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information

第93回全国花火競技大会

一般有料観覧席

昼花火競技／午後５時15分より
夜花火競技／午後６時50分より

販売のお知らせ

全国花火競技大会の一般有料観覧席券の販売方法はインターネット受付、大曲商工会議所会館での直
接販売の２通りとなります。

Ｅ席 定員/6人

1マス/24,000円※

Ａ席 定員/6人

1マス/23,000円

Ｃ席 定員/5人

1マス/15,000円

イス席

1席/3,000円

定員/1人

コンパネ敷き畳2枚分・パイプ組（1.8ｍ×1.8ｍ）

コンパネ敷き畳2枚分（1.8ｍ×1.8ｍ）

堤防斜面の席（2ｍ×2ｍ）

パイプイス１脚

（価格はすべて税込です）

1

※Ａ席６列のうち、後列２列につきましては、パイプ組
みとなるため1,000円アップの24,000円（Ｅ席）と
なります。大曲商工会議所会員、大会関係者専用の抽
選席となり、１事業所３マスまで申込できます。

〈注意〉
インターネットオークションへ出品する
等の転売を試みる行為、転売を前提に購入する
行為は禁止しております。

会員、
関係者
◆申し込み期間：6月3日
（月）
〜7日
（金）
◆

（受付時間：9：00〜17：00）
申し込み期間終了後、変更はできませんので、
あらかじめご了承ください。すべて買い取りと
なります。

《申込方法は次の２通り》
インターネット受付（ローソンチケット専用ホームページで受付します。）

先着順での販売となりますので予めご了承ください。
なお、
席の指定、
お申し込み後の変更、
返金、
キャンセルは一切お受け出来ませんのでご注意ください。
●受付期間
●販売方法

2019年６月７日（金）10時〜６月27日（木）23時まで
インターネット受付による先着順販売（専用ページ）
※抽選ではなく、先着順での販売となります。
受付期間内でも予定販売数になり次第終了となります。
●受付URL ローソンチケット http://l-tike.com/event/oomagari-hanabi/
イープラス http://eplus.jp/oomagari-hanabi/（ベンチ席のみの販売）
●販売桟敷 Ａ席・Ｃ席・イス席のいずれか１種類１人２マス（イス席は最大10席）まで
●決済方法 クレジット即時決済、コンビニ店頭支払い
【お問い合わせ先】
●テレドーム
TEL 0180-993-667 （期間 4/1〜8/31）
●ローソンチケットオペレーター TEL 0570-063-050 （期間 4/1〜8/31 10時〜18時）

秋田県大仙市角間川町字四上町7番地
TEL 0187-73-6778 FAX 0187-73-6788
URL http://www.daidoiryo.co.jp
e-mail:info@daidoiryo.co.jp
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2 大曲商工会議所会館で直接販売
2,000人の方に販売します。
◆対象 高校生以上の方
◆販売日時 2019年７月７日（日）午前８時頃抽選後、販売
●受付終了時間までに来場された全ての方を対象に抽選を行います（先着順ではありません）。
午前８時以降は受け付けできませんのでご注意ください。
◆会場 大曲商工会議所会館
●観覧席券購入のための場所取りや会場周辺への路上駐車を禁じます。
●抽選後、当選者のみ大曲商工会議所会館内で販売。なお、来場者2,000人に満たない場合、抽選は行
わず、全員当選といたします。
◆購入制限 Ａ席・Ｃ席・イス席のうち１種類を１人３マス（イス席は10席）まで。

観 覧 会 場 のご案 内
有料自由エリアに入場の際は、
環境整備協力金として、
入場料1,000円が必要となります。
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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
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※第93回大会からチケット確認は
観覧会場外で行います。
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
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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
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ふるさと起業家応援補助金
令和元年5月10日
（金）
から6月14日
（金） ※締切日17：00必着

募集期間

起業や新分野への事業展開に要する経費の一部を、クランドファンディング型のふるさと納税により集めた寄附金
をもとに補助します。

【制度イメージ】
寄付者

ふるさと納税（寄付）
応援したい起業家を選択

県

寄付金に応じた補助
＋上乗せ補助

起業家等

お礼品（試供品、新商品、体験チケット等）
※総務省による「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定」の可否は5月中旬頃の告示予定となります。

対象者

補助率及び補助金額

○県内で新たに起業する者又は起業して間もない者（起業後
5年以内）
○県内の中小企業者（個人を含む）で、新たな業種に事業展開
する者
※一部の業種は対象外となりますので、詳細は「ふるさと起業家応援
事業費補助金実施要領」をご確認ください。

