

工業製品展示会
今年の展示会は、４事業所が出展しました。

秋田県立大曲技術専門校
【展示品】工業塗装品他

あくあくんライフ研究所
【展示品】水槽・ボトルのアクアリウム

大同衣料㈱クロスステージ
【展示品】紳士服他

㈱フルヤモールド
【展示品】プラスチック成形品他

給排水・衛生・冷暖房・空調設備

代表取締役

遠田 博士

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
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一般商業部会

ポストコロナ・縮小経済下緊急セミナー
11月16日、グランドパレス川端において、
「売れる人が

を持つことなど、コロナ後の商いの未来について、事例を

やっているたった４つの繁盛の法則」と題して元「商業 交えながら講演していただき大変有意義なセミナーとな
界」編集長で商い未来研究所代表の笹井清範（ささいきよ

りました。

のり）氏を迎えてセミナーを開催しました。
笹井氏からは、新型コロナウィルス感染症の影響で、生
活様式が変わり、これまでと同じでは、もうお客様は戻っ
てこない。人口増加社会での成功体験は、もはや成功法則
ではない。生活者の消費志向の二極化（生活必需型・潜在
ニーズ型）が進んでいる。私たちが目指すべき商いの方向
性として、これまでの常識は、すでに通用しないという前
提に立つこと。商圏内では、地域一番店を目指すこと。商
圏外にも認知される強い商品を作ること。それを実現さ
せるには、豊かな商品を作ること。哲学・理念を持つこと。
お客様との約束・絆を大切にすること。商店としての個性

広域観光推進委員会

内陸縦貫鉄道〜鷹巣地域

視察研修

広域観光推進委員会では、11月17日に内陸縦貫鉄道の

神が伝わってきました。各種宴会、会合、セミナー、同級会

【秋田縄文号】を車両貸切にして、鷹巣地域を視察してま

など様々な企画で自由に利用できますので、皆様ぜひ活

いりました。

用してみてください！

紅葉のきれいな時期は過ぎてしまっておりましたが、
ところどころに田んぼアートや撮影スポットとして有名
な橋などがあり、景色を楽しむことができました。
鷹巣では馬肉を提供している『まつお』にて食事休憩を
とり、その後ギネス認定の直径３ｍを超える大太鼓など
を展示している大太鼓の館を見学しました。
貸切車両の秋田縄文号は、定員が42名程度で、社内には
DVDプレーヤー、モニター・カラオケなどが設置されて
おります。冷蔵庫もあり、持ち込みで飲食も可能です。そ
のほか専用の洋式トイレ、ゴミ箱なども完備されており
ます。乗務員の方の接客も親切・丁寧で、おもてなしの精

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

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

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
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花火暦2022年度版が完成しました
毎月花火が打ち上るまち「大仙市」の１年間の
花火予定が一目で分かります。右にあるコード
からご覧ください。
【お問合せ】 大曲商工会議所 花火振興事業部
TEL：0187-88-8073

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
TEL 0182-33-0702

【花火暦2022コード】

横手商工会議所会館4F

文具・ＯＡ機器・スチール家具

秋田県知事許可（般―02）第10905号

株式会社
本

ビジネス秋田

社 〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町3-11
（0187）
（0187）
TEL
63-0765㈹・FAX
63-0764

秋田支店 〒010-1431 秋田市仁井田二ツ屋一丁目11-41斉勇ビル2F
美郷支店 〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字荒町20-1
仙北支店 〒014-0326 秋田県仙北市角館町山根6

〈技術と信頼〉
総合建設業・鋼構造物工事業
設 計・施 工

ＡＬＳＯＫ秋田株式会社
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

代表取締役

田中 拓美

秋田県大仙市若竹町23−70
ＴＥＬ（0187）63−2233
ＦＡＸ（0187）63−2236

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
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第７回

12・１月の行事予定
・１月の行事予定
日時
１２月１８日（土）
１２月２１日（火）
１２月２２日（水）
１２月２８日（火）
１月 １日（日）
１月 ６日（木）
１月１１日（火）
１月１６日（日）

行事
会場
南部地区イルミネーション花火
はまぐら周辺特設会場
常議員会
会議所
大曲商工会議所女性会講習会
会議所
仕事納め（令和４年１月４日（火）から仕事始めとなります）
ニューイヤー花火２０２２
大曲ヒカリオ広場
新春賀詞交歓会
大曲エンパイヤホテル
大曲商工会議所女性会新年会
大曲エンパイヤホテル
大曲創業塾
会議室

時間
１７：３０〜
１４：００〜
１３：３０〜
０：００〜
１６：００〜
１８：００〜
１０：００〜

大曲南部地区イルミネーション花火
【日時】12月18日（土）17：30 〜
◇イルミネーション点灯期間

12月１日〜１月８日

【場所】大仙市角間川町本町はまぐら周辺特設会場
【打ち上げ予定数】約800発 【主催】
（株）角間川
【お問合せ】080−9635−8211

ニューイヤー花火２０２２
2022 NEW YEAR FIREWORK

【日時】１月１日（土）0：00 〜 【場所】大曲ヒカリオ広場
【打ち上げ予定数】約200発 【主催】
（株）TMO大曲
【お問合せ】FMはなび 0187−88−8246
今回同封した各種ご案内
・会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い
・ＩＣＴを活用した情報発信力向上講習会のご案内（大仙市雇用創造協議会）
・外国人材受入セミナー講習会のご案内（大仙市雇用創造協議会）

© 光プロダクション

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
詳しくは商工会議所または保証協会へ
信用保証と経営支援で秋田の企業を応援します

大曲支所 ℡ 0187-63-1811

第290号

