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第45回通常議員総会開催
第45回大曲商工会議所通常議員総会が、５月29日
に大曲エンパイヤホテルで議員、参与出席のもと開催
されました。
（会頭あいさつ）
議員、参与の皆様、本日は大変お忙しい中ご出席いた
だきましてありがとうございます。
我々を取り巻く状況は、人口減少が経営課題の一番
中心に重くのしかかっています。働く人が減り、採用が
出来ない等、労働力不足が大変厳しい状況になってい
ます。
こうした中で、会員事業所が様々な経営努力をして
いることに感心をし、会議所としても頑張って行かな
ければと思っています。
本日の日本経済新聞に、日本商工会議所の三村会頭
の「政府が進める最低賃金を３％以上引き上げるとい
う方針に強く反対する。毎年３％以上賃金が上がれば、
地方の中小零細企業は事業の存続自体が危ぶまれる。
全国一律の最低賃金も、地方への影響が大きすぎて
反対である。」という記事が掲載されていました。我々
中小企業にとって人件費の高騰は経営に大きく影響し
ます。三村会頭が、政府に強く反対した記事を読んで、
改めて商工会議所の活動をしていて良かったと思いま
したし、
今後も日商には頑張ってもらいたいと思います。
今年の全国花火競技大会から「日本商工会議所会頭
賞」をいただくことになり、三村会頭からは花火を鑑賞
することを大変楽しみにしているという連絡をいただ
き、会議所として大変に嬉しく思っています。
会議所の役割は地域経済の基盤をつくっていくこと
であります。そのためには交流人口を拡大することを
目指して、様々な事業を実施しなければなりません。
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１番大きな交流人口の拡大は、花火産業構想の四季
の花火を活用して消費の拡大に繋げ、会員の皆さんの
事業に良い影響が出ることであります。
また10月からの消費増税に関連する軽減税率の取扱
についても支援して参ります。
秋田新幹線の防災対策トンネル整備の要望は、これ
まで国に数回陳情しています。ＪＲも実施する方針で
あり、今年の８月に再度、国に陳情に参ります。
６次産業化の推進で取り組んできた「いぶりがっこ」
は、形が整い今年度中に会社を設立し、来年度には工場
の建築やいぶりがっこ生産に向けて今年から研究をし
ていきます。
また、非常に重要な案件として労働者不足に対応す
る外国人労働者の問題があります。外国人就労につい
ては、技能実習制度と、特殊な職種に関わる試験に合格
して労働者として入国出来る２本立ての制度がありま
す。アパレル産業では20年も前から外国人の技能実習
制度に取り組んでおり、蓄積された情報の伝達や、外国
人の採用を考えている会員事業所には専門家を派遣し
て労働力不足に対応して参ります。
本日は平成30年度の事業報告、決算報告の大変重要
な総会です。そのあとは、日本商工会議所の鵜殿裕主席
調査役の講演があります。統計学を駆使し、大仙市がど
ういう状況に置かれているか大変わかりやすく講演し
ていただきます。長時間となりますが、本日はよろしく
お願いいたします。
議案第１号
平成30年度事業報告（案）の承認について
議案第２号
平成30年度収支決算（案）の承認について（監査報告）
議案は全て可決承認されました。

平成30年度一般会計・特別会計収支決算総括表
会 計 名
前年度繰越金
般
会
計
15,642,365
1−1 一
2,299,277
1−2 中小企業相談所 特別会計
439,340
1−3 労働保険事務組合 特別会計
0
1−4 退職給与積立金 特別会計
2,794,274
1−5 商工会議所会館 特別会計
3,867,569
1−6 共 済 事 業 特別会計
0
1−7 特定退職金共済 特別会計
本 部 事 業 部 合 計
25,042,825
14,298,057
2−1 花 火 振 興 事 業 特別会計
合
計
39,340,882

※各会計の差引収支残高（剰余金）は、全額次年度に繰越する。

収入合計
63,102,969
58,918,783
19,885,554
37,314,776
11,590,466
29,350,156
123,447,955
343,610,659
827,648,564
1,171,259,223