対象事業

内訳
補助率
補助上限額
①寄付金に応じた補助 10/10 寄付金
（目標額目安100万円〜200万円）
②上乗せ補助
1/2
①と同額
（上限100万円）
※補助金額は、①と②の合計額です。
※上乗せ補助は、事業拠点開設費にのみ充てることができます。

補助対象期間
交付決定日から令和2年3月31日まで

○地域資源を活用した事業

【例】地域の特産品、建造物、自然、景観等を活用した事業

○地域課題の解決に資する事業

【例】買い物弱者支援子育て支援まちづくり推進

※【例】はあくまで一例です。対象事業となるかは、下記窓口までお問
い合わせください。

※事前着手届を提出した場合は、交付決定日前に事業に着手するこ
とができます。

クラウドファンディング型ふるさと納税とは

ふるさと納税の使い道（事業）を明示したうえで、事業に共感す
る者からふるさと納税（寄附）を募ること。

攻めのサービス産業等応援事業補助金
募集期間

令和元年5月14日
（火）
〜6月14日
（金） ※締切日

午後5時必着

新規性の高い非製造業の取組に要する経費の一部を最大500万円まで補助します
対象者
秋田県内に事業拠点を有し、かつ県内で1年以上事業実績が
ある中小企業者

※一部の業種は対象外となります。詳しくは実施要領をご確認くだ
さい。

対象事業
製造業以外であって、自社の強みやIoT等の先進技術を活か
した次のいずれかに該当する新規性の高い事業
①新商品・サービスの開発、生産、販売
②サービス提供までのプロセス改善等による生産性向上
③新分野進出

※新分野進出とは、産業分類の細分類を超えて行う取組のことです。
※補助金の交付決定後（7月下旬以降）に実施する取組が対象です。

補助率等
区分
①中小企業者（②に該当する者を除く）
②小規模企業者又はベンチャー企業者

補助率 補助上限額
1/3以内
500万円
1/2以内

※小規模企業者とは、応募時点で主に商業・サービス業を営んでいる
場合は従業員が5人以下その他の場合は従業員が20人以下の企業
です。

補助期間
交付決定日から12か月以内
【詳細・お問い合わせ先】
秋田県産業労働部商業貿易課 商業・創業支援班
〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号（県庁第2庁舎3階）
TEL：018-860-2244 FAX：018-860-3887
Email:com-tra@pref.akita.lg.jp
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青年部だより

通常総会を開催

（木）
大曲エンパイヤホテル
４月11日
において、2019年度大曲商工会議所青
年部通常総会が開催され、提出された
議案はすべて可決承認されました。
2019年度青年部三役は次のとおりで
す。
会 長 木村 勝幸
新任（㈱木村土木）
副会長 齋藤 健太郎
再任（響屋大曲煙火㈱）
副会長 久米川 和行
新任（㈱和火屋）
副会長 佐藤 渉
新任（ゴシン㈱）
副会長 髙根 聡
新任 （秋田ゼロックス㈱大仙営業所）
専務理事 佐藤 優作
新任（セカンドストリート大曲店）
◆スローガン
The future starts today
（未来は今日始まる）
◆活動方針
１．地域商工業の活性化への取り組
み
２．継続事業を通してのホスピタリ
ティーの充実
３．
YEG活動からのネットワークの
拡充
◆会長所信
華やいだ街の風景。たくさんの店が
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立ち並び、デパートや映画館などもあ
ります。路上では多くの人や車が行き
かい、軽快な音楽と人々の笑顔があふ
れて活気に満ちています。私の頭の片
隅に記憶されている、30数年前の大曲
の情景です。時代とともに我々の生活
は、
より便利に安全に効率化され、
シン
プルで機能的なものになりました。先
人たちの知恵と努力により、現在の快
適な生活環境があることは言うまでも
ありませんし、
もしかしたら、
自分自身
でもあの頃に思い描いていた未来空間
なのかもしれません。
昨年の夏の終わり、
汗と涙に彩られ、
たくさんの人々の情熱で輝いた「第37
回 日本商工会議所青年部 東北ブロッ
ク大会 秋田おおまがり大会」
での花火
を見ました。
感動と安堵感とともに、
開
催準備に奔走したその日までの記憶が
脳裏をかすめ、生涯忘れ得ないであろ
うと思えるほどの衝撃を受けたことを
覚えています。それと同時に、ふと、懐
かしい匂いがしました。沢山の人が集
まり、
汗水流して協力し合い、
人々の笑
顔があふれた瞬間、あの頃の活気に満
ちていた大曲がよみがえったような気
がしたのです。ボタン一つでコミュニ
ケーションも買い物もでき、快適な生
活環境も得られる便利さに慣れてきて、
知らず知らずのうちに無機質になりつ
つある自分自身のライフスタイルに閃
光が走りました。
（未
2019年度、
The future starts today
来は今日始まる）を大曲YEGスローガ
ンとしてスタートします。あの花火に
見え隠れした会員の努力と情熱を素晴
らしい経験として大曲YEGの新たな

