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食品関連業部会

日本最大級の食品商談会に出展 !
　食品関連業部会では、伴走型小規模事業者支援
推進事業補助金を活用して、２／15～２／17に
千葉県の幕張メッセで開催された全国最大級の食
品商談会『スーパーマーケット・トレードショー
2023』（以下 SMTS2023）に２社出展致しました。
　コロナ禍の関係で今回は３年ぶりの出展となり
ましたが、前回・前々回よりも来場したバイヤー
が２万人ほど増加し、今回は６万人以上が来場し
ました。また、コロナ禍となってからは、出展者
が取引先等に配布する招待状（スーパーマーケッ
ト協会から出展者に与えられる SMTS2023専用
の招待状）に記載されたＩＤ・パスワードで事前
登録をしたバイヤーでないと入場できない仕組み
になっており、コロナ禍以前に見受けられた、試
食や試飲だけして帰る冷やかしのような方（バイ
ヤーではないと思われる方）はほとんどおらず、
来場者の質が上がったと感じました。
　出展した（同）ダイセン創農、出羽鶴酒造㈱の
２社は、来場したバイヤーに出品商品を試飲して
もらい、積極的に PR をして沢山名刺を交換しま
した。会期終了後も名刺交換先から依頼された見
積提出やサンプル発送などを進めており、今後正
式な商談を経て大きな販路拡大に繋がることを期
待しております。

　▼バイヤー来場者数　　　　 
　　２月15日（水）　22,874名
　　２月16日（木）　21,430名
　　２月17日（金）　18,221名
　　合計　　　　　　62,525名

　▼名刺交換数　　　　　　　 
　　２社合計277枚

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
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　令和５年２月15日（水）～19日（日）の４日間
にわたり秋田市を主会場に「日本商工会議所青年
部第42回全国大会美の国あきた大会」が開催され、
ここ大曲でも前泊者交流会（16日）と大曲分科会
（17日）を開催いたしました。
　前泊者交流会では大曲の花火公園にてレセプ
ション花火を打上げ、全国よりお越しいただいた
約100名の青年部の皆様から大曲の花火の魅力を
存分に堪能していただきました。交流会はグラン
ドパレス川端にて開催し、地酒や郷土料理を振
舞ったほか、ドンパン娘によるドンパン節などの
郷土芸能を披露し大変好評をいただき、大いに盛
り上がりました。
　翌日は約130名の方々にご参加いただき、３つ
の分科会に分かれ、①大曲の花火工場見学ツアー
②秘湯温泉ツアー③日本酒蔵とビール工場見学ツ
アーを開催いたしました。
　花火工場見学ツアーでは、㈱花火創造企業様を
見学し模擬花火玉製作を行ったほか、花火アムを
見学しました。参加者からは「普段では経験でき

ない貴重な体験ができ、益々花火に興味を持った。
次回の大曲の花火に必ず来たい！」とありがたい
お言葉もいただきました。
　酒蔵見学では、刈穂酒造㈱様と㈴鈴木酒造店様
を見学し、参加者された方々は試飲したお酒の虜
になり多くの皆様がお土産として購入されていま
した。分科会見学をお引き受けいただいた企業様
誠にありがとうございました。
　本大会は秋田市が主会場ではありましたが、大
仙市へも多くの青年部関係者にお越しいただき
２日間で延べ約400名が大仙市に宿泊されました。
分科会登録者以外の方々からも大仙市へ観光に訪
れていただき地域の魅力を満喫していただくこと
ができた大会となりました。
　本大会を開催するにあたり大仙市役所様・大曲
商工会議所様そして、多くの商工会議所会員企業
様にご協力・ご協賛をいただきましたことに改め
て御礼申し上げます。ご協力いただいた皆様誠に
ありがとうございました。

花火工場見学ツアーに
参加いただいた皆様

レセプション花火

秘湯温泉ツアーに
参加いただいた皆様

花火師とのエール交換

酒蔵・ビール工場見学ツアーに
参加いただいた皆様

前泊者交流会にてドンパン節披露

青年部全国大会「美の国あきた大会」大曲分科会  開催

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
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春の章春の章春の章
新作花火コレクション2023 世界の花火・日本の花火＆

information
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Ⓡ

「春の章」HP

観覧席販売のお知らせ

花火打上　19：00～21：00

前　売　期　間

コンビニ販売
前売券販売場所

3月1日（水）～4月28日（金）
大曲商工会議所 花火振興事業部窓口（2階）
https://www.oomagari-hanabi.com/spring2023/index.html
※上記URLから販売ページをご確認の上ご購入下さい。販売期間（3/1～4/28）

（土日・祝日は除く）
9：00～17：00

1セット
（税込）26,000円テーブル席（４名まで）

1名
（税込）6,000円イス席

1名
（税込）6,000円カメラマンエリア（窓口販売無し）

1台
（税込）2,500円観覧会場内駐車場

前売券
1セット

（税込）28,000円テーブル席（４名まで）

1名
（税込）7,000円イス席

カメラマンエリア

1台
（税込）2,500円観覧会場内駐車場

当日券販売は
ありません。

当日券

①１日開催となります。（昨年は２日間開催）　②露店エリアが復活します。
③カメラマンエリアは、専用の前売券を
　コンビニで購入してください。当日券
　販売はありません。