自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日（単位：円）

支出合計
45,697,266
56,134,918
19,350,600
37,314,776
8,551,573
25,430,086
123,447,955
315,927,174
787,309,532
1,103,236,706

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！

宴会・女子会など承っております ホテル一泊素泊まり 4,300円〜
※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
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fax.0187- 62- 0153

単年度収支
差引収支残高
1,763,338
17,405,703
484,588
2,783,865
95,614
534,954
0
0
244,619
3,038,893
52,501
3,920,070
0
0
2,640,660
27,683,485
26,040,975
40,339,032
28,681,635
68,022,517

６月の週替わりランチ

週替わりランチ950円（税込）

6月16日〜6月22日・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ポルケッタ

ハーブ香るローストポーク

6月23日〜6月29日・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・シチリアーナ

揚げ茄子と魚介のトマトソースパスタ

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、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）
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新参与からのあいさつ
「一緒に地域の元気創造を！」
この４月から仙北地域振興局長として赴任いたしま
ただいていることに敬意を表しま
した佐藤です。久しぶりの大仙市大曲での勤務となりま
す。
す。前回は、２年間の勤務でしたが、着任早々、懐かしい
県政の最重要課題は「人口減少」
顔ぶれの訪問を受けたり、会議などの場で再会を果たし、 にあり、特に社会減を抑制し、地域
旧交を温めますと、やはり当時の懐かしい思い出がよみ
の活性化・振興を図ることが必要
秋田県仙北地域
がえります。年中花火の打ち上がるこの大仙市だからこ
であると認識しており、当地域振
振興局 局長
そ、明るい人に囲まれ、
その絆も深い、そのような印象を
興局としても、人や産業の流れを
佐藤 暢芳
感じております。
当地域に呼び込み、元気を創造す
さて、大曲商工会議所、そして会員の事業者の皆様に
る取組について、大曲商工会議所をはじめとする関係機
おかれましては、日頃より、当地域の商工業振興と雇用
関の皆様と一緒になって進めていく所存です。
促進の面から、県事業に御協力を賜り、心から感謝を申
結びになりましたが、大曲商工会議所の益々の御発展
し上げます。また、近年では、大仙市花火産業構想やいぶ
と皆様の御健勝を御祈念申し上げ、挨拶とさせていただ
りがっこの産地化など、当地域のブランド力強化や交流
きます。
人口の拡大にも繋がる取組にも先頭に立って、御尽力い

「きらりと輝き、未来に羽ばたく大仙市へ」
この度、大曲商工会議所参与に就任いたしました大仙
市副市長の佐藤です。
日頃より、大曲商工会議所、そして会員の皆様には、本
市商工業振興の推進をはじめ、市政運営に対し特段のご
理解とご協力をいただいておりますことに、この場をお
借りして心から感謝申し上げます。
いよいよ新たな時代「令和」が幕を開けました。皆様も
心機一転、新たな目標に向かって日々ご活躍のことと存
じます。大仙市といたしましても、この大きな節目を機
に、次なるステージに飛躍し、大きな「希望の花」を咲か
せることができるよう、老松市長のリーダーシップのも
と、
「明日の大仙を拓く新たなチャレンジ」をさらに進め
ているところであります。
こうした中、地方創生の中核のひとつでもあります
「花火産業構想」は、この４月から第Ⅱ期構想がスタート
し、益々機運が高まっております。大曲商工会議所をは