［５］

活動基盤にできるよう、
そしてまた、
人
と人との心が通い合い活気に満ちたあ
の日を凌駕する地域空間を創出するこ
とを念頭にこのスローガンのもと活動
してまいります。
事業形態といたしましては、総体的
に事業を通じて得たものをそれぞれの
会員企業への落とし込みを視野に入れ、
それぞれの会員が企業人として活動す
る意義を明確に感じることができる取
り組みを行います。
大きなテーマとしては３つあります。
１つ目は、
≪地域商工業の活性化≫
会員企業間の事業連携や情報交換が
できうる機会をより一層高め、延いて
は地域での事業活動の活性化につなげ
られるよう活動してまいります。
２つ目は、
≪ホスピタリティーの充実≫
大曲の花火に代表される継続事業へ
の参画により、ホスピタリティーを充
実させ、
皆様に喜んでいただける街、
選
んでいただける企業、
安心・信頼のおけ
る人材にそれぞれがよりステップアッ
プできるよう努めてまいります。
３つ目は、
≪ネットワークの拡充≫
他単会、外部団体をはじめとした地
域内外とのネットワーク拡充を図り、
より多角的なビジョンで幅広い活動と、
会員拡大を図り地域により深く根を張
れる活動を行ってまいります。
今一度ここに結集したパワーを地域、
企業、そしてYEGの活動として、活気
あふれるものにできるよう、今までに
経験したことを次世代へと繋げるよう、
今日から始まる未来のために活動する
ことをここに誓い2019年度の所信とい
たします。

文具・ＯＡ機器・スチール家具
株式会社

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

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
秋田県大仙市若竹町二六番一九号
八重寿銘醸株式会社
お酒は二十歳になってから

秋田県知事許可（般―27）第10905号

本

ビジネス秋田

1,272

（内消費税94円）

創業者を紹介いたします

平成31年４月13日に開業した
焼きたてパン ポッポ 代表 小泉 拓也 様と
奥様の佳織 様にお話をうかがいました。
創業のきっかけ
ご主人 私は東京生まれの東京育
ちで、
都内の３店舗で修行
10年間、
をしました。
店長も経験し、
いずれ
は自分の店を持ちたいと思ってい
ましたが、
都内は家賃も高く、
ライ
バル店も多いので、故郷で開業し
たいという妻の夢を叶えるためこ
こで開業しました。
奥 様 私は学校を卒業後、都会
に出ておいしいパンの作り方を勉
強し、地元に戻り開業したいとい
う夢を持って上京しました。縁
あって修業先で夫と知り合い結婚
しました。東京の人と結婚したの
で、秋田でお店を開くのを諦めよ
うかと思いましたが、主人は家族
４人揃って生活し、おいしいパン
を販売出来る場所ならと私の地元
での開業に賛成してくれました。
お店について
奥 様 私の父が大工をしている
ので、今年の１月から改装しても
らいました。以前も食べ物に関係
する店舗だったそうですが、私た

ちの希望通りの内装に仕上げても
らいました。母からも忙しい時は
店を手伝ってもらっているので、
両親に感謝しています。３歳の息
子が蒸気機関車の大ファンで、
「ポッポ」
と言っていることから名
前をつけました。
こだわっていること
ご主人 自家製の天然酵母を使っ
てパンを焼いています。市販の酵
母を使うこともできますが原価が
上がります。おいしくて安全で手
軽な値段の焼き立てを提供するた
めに、今は人件費をかけずに夫婦
で頑張っています。
おすすめ商品
ご主人 私の作るパンではメロン
パンがおすすめです。毎日200〜
午前中で完売
300個を作りますが、
することが多いです。仕込みは３
時頃から始めて夕方６時頃まで行
います。毎日30種類位のパンを焼
いていますが、完売しとても感謝
しています。

