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第94回全国花火競技大会

最優秀賞

内閣総理大臣賞に「株式会社マルゴー（山梨県）」

第94回全国花火競技大会が、８月最終土曜日の27日、３年ぶりに開催
されました。
当日は、生憎の雨で、微風で煙が捌けない場面もありましたが、約60
万人の観客が、次々と打ち上げられる花火に感動の拍手をおくっていま
した。お陰様で事故もなく無事に大会を終了出来ました事は、皆様のご
厚情の賜であり、重ねて御礼申し上げます。
表彰式は、翌 28日（日）大曲エンパイヤホテルで開催されました。表
彰の様子は、今年も「ＦＭはなび」で生放送され、審査の結果がいち早
く市民の皆様にも伝えられました。
最優秀賞の内閣総理大臣賞は、10号自
由玉の部、創造花火の部の２部門優勝の、
（株）マルゴー（山梨県）が受賞されました。
地元花火業者は、昼花火の部で（株）小
松煙火工業が入賞、創造花火の部で響屋
大曲煙火（株）が優秀賞、（株）北日本花火
内閣総理大臣賞受賞
興業が入賞されました。
（株）マルゴー 齊木社長

最優秀賞
株式会社

内閣総理大臣賞

マルゴー（山梨県）

優秀賞 大会会長賞・大会実行委員長賞
・響屋大曲煙火 株式会社（秋田県）
玉名「晩春に咲き誇る藤棚 ～しなやかに舞う～」
・三遠煙火 株式会社（静岡県）
玉名「炎舞」
入

【夜花火の部】
創造花火の部
優

勝 経済産業大臣賞・大会会長賞・大会実行委員長賞・
秋田魁新報社賞
・株式会社 マルゴー（山梨県）
玉名「祈り ～天使がくれた奇跡の光～」

準優勝 大会会長賞・大会実行委員長賞・大仙市長賞・
AKT秋田テレビ賞
・有限会社 伊那火工 堀内煙火店（長野県）
玉名「ホタルイカの発光ショー
～神秘的な青白い輝きに魅せられて～」

祈り〜天使がくれた奇跡の光〜

賞 大会会長賞・大会実行委員長賞
・野村花火工業 株式会社（茨城県）
・株式会社 丸玉屋小勝煙火店（東京都）
・株式会社 北日本花火興業（秋田県）

10号玉
優

芯入割物の部

勝 中小企業庁長官賞・大会会長賞・大会実行委員長賞・
朝日新聞社賞
・野村花火工業 株式会社（茨城県）
玉名「昇曲導付 五重芯変化菊」

準優勝 大会会長賞・大会実行委員長賞・大仙市議会議長賞・
ABS秋田放送賞
・株式会社 山﨑煙火製造所（茨城県）
玉名 「昇曲付 四重芯銀点滅」
© 光プロダクション
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優秀賞 大会会長賞・大会実行委員長賞
・株式会社 マルゴー（山梨県）
・株式会社 丸玉屋小勝煙火店（東京都）
入

賞 大会会長賞・大会実行委員長賞
・信州煙火工業 株式会社（長野県）
・株式会社 磯谷煙火店（愛知県）
・有限会社 太陽堂 田村煙火店（長野県）

10号玉
優

自由玉の部

勝 文部科学大臣賞・大会会長賞・大会実行委員長賞・
河北新報社賞
・株式会社 マルゴー（山梨県）
玉名「聖なる光 ～ヒーリングシャワー～」

準優勝 大会会長賞・大会実行委員長賞・大仙市議会議長賞・
ＡＡＢ秋田朝日放送賞
・野村花火工業 株式会社（茨城県）
玉名「風に踊るラベンダー」
優秀賞 大会会長賞・大会実行委員長賞
・筑北火工 堀米煙火店（茨城）
・株式会社 山﨑煙火製造所（茨城県）
入

賞 大会会長賞・大会実行委員長賞
・信州煙火工業 株式会社（長野県）
・株式会社 イケブン（静岡県）
・有限会社 伊那火工 堀内煙火店（長野県）
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【昼花火の部】
優

勝 秋田県知事賞・大会会長賞・大会実行委員長賞・
読売新聞社賞
・株式会社 紅屋青木煙火店（長野県）
玉名「昇り竜 －天空の彩－」

準優勝 大会会長賞・大会実行委員長賞・一般社団法人秋
田県観光連盟会長賞・一般社団法人大仙市観光物
産協会会長賞
・株式会社 山﨑煙火製造所（茨城県）
玉名「紫電一閃」
優秀賞 大会会長賞・大会実行委員長賞
・株式会社 齊木煙火本店（山梨県）
・有限会社 菊屋小幡花火店（群馬県）
入