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

じめとした商工団体の皆様とスク
ラムを組みながらぜひとも成功さ
せ、地方創生の実現に繋げてまい
りたいと思っております。
大仙市では「市の鳥」をカワセミ
大仙市副市長
と定めております。カワセミは「水
辺の宝石」とも呼ばれ、雄大な雄物
佐藤 芳彦
川の畔で発展する本市をイメージ
しております。このイメージを具現化すべく、
「大曲の花
火」をはじめ魅力的な地域資源を大切に育みながら、皆
様とともに様々な活性化策に取り組み、きらりと輝き、
未来に羽ばたく大仙市を目指してまいりたいと思って
おります。皆様からのご理解とご協力をお願い申し上げ
ますとともに、大曲商工会議所のご発展と会員各位のご
活躍をご祈念申し上げまして、就任の挨拶とさせていた
だきます。
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「地域とともに歩む郵便局」
大曲郵便局長として着任しました髙橋伸公と
2019年４月１日に、
申します。
前任局は宮城県の角田郵便局です。
実は、
前任局がござ
います角田市はＪＡＸＡ
（宇宙航空研究開発機構）があり、町の公
園内にＨ−Ⅱロケット（実物大）が建てられていました。勤務場所
から毎日、
空を見上げておりました。
いみじくも花火の街、
大曲が
赴任地となったことは何か繋がりがあることかなと感じています。
私の出身地は、
岩手県盛岡市でございます。
盛岡中央郵便局採用
から、
東北６県を転勤しておりまして、
４県目の初の秋田県勤務と
なりました。
学生時代から岩手県人は夏の海水浴は、
三陸の宮古へ
行くも、
秋田へ行くもほぼ同じ時間でしたので秋田へ来る割合が
高かったと思います。
ただ、
大曲地域には入らなかったと記憶して
います。
15 〜６年前までは大曲の花火大会にも来ておりましたが、
着任して新たな気持ちで花火を堪能したいと思っています。
単身
赴任が多いことから、
おのずと各地の名所を見ながら温泉巡りが
趣味のようになりました。
当局の職員に聞きますと随分と温泉が
あるということなので楽しみにしております。
弊社の状況について、2018年度決算では日本郵便株式会社の決
算は大きな成果があった１年となりました。
物流業界の労働力不
足からの、
利益率を考慮した運賃、
郵便料金の値上げ等によるもの
です。
ただし、
金融部門では長引く超低金利とかんぽ生命の保有件
数減と楽観できない状況です。
郵便物の減少と、
ネット通販による
荷物増により郵便・物流部門の変革を余儀なくされています。
私が経験した事例を一つ紹介いたします。
ご存
2011年３月11日、
じのとおり東日本大震災が発生しました。
当時、
私は遠野郵便局に
勤務していました。遠野は被災地である釜石・大船渡・陸前高田か
ら１時間弱の地域でした。
津波の被害はなかったのですが、
後方支

援の拠点として自衛隊・警察等の部署が
設置されていました。当然、弊社も遠野
を起点として被災局への援助に奔走し
ていました。
自治体からの支援物資の運
搬にも協力しておりました。
全国から支
援者が集まり普段にはない人が滞在し
ておりました。
弊社では郵便配達業務を
１週間後の３月18日に再開することと
日本郵便株式会社
なりました。私は釜石の支援で、地元の
大曲郵便局 局長
郵便局員と一緒に避難所への郵便配達
に行きました。そこで目にした光景は、
避難所で一人のお客さまが郵便配達員
に気付くと次から次へと、
「郵便屋さん、無事だった？なんかほっ
とするな。
」
といった声がけしていただける。
これこそが、
地域のみ
なさんに必要とされている仕事であることを実感しました。
「顔で
配達できる」は弊社の強みであることも実感いたしました。毎日、
弊社社員が皆様のお宅・会社へ訪問いたします。
地域の皆様に愛さ
れる社員の育成が自分の仕事であると思っております。
会員の皆
様からのご指導、
ご鞭撻よろしくお願いたします。
弊社は2021年に創業150周年を迎えます。明治４年の創業以来、
郵便局は地域の中心にあり、
お客さまの生活を支え、
地域の発展に
貢献してまいりました。これからも、郵便局のネットワークで、ユ
ニバーサルサービスを維持しつつ、
トータル生活サポート企業と
して地域に貢献する所存でございます。
そのためにも、
大曲郵便局
社員育成に努めてまいります。
会員の皆様どうぞよろしくお願い
いたします。

髙橋

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
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

伸公

横手商工会議所会館4F
© 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
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「第２回商工会議所まつり」開催
「第 ２ 回 商 工 会 議 所 ま つ り」を ５ 月26日（日）