前回からの変更点

（会場入口で販売）

10.27% 9.86%
介護保険料率も

変更となります

健康保険料率9.86％のうち、6.29%分は加入者の皆さまの医療費等に充てられる基本保険料率となり、
3.57％分は後期高齢者医療制度への支援金等に充てられる特定保険料率となります。

秋田支部 TEL018-883-1841
〒010-8507 秋田県秋田市旭北錦町5-50 シティビル秋田２階

引き下げ
となります

秋田支部の健康保険料率は

　２月14日（火）大曲商工会議所において、障害
者雇用の採用職域の拡大と求人の提出について要
請がありました。
　当日は、大曲公共職業安定所の佐藤所長、秋田
県仙北地域振興局の齋藤局長、大仙市経済産業部
の今野商工業振興課長が訪れ、要請書が齋藤会頭
に手渡されました。
　秋田労働局が昨年12月に発表した「障害者雇用
状況」によると、令和４年６月１日現在、県全体

の障害者実雇用率2 .29パーセントに対し、当地域
はこれを上回る2 .34パーセントで、障害者の雇用
は着実に進展しておりますが、その一方で未だ29
の企業が法定雇用率未達成となっております。
　障害者が１人でも多く地元企業に就職及び定着
し、安定した就労が継続できるよう、会員の皆さ
まにはご理解、ご協力をよろしくお願いいたしま
す。

・トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）
・障害者介助等助成金
・職場適応援助者助成金
・特定求職者雇用開発助成金
・その他

ご相談は大曲公共職業安定所　企画開発部門
障害者担当（TEL ０１８７－６３－０３３５）

障害者雇用のための助成等

障害者雇用のお願い

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

税理士法人税理士法人
日本未来経営日本未来経営

（鈴木典男税理士事務所）

○本社　秋田県大仙市福田町12-29
　　　　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

0120-0433-55
各種印刷物に関するお問い合わせはこちらまで
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前回からの変更点

（会場入口で販売）

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
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令和５年度日本商工会議所検定試験日
大曲商工会議所　実施検定試験

①簿記検定（１級～３級）統一試験（ペーパー試験）

②珠算（そろばん）検定（１級～６級）

※第166回は１級の試験はありません

試験日 募集受付期間 合格発表

第164回 ６月11日（日） ４月24日（月）～５月12日（金）
　　１級：７月31日（月）
２・３級：６月26日（月）

第165回 11月19日（日） 10月２日（月）～10月20日（金）
　　１級：令和６年１月９日（火）
２・３級：12月４日（月）

第166回 令和６年
２月25日（日）

令和６年１月９日（火）
　　　　　　  ～1月26日（金） ２・３級：令和６年３月11日（月）

受験料
（税込）

１級 ２級 ３級
7,850円 4,720円 2,850円

※１級を除く全ての級で、随時試験可能のネット試験も実施しております。
　（施行日はネット試験会場が決定します）

受験料
（税込）

１級 ２級 ３級 ４～６級 ７～10級
2,340円 1,730円 1,530円 1,020円 910円

※令和３年度よりリテールマーケティング（販売士）検定はネット試験に変更になりました。

（７級～10級は日本珠算連盟検定）

試験日 募集受付期間 合格発表

第228回 ６月25日（日） ５月８日（月）～５月25日（木） ６月30日（金）

第229回 10月22日（日） ９月４日（月）～９月21日（木） 10月27日（金）

第230回 令和６年
２月11日（日）

12月18日（月）
　　～令和６年１月11日（木） 令和６年２月16日（金）

総合建設業・鋼構造物工事業

よりよい形をつくり、
街をつくり、社会をつくる

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
ＦＡＸ

（0187） 63－2233
（0187） 63－2236
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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 
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3 4 月の行事予定

今回同封した
各種ご案内

月　日 行　事 場　所 時　間
3月15日（水） 新入社員合同入社式・教育講座 大曲エンパイヤホテル 9：30～

3月24日（金） 常議員会 大曲エンパイヤホテル 14：30～
通常議員総会 15：00～

4月10日（月） 「大曲の花火」実行委員会 会議所 13：30～
4月18日（火） 常議員会 会議所 14：00～
4月29日（土） 春の章・新作花火コレクション 「大曲の花火」公園 19：00～
4月30日（日） 新作花火コレクション表彰式 グランドパレス川端 10：00～

・サービス業部会からのアンケートのお願い
・第４回商工会議所まつり出展募集
・会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い
・令和５年度雇用保険料率のご案内
・生産性向上支援訓練のご案内（ポリテクセンター秋田）

本部事業部　共済推進課 袴
はかま

田
た

拓
ひろ

翔
と

新職員の紹介新職員の紹介新職員の紹介新職員の紹介

１日でも早く業務に慣れ、会員の皆さまのお役に
立てるよう精一杯頑張りますので、よろしくお願
い致します。

第22回

商工会議所まつり商工会議所まつり第４回
【開催日】令和５年５月20日（土）【開催日】令和５年５月20日（土）
【会　場】大曲ヒカリオ広場、大曲商工会議所会館　他【会　場】大曲ヒカリオ広場、大曲商工会議所会館　他

※出展の申し込みは同封のチラシをご覧ください。

昨年よりグレードアップ！「食」や「音」や「体験」が盛りだくさん!

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）

光プロダクション©
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