賞 大会会長賞・大会実行委員長賞
・株式会社 小松煙火工業（秋田県）
・有限会社 若松煙火製造所（宮城県）
・有限会社 太陽堂 田村煙火店（長野県）

【特別賞】
日本商工会議所会頭賞（昼花火）
・株式会社 山﨑煙火製造所（茨城県）
公益社団法人 日本煙火協会会長賞（10号玉 芯入割物の部）
・新潟煙火工業 株式会社（新潟県）
観光庁長官賞（10号玉 自由玉の部）
・筑北火工 堀米煙火店（茨城県）
佐藤 勲 賞（創造花火）
・有限会社 伊那火工 堀内煙火店（長野県）

（火災共済契約に付帯する特約）

御礼

休業対応応援共済
地震危険補償共済
地震危険補償特約

第九十四回
全国花火競技大会終了

拝啓
初秋の候 皆様には益々ご清栄のこ
ととお慶び申し上げます。
さて、第九十四回全国花火競技大会
の開催にあたりましては、皆様の絶大
なるご支援ご協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
コロナ禍の中にあって三年ぶりの開
催となりましたが、大曲の花火ならで
はの進取の作品が打ち上げられ、花火
師の意気込みが感じられた大会であっ
たと思っております。
今大会から観覧会場の設営を変更い
たしましたが、観客の皆様には概ね好
評で、当日はあいにくの雨にもかかわ
らず最後までご観覧いただきました。
今後も皆様のご指導ご協力をいただ
きながら大会運営の改善に努め、伝統
ある「大曲の花火」を末永く継承して
まいりたいと存じますので、よろしく
お願い申し上げます。

敬具

繁治

「大曲の花火」実行委員会委員長

大曲商工会議所会頭

佐々木

地震に備える共済
取り扱いしております
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2023年（令和５年）10月１日から導入される
新しい仕入税額控除の方式です

●インボイス制度の対応について確認しましょう
自らの事業所が消費税を申告、納税していますか?
はい

いいえ
課税事業者

免税事業者

取引先はどんなところが多いか？

取引先はどんなところが多いか？

事業者

一般消費者

一般消費者

事業者

インボイスを発行する

インボイスを発行しない

インボイスを発行しない

インボイスを発行する

・売上の内訳把握
・消費税の計算方法
・請求書の記載

・売上の内訳把握
・消費税の計算方法
・請求書の記載

対策が必要！

・申請書の提出
・社内書類整備
・取引先の確認

検討が必要！

検討が必要！

対策が必要！
・課税事業者になる
・申請書の提出
・社内書類整備
・取引先の確認

インボイス発行するなら
参考：日本商工会議所

インボイスとは

中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策

一定の事項を記載した請求書・領収書・レシート等（正式名称は「適格請求書」
）
記載内容が現行のものと変わる。

インボイスの記載事項
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨も）
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額
（税抜き又は税込み）及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※ 下線が現行の記載事項に追加される事項

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
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インボイス制度について、具体的な対策をまとめた事業者向け小冊子

「今すぐ確認！中小企業 · 小規模事業者のためのインボイス制度対策」
以下の二次元バーコードまたはＵＲＬからダウンロードのうえ、ご活用ください。

https://www.jcci.or.jp/chusho/202203invoice_booklet.pdf

登録の流れ

「適格請求書発行事業者の登録申請書」

課税事業者

税務署

①申請書の提出

②税務署の審査

④登録番号の通知

③登録・公表
登録簿の記載

スケジュール
令和３年10月１日

令和５年３月31日
令和５年10月１日

登録申請書受付開始
登録申請書受付
登録申請書受付

この期間に登録申請書を提出すれば
令和５年10月１日から登録される

インボイス制度

令和４年10月から雇用保険料率が変わります

〜ご注意ください〜

○令和４年10月１日 〜 令和５年３月31日
負担者
事業の種類

①
労働者負担

（失業等給付・育児休業
給付の保険料率のみ）

②
事業主負担

失業等給付・
育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業の
保険料率

①＋②
雇用保険料率

一般の事業

5/1,000

8.5/1,000

5/1,000

3.5/1,000

13.5/1,000

農林水産・
清酒製造の事業

6/1,000

9.5/1,000

6/1,000

3.5/1,000

15.5/1,000

建設の事業

6/1,000

10.5/1,000

6/1,000

4.5/1,000

16.5/1,000

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

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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基礎編

８月５日（金）オンライン会議ツールZoomを用いて「イン
ボイス制度対策セミナー（基礎編）」を開催しました。当日は
大曲エンパイヤホテルにて会場投影も行い、36名の方にご参加
いただきました。
講師には松崎哲也税理士事務所所長の松崎哲也氏をお招きし、
インボイス制度の概要や求められる対応についてわかりやすく
解説いただきました。