11のコーナーが設けられました。

大曲ヒカリオ広場と大曲商工会議所会館を会場

「販売コーナー」では27店舗が出店し、焼きそば

に開催しました。当日は晴天にも恵まれ約3,500

やお好み焼き、スイーツなどの会員企業自慢の

名が来場し賑わいました。

商品を買い求める多くのお客さまで賑わいました。

昨年に引き続き、
「 体験」、
「 展示」、
「 販売」の３

「 大曲エキまつり」と同時開
２回目の今回は、

つのコーナーを設け、各会員企業が自社製品な

催による相乗効果もあって、駅とヒカリ オ広場

どをＰＲしました。

を行き来する多くのお客様に楽しんでいただけ

「体験コーナー」では木工品や花火玉の製作、

ました。

マッサージ体験、電子決済体験など14店舗が出

会場に設けられた特設ステージでは大曲駅前

店しました。予約制の体験コーナーは全て満員

こども園の園児による歌とダンス、ＪＲ吹奏楽部

大盛況となりました。

に よ る 演 奏、ペ ア ー レ 大 仙 の コ ー ラ ス、子 ど も

「展示コーナー」ではテーラーメイドカー、自

クラシックバレエ、フラダンス、ヒップホップの

衛隊の軽装甲機動車などの働く車のほか、各事

各教室の生徒による発表がおこなわれステージ

業所が製作している工業製品や工芸品を紹介する

を盛り上げました。

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

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
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「大曲の花火」第93回全国花火競技大会

出店申込みのお知らせ
大曲商工会議所では、市内で商売をされている方で、全国花火競技大会観覧会場内に出店を希望される方の申し込みの受付を
いたします。

◆受付期間
令和元年６月２１日（金）から２８日（金）
午前９時から午後５時まで（土・日を除く）

◆申し込み方法
下記掲載の書類を受付期間中に大曲商工会議所花火振興
事業部へご持参または郵送にてお申込みください。

※申込み書類は大曲商工会議所花火振興事業部に準備しております。
１．出店申込書／全項目記入、押印、証明写真２枚（１枚書類に
貼付、１枚をクリップで添付）
２．身分証明書／申請者の運転免許証か健康保険証の写し
３．補助従事者名簿／当日、販売に従事する補助従事者がいる場合
提出。全項目記入。
４．保護者同意書／補助従事者が１８歳未満の場合必要
５．誓約書／全項目記入、押印

◆店舗規模及び出店料
１コマ（３.６m×３.６m）３万円
◆出店場所
大曲花火大橋側出店エリア
《注意事項》
※申請者・営業補助者ともに秋田県在住の方に限ります。
※証明用写真はスナップ写真不可・記載の寸法（縦４㎝×横３㎝）
に合わないものは受付しません。
※補助従事者名簿・保護者同意書が足りない場合は各自コピーし
て使ってください。
※「出店申込に際しての注意事項」を熟読してお申込みください。

◆選考方法
選考委員会の選考により出店を許可いたします。

※但し、出店数に限りがありますので、多数の場合はお断りする
場合があります。

（担当：茂木、五十嵐）
【問い合わせ・申し込み／大曲商工会議所 花火振興事業部】〒014-0027 大仙市大曲通町1-13 ☎0187-88-8073

観覧会場のご案内
▲
雄

→

物

→

→

通

橋

E席
（会議所会員関係各位）

大会本部

神

露店

露店

プレミアム
シートエリア

姫

席

有料観覧自由エリア

Ａ

川

パイプ
イス席

ベンチ席

路
緑地帯

Ｃ
メロン
ロード

②

パイナップル
ロード

③

オレンジ
ロード

④

堤

席
防

バナナ
ロード

★

道

路

⑤

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。

★

⑦

⑥

姫神橋
ロード

Ａ席
Ｅ席
ベンチ席
Ｃ席
パイプイス席
車イス席
有料観覧自由エリア
大会本部 ★ 当日入場券販売所
露店
緑地帯
チケット確認ゲート
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