奥 様 私はクリームパンです。
自家製カスタードクリームがたっ
ぷり入っています。ここのパンの
サイズはちょうどいいとお客様が
言ってくれます。
今後の夢について
ご主人 今は開店仕立てなので現
在のおいしいパンの提供を維持し
ていくことですが、季節に合った
商品も作って行きたいと思ってい
ます。
奥 様 地域に愛されるパン屋が
夢でした。開店前から看板を見て
楽しみに待っていてくれた方や友
人達、一度購入してくれた方の口
コミでお客様が増えています。あ
りがたいことです。私はパン職人
ですが、お店に出て買いに来てく
れた方とコミュニケーションを取
ることが好きです。今は地元で開
業出来て、毎日お客様に来ていた
だき夢のような感じです。今後も
地元でおいしいパンを作って行き
たいと思っています。

焼きたてパン ポッポ
住所 大仙市大曲花園町5-17
TEL・FAX 0187-67-4155
営業時間 9：00 〜完売次第終了
定休日 月曜日

〈技術と信頼〉
総合建設業・鋼構造物工事業
設 計・施 工

興栄建設株式会社
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

田中電気工業株式会社
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

商工会議所 News

第259号

整理
番号

希望職種

1 ・農業機械整備
2 ・調理

ハローワーク大曲

おおまがり

求職者情報

資格等
職歴・経験等
・農業機械整備1級
・フォークリフト ・酸素溶接 ・長年に渡り農業機械販売整備業に従事
・アーク溶接
・調理師 ・ふぐ調理師
・専門調理師調理 ・技能士

［７］
平成31年5月1日発行
住

所

希望月収

（パートの場合は時給）

・計約30年

大仙市

２０万円

・長年に渡り和食料理人として勤務経験あり

・計約40年以上

大仙市

２５万円

3 ・調理

・調理師

・医療機関において職員及び入院患者の食事作り

・計約13年

大仙市

１５万円

4 ・介護

・ホームヘルパー 2級
・介護福祉士
・介護予防指導士

・介護福祉士として、
特別養護老人ホーム・ショートステイ・小規模多 ・計約12年
機能にて勤務

大仙市

２０万円

5 1.一般事務
2.美容関係

・コーセーメイクレッスン検定1級
・ワープロ検定3級
・美容スタッフとして、店頭での接客、販売からマッサージ、メイク
・日商簿記3級
レッスン、メイクアドバイス、売り場づくり、売り上げ集計、発注、・約16年
・文書処理検定3級
DM発送など店舗マネジメントに従事
・AXESS検定3級
・漢検準2級 ・英検準2級

大仙市

１０万円

★求職者情報に関するお問い合わせは、ハローワーク大曲・紹介部門
※資格等は普免以外の資格を掲載し職歴は最新のものから掲載しています。
担当：保坂まで（☎0187−63−0335）
※求職活動中であることから、
確認時点で既に就職が決まっている場合もありますので、
ご容赦願います。

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

給排水・衛生・冷暖房・空調設備

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

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

［８］

おおまがり
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５〜６月の行事予定

６月の花火のお知らせ

５月

日時
行事
26日（日）第2回商工会議所まつり

約1,000発
6/1（土）
第14回
楢岡さなぶり酒花火
打ち上げ
予 定 数

会場

大曲ヒカリオ広場
大曲商工会議所

29日（水）常議員会

大曲エンパイヤ
ホテル

通常議員 総会
講演会

時間
10：00
13：30
15：00
16：30

６月

1日（土）〜2日 第61回大曲商工会議所野球大会
5日（水）南部地区移動商工会議所

本郷邸

18：00

内小友公民館 18：00

13日（木）内小友地区移動商工会議所

移動商工会議所のお知らせ

田植えも終わって一段落するこの時期に、
豊作を願って打ち上げられます。
地元のおいしい日本酒を
酌み交わしながらの花火鑑賞。
贅沢な時間をお楽しみください。

多数の皆様のご参加をお願いいたします。

場所：南外・梨木田 南外体育館前

6月5日（水）
本郷邸

（秋田清酒株式会社）

午後６時

午後６時

6月13日（木） 別途案内
内小友公民館 いたします

中央・西根地区

午後６時

日時 場所

日時 場所

主催：楢岡さなぶり酒花火実行委員会
お問い合わせ：0187-63-1224

四ツ屋地区

同封の案内を
ご覧ください

内小友地区

（ふれあいパーク）

南部地区
総会終了後

日時 場所

日時 場所

南部地区

6月25日（火）同封の案内を
四ツ屋公民館 ご覧ください
6月26日（水）同封の案内を
ご覧ください
花よし

【編集後記】
今回同封した各種ご案内
第2回商工会議所まつり
大曲エキまつり
5/29 チャレンジデー 2019
6/19 会員事業視察
・各地区移動商工会議所
・プレミアムシート申込書
・秋田県信用保証協会
・秋田県立大曲支援学校
・ポリテクセンター秋田
・
「軽減税率対策補助金」
と
「キャッシュレス・消費者還元事業」
5/26
5/26