投影会場の様子

次回は中級編を業種別に開催し、10月７日（金）に「建築・
建設業向け」、10月20日（木）に「小売・サービス業・その他業
種向け」にセミナーを行います。会議所会報９月号にも申込チラ
シを同封しておりますので皆様のご参加お待ちしております。
（前
回の基礎編に参加出来なかった方でもお申込みいただけます。）

青年部

オンライン画面の様子

セミナーの様子

講師の佐藤正明氏

若手後継者等育成事業講習会開催

８月18日（木）グランドパレス川端にて青年部若手後継者等育成事業講習会を開催しました。
講師には㈱ＹＯＳＵＫＥホールディングス代表取締役兼ＣＥＯ佐藤正明氏をお招きし、『８代目
にきく！するっとなめらか！ビジネスチャンスをつかむ術』～稲庭うどんで秋田から世界へ～とい
うテーマでご講演をいただき、秋田を代表する食文化である稲庭うどんの業界トップとして活躍す
る同氏より、食を通しての経営手腕や、広く海外にも展開する店舗展開、情報発信、文化としての
食の考え方などを学びました。今後の自社経営や青年部活動の糧となりうるバイタリティ溢れる講
演となりました。

税理士法人

日本未来経営

各種印刷物に関するお問い合わせはこちらまで

0120-0433-55

（鈴木典男税理士事務所）

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

○本社

秋田県大仙市福田町1229
TEL0187-62-0433 FAX0187-62-0426
mail mimori.p@lily.ocn.ne.jp
URL http://www.mimori-insatsu.co.jp
○東京営業所 ○秋田営業所 ○横手営業所 ○湯沢営業所
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大 曲支 援 学 校

ンス
部パフォーマ
大 曲高 校 書 道

ダンス

太鼓部
大曲 小 学 校 和

藤

員長のあ
行委
いさ
実

つ

齋

ラップ（羅漢）
と
和のコラボレ
ーション♪

る会 場
トに盛り上が
ステージイベン

夜の屋台も大
盛況

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

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

横手商工会議所会館4F
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行 事
常議員会
移動商工会議所（中央 ･ 西根地区）
大曲の花火 秋の章
広域観光推進委員会視察研修
インボイス制度対策セミナー
常議員会
部会総会
インボイス制度対策セミナー
工業・建設業部会視察研修
珠算検定
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10月1日（土）開催

秋の章

場 所
会議所
大曲エンパイヤホテル
「大曲の花火」公園
宮古・釜石
オンライン or エンパイヤ
会議所
大曲エンパイヤホテル
オンライン or エンパイヤ
盛岡・雫石
会議所

（土日・祝日は除く）9：00〜17：00

時 間
14：00 ～
17：00 ～
18：00 ～
14：00 ～
10：30 ～
16：00 ～
14：00 ～
9：00 ～

観覧会場各入場口にて 当日券販売
テーブル付イス席
［１セット］

パイプイス席

有料観覧席販売のお知らせ
販 売 期 間 9月1日
（木）
〜 9月30日
（金）

第299号
第15回

9 10 月の行事予定

月 日
９月22日（木）
９月26日（月）
10月 1日（土）
10月4～5日（火～水）
10月 7日（金）
10月13日（木）
10月13日（木）
10月20日（木）
10月20日（木）
10月23日（日）

おおまがり
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観覧会場内駐車場
［１台］

「秋の章」HP

24,200円
5,500円
2,200円

〈税込〉

〈税込〉

〈税込〉

※観覧会場内駐車場のみの購入は出来ません。

販 売 場 所 大曲商工会議所 花火振興事業部窓口（2階）

花火打上 18：00〜19：30

・ファミリーマートのコンビニの店頭端末で購入できます。
コンビニ販売 ローソン・ミニストップ
※ファミリーマートでは「テーブル付イス席」は購入できません。
令和４年10月１日
（土）
から

秋田県の最低賃金がかわります。 １時間
秋田県内すべての労働者に適用されます。

あたり

853円に!
31円引き上げられ

詳しくは秋田県労働局賃金室（０１８－８８３－４２６６）または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。

・インボイス制度対策セミナー（10/7･10/20）ご案内
・工業、建設業部会視察研修（10/20）ご案内
今回同封した ・第７回工業部会製品展示会（11/8）出展者募集
各種ご案内 ・第19回夢を語る会、第７回工業製品展示会（11/8）ご案内
・会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い
・特許商標無料相談会（日本弁理士会東北会）ご案内

よりよい形をつくり、
街をつくり、
社会をつくる
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

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

