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【 あ き】

ほぼ満席となった観覧会場

入場口１
好天の中、多くの方が来場された

２年ぶりに「秋の章」を開催しました。今年のテーマは、
「花火劇場 璃（あき）」好天にも恵まれた 10月１日、
「大
曲の花火」公園で開催され、観覧会場には約 7,000人が来場しました。
年間スポンサー６社によるオープニング花火で開幕し、特別プログラムとして、全国花火競技大会では、悪天候
のため見えなかった秋田県立大曲農業高校創立 130周年記念花火を打ち上げました。
フィナーレは 「ＳＯＮＧ〜平和と希望の歌」をテーマにＭＩＳＩＡの「歌を歌おう」に合わせ花火が打ち上げられ、
秋の夜空を絢爛に彩り、大きな歓声が上がっていました。

地元花火５業者の若手花火師による尺玉と創造花火

令和２年に「大曲の花火」110年を記念して制定した、
「花火憲章」花火

特別番組「みんなの花火」

〜多様な感性とテクノロジーで奏でる創造のバリアフリー〜をテーマに創立30周年を迎え
た大曲支援学校生がデザインした花火を大曲支援学校の校歌に合わせ、生徒たちの思いを乗
せた花火が打ち上がりました。

家族都市協定を結んだしんちゃんとお父さん、
熊本県のマスコットキャラクターくまモンが
秋の章に駆けつけました。
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令和４年度移動商工会議所を開催
３年ぶりとなる移動商工会議所を９月６日に南部地区（旧秋田銀行角間川支店）、９月13日内小友・
四ツ屋地区（グランドパレス川端）、９月26日中央西根地区（大曲エンパイヤホテル）で開催しました。
新型コロナウイルスの影響により、開催時期及び開催会場を変更しての開催となり、移動商工会議所の
中では、三役事務局体制、令和４年度の事業計画、オンラインツールに関する説明が行われました。合
同開催となった、内小友、四ツ屋地区の会員からは、他地域の会員企業との交流もでき大変有意義であっ
たとの声も聞かれました。

中央・西根地区

内小友･四ツ屋地区

広域観光推進委員会

南部地区

宮古・釜石視察研修

広域観光推進委員会では、10月４日～５日に東日本大震災から10年以上経過した岩手県沿岸地域を視
察してまいりました。
釜石大観音や浄土ヶ浜の青の洞窟など、観光名所を巡りつつ、大震災で大きな被害を受けた田老地区
では、防災ガイド「学ぶ防災」を受けながら、スーパー堤防や震災の津波遺構として生々しく残る「た
ろう観光ホテル」を見学。テレビ等の報道では知りえない内容も多く、大変勉強になりました。
また、当所と交流のある宮古商工会議所へ表敬訪問し、花坂会頭や櫻野専務理事と懇談。そのほか、
大仙市と友好交流都市協定を結ぶ宮古市との人事交流で、大仙市の観光課に勤務していた田中与土さん
（現在 宮古市観光課主任）のアテンドにより、保健センター・市民交流センター併設の複合施設「イー
ストピアみやこ」内にある宮古市役所も見学いたしました。
宮古市では、クラウドファンディングを活用し、新たに遊覧船を造船して今年７月から運行を開始し
ました。２日目にその遊覧船うみねこ丸に乗船予定でしたが、今回は波が高い影響で残念ながら乗船は
かないませんでした。しかし、宮
古市は観光ポイントがたくさんあ
り、コロナ禍の影響はありますが、
今後インバウンド需要なども含め
て更なる復興を遂げることが期待
されます。
今回の視察はタイトなスケ
ジュールではありましたが、大変
充実した、内容の濃い視察となり
ました。
宮古市役所 防災室
うみねこ丸

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）
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日本商工会議所創立100周年記念式典に出席
９月16日、日本商工会議所創立100周年記念式典が東京国際
フォーラムで開催され、当会議所から、佐々木会頭、賢木副会頭、
元吉専務理事が出席しました。
日本商工会議所は、1922年（大正11年）、各地商工会議所の発
意により、わが国経済全体の課題に対応するための常設機関とし
て設立され、現在は全国515の商工会議所が加盟し、会員企業の
数は123万社に上ります。
式典には、天皇陛下、岸田総理大臣をはじめ多数のご来賓や全国の商工会議
所などおよそ1,100人が出席されました。
式典で日本商工会議所の三村会頭は、「新型コロナや人口減少、デジタル化
の進展、国際社会の変容など急激な環境変化に直面している中小企業を一丸と
なって支援し、地域経済・日本経済の成長・発展に貢献してまいります」と式
辞を述べました。
ご来賓として出席された天皇陛下からは、「全国の経
営指導員による中小企業の経営支援など中小企業の振
興や地域経済の活性化に大きく貢献する多様な事業活動を行われていることを
喜ばしく思います。長年にわたる尽力とたゆみない努力に、深く敬意を表します」
とのお言葉をいただいきました。
最後に、100周年を記念した宣言文が採択され「地域とともに、未来を創る」
との信念のもと、前途洋々たる日本と地域の未来を創造すべく諸活動に邁進する
決意をしてまいりました。