3
1

マスコミでは、４月27日から５月６日まで10日間におよぶ大
型連休で、
全国各地の観光地は連日多くの人出で賑わい、
お土産
品や飲食、
宿泊などかなりの経済効果があったと報道している。
昨年12月、地域の民間主導によるまちづくり会社として設立
された
（株）
角間川は、
毎日当番を決め、
旧御三家
（本郷
10連休中、
家･北島家･荒川家）
への観光客の案内をした。
前日新聞報道され
たこともあり予想を上回る来場者で賑わった。
最近、
県内の観光
地では観光客の滞在時間が短く、お土産品等に使用する金額が
年々少なく、
通過型が多くなっていると聞く。
旧ご三家の屋敷群
は一度ご覧になると誰もが当時の繁栄ぶりに度肝を抜かす。ま
た見たい、
来たいという余韻が残る。
今後は、
観光客の滞在時間を長く、
お土産品や飲食などを中心
に地域が活性化できるか。まだ原石に磨きをかけたばかりであ
るが、商工会議所ではダイヤモンドの輝きを出すよう引き続き
（H・I）
支援していきたい。

タ ケ ダ 歯 科

インプラント／ホワイトニング

ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。
秋
秋田
田イ
イン
ンプ
プラ
ラ ント
ント クリ
クリニ
ニック
ック
つの特徴
ぜひ当院へご相談ください。

CTによる
による
画像診断

2

ワンデー
インプラント

エイジングケア

インプラント

料金

インプラント
自由 1本

25万円〜

● ヒアルロン酸エイジングケア …1本

43,200円

ボトックス ……………1ヶ所
1ヶ所 10,800円

※標準的な金額です。
（自由診療）詳細については医師にお尋ねください。

リバーサイドホテル大曲1F

レストランリヴィエールで
お食事はいかがでしょうか！
新しく５品のメニューがランチメニューに仲間入り!!

宴会・女子会など承っております

※ご利用日の前々日まで、ご予約をお願いします。

リバーサイドホテル大曲

お問い合わせ等お気軽にお電話下さい。

〒014 - 0 024 秋田県大仙市大曲中通町2-20 tel.0187- 62- 0115

fax.0187- 62- 0153

一般
歯科
矯正
歯科

来院される方が安心して治療を受けることが
できるよう、安全安心な治療環境の中、高い技 小児
術レベル・深い専門知識・豊富な経験をもつ専 歯科
門医が心をこめて対応致します。

● ホワイトニング …16,200円〜43,200円

各種クレジット・ローン取扱

※標準的な金額です。
（自由診療）詳細については医師にお尋ねください。

3

■大仙市飯田字大道端3-1
■電
話／0187-62-6480
■休 診 日／水曜日・日曜日・祝日
■診療時間／9時〜12時、
14時〜19時
■Ｕ Ｒ Ｌ／ http://www.hiro418.net/

「歯科治療水
安全施設」認定

完全個室のオペ室設置
CAD/CAMシステム導入 !

５月の週替わりランチ

口腔
外科

週替わりランチ950円（税込）

5月12日〜5月18日・
・
・キハダマグロのオリーブオイルレアフライ
〜梅のソース〜
5月19日〜5月25日・
・
・和風ローストビーフ
〜玉葱と実山椒のソース〜

5月26日〜6月1日・
・
・
・
・
・生ハムとモッツァレラチーズの冷製パスタ

ランチタイム

11：00〜（14：00 ラストオーダー）

食事メニューご注文の方は、サラダ、フルーツ、ご飯、お味噌汁、スープ、ジュース、
コーヒーがセルフサービスでご自由にお召し上がれます。

◆￥1,000（税抜）コース
…メイン1皿、デザート1皿

◆￥1,500（税抜）コース

要予約
ランチライム限定

お食事会プラン

…アミューズ1皿、冷菜1皿、メイン1皿、デザート1皿

ディナータイム

◆ハーフバイキング付
◆4名様〜12名様まで

17：00〜（20：30 ラストオーダー）