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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－ 秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点
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外部人材（副業・兼業）活用促進セミナー

「ついに完結! 宮腰精機㈱が副業人材と挑んだミッション」
秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点では、副業・兼業という多様な人材活用や働き方について、
その活用方法や人材確保手段の啓蒙普及を図ってきました。此度、本事業の取組みの一環として外部人
材活用による「世界初ＡＩ搭載オフセット輪転印刷機」の開発背景からミッション達成までをテーマに
トークセッション形式でのセミナーを開催します。
日

時

令和４年10月25日（火）13：30 ～ 15：00

場

所

ANAクラウンプラザホテル秋田（秋田市中通 2－6－1）

参 加 料

無料

申込方法

開催の５日前までに、秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点のHPよりチラ
シをダウンロードし、FAX又はメールにてお申込みください。参加は、「リア
ル聴講」或いは「オンライン視聴」からお選び頂けます。
FAX：０１８－８６０－５６１２
E-mail：projinzai@bic-akita.or.jp
プロ人材拠点HP：https://www.akita-projin.com/

お問合せ先

秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点

二次元コード

TEL ０１８－８６０－５６２４

（秋田市山王三丁目１－１ 秋田県庁第二庁舎 ２階 公益財団法人 あきた企業活性化センター内）

－ 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３年８月～令和
４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
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

大曲商工会議所

共済推進課

0187-62-1262

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

商工会議所 News

第300号

おおまがり

［7］

大曲商工会議所【共済・福祉制度】からのお知らせ
はなび共済

～お気軽にご相談ください～

【共済・福祉制度推進期間】
（10月３日～11月30日）

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型
生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）

【引受保険会社：アクサ生命保険㈱】

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。保険の見直し・新規
加入をご検討の際はご相談ください。

～病気入院見舞金支払い対象縮小へ～
政府の方針変更にともない、令和４年９月26日以降に
新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、重症化
リスクの高い方々を除き、病気入院見舞金の支払を対象外
とさせていただきます。
なお、令和４年９月25日までに新型コロナウイルス感
染症と診断された方に対してのお支払いは、これまでどお
りの対応を継続いたします。（※自宅療養等のいわゆる「み
なし入院」を含みます。）

〈お問合せ〉大曲商工会議所 共済推進課 ☎62-1262 ／ アクサ生命保険㈱横手営業所 大曲分室 ☎62-1301

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

横手商工会議所会館4F

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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事

場

所

時

間

10月20日（木） 建設・工業部会視察研修

グランドセイコー雫石他

8：00 ～

10月23日（日） 珠算検定

会議所

9：00 ～

10月27日（木）

全国花火競技大会
大会委員会・実行委員会終了全体会議

大曲エンパイヤホテル

11月 1日（火） 臨時議員総会
11月 8日（火）

グランドパレス川端

工業製品展示会

グランドパレス川端

夢を語る会

16：30 ～
16：00 ～
14：00 ～
15：00 ～

11月 9日（水） 電子帳簿保存法セミナー①

オンライン

17：30 ～

11月10日（木） 電子帳簿保存法セミナー②

オンライン

17：30 ～

11月16日（水） 電子帳簿保存法セミナー③

オンライン

17：30 ～

11月17日（木） 電子帳簿保存法セミナー④

オンライン

17：30 ～

11月20日（日） 簿記検定

会議所

9：00 ～

11月25日（金） インボイス制度セミナー

会議所

13：30 ～

11月28日（月） 会員大会・優良永年勤続表彰

大曲エンパイヤホテル

15：00 ～

大曲商工会議所

会員大会のおしらせ

開催日
会

場

会

費

令和４年 11月28日
（月）15：00～

大曲エンパイヤホテル

５，
０００円

※当日ご持参願います。

※詳細は同封のご案内をご覧ください。

・第19回夢を語る会・第７回工業製品展示会（11/8）のご案内
・電子帳簿保存法セミナー（11/9・10・16・17）ご案内
今回同封した ・インボイス制度開始前・開始後のポイント（11/25）ご案内
各種ご案内 ・会員大会・優良永年勤続表彰（11/28）ご案内
・会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い
・大曲商工会議所 共済・福祉制度からのご案内

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

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