⑧

アップル
ロード

秋田方面
▼
大曲駅方面

横手方面
▼
大仙警察署方面
花火大橋
ロード

最前列は２列に
変更となります。

花火打上会場
（立入禁止）
→
有料観覧自由エリア

図

曲 花 火 大 橋

場
★

大曲ＩＣ方面
大
由利本庄方面

会
①

※第93回大会からチケット確認は観覧会場外で行います。
チケットがなければ、
入場できませんので、
ご注意ください。
①〜⑧がチケット確認ゲートとなります。

1,272

（内消費税94円）
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第61回大曲商工会議所野球大会

優 勝 ㈱タカヤナギチーム

第61回大曲商工会議所野球大会が６月１日から２日の２日間にわたり、中川原グラウンドで
開催されました。
23チームの申込により熱戦が繰り広げられ、㈱タカヤナギチームがみごと２回目の優勝旗を
手にしました。おめでとうございます。成績と個人賞は次のとおりです。
優
勝
準 優 勝
３
位
３
位
ベスト８

㈱タカヤナギチーム
丸茂グループチーム
アネスト岩田チーム
興栄建設㈱チーム
大曲施設興業ＢＣチーム
㈱県南環境保全センターチーム

ベスト８

㈱ホクエツ秋田大曲工場チーム
フルヤモールドチーム

最優秀選手賞 中川
打
撃
賞 藤澤
敢
闘
賞 高橋

翼さん（㈱タカヤナギチーム）
雅也さん（㈱タカヤナギチーム）
和哉さん（丸茂グループチーム）

初優勝を成し遂げた 中川監督へのインタビュー

敢闘賞

丸茂グループ

高橋

和哉さん

打撃賞

㈱タカヤナギ

藤澤

雅也さん

最優秀選手賞
㈱タカヤナギ

中川

翼さん

中川 陽介 監督
㈱タカヤナギ

苦しい試合が多く大変だった
が、
若い力が頑張ってくれました。
特に大曲施設工業さんとの
準々決勝はスペシャルゲームま
でもつれる接戦となり厳しかっ
たです。
来年は優勝チームとして連覇
できるように頑張ります。

本大会実施にあたりまして、主管である大曲商工会議所青年部の皆様や秋田県野球協会審判部並び
に関係各位のご協力をいただきました。ありがとうございました。
結果トーナメント表は会議所ホームページで、ご覧になれます。 大曲商工会議所

検索

〈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

新職員の紹介

７月の花火のお知らせ

7/6（土） 花火通り商店街七夕花火

花火振興事業部 観覧会場課

打ち上げ予定数 すがすがしい初夏にふさわしい花火大会。
子どもたちが

約500発

五十嵐

短冊に託した夢を花火で表現します。

場所：丸子川 丸子橋上流
主催：花火通り商店街

お問い合わせ：0187-63-2558

7/6（土） 第38回協和七夕花火

打ち上げ予定数 30数年前に復活した天王まつりに地元の有志が10発ず

約1,800発 つ持ち寄って上げたのがはじまり。
全国では珍しい女性
花火師の競技大会等、
毎年新しい企画が飛び出します。

職 員 異 動 の お知らせ

場所：協和船岡字上宇津野地内
主催：協和七夕花火実行委員会

お問い合わせ：018-892-2111

佐々木

7/12（金）秋田県立大曲支援学校
打ち上げ予定数
第28回七夕花火会
約300発

６月

場所：大曲支援学校地内駐車場

お問い合わせ:0187-68-4123

今回同封した各種ご案内
７月

7/19 消費税率引き上げに伴う会社・お店の注意点と実務対策
7/24 消費税率引き上げ、
軽減税率制度の概要について
7/30 キャッシュレス決済中小事業所の取組み方

希望職種

資格等

1 ・製造
2 ・事務・営業

・FP2級
・宅地建物取引士
・大型・大型特殊 ・高所作業車
・不整地運搬車 ・車両系
・刈払機作業従事者
・危険物甲種 ・有機溶剤作業主任者
・特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任
・フォークリフト運転技能講習
・クレーン運転特別教育 ・QC検定3級
・液化石油ガス設備士 ・第二種販売主任者
・危険物乙四種 ・第二種電気工事士

3 ・土木作業員
4 ・品質管理
5 ・製造

日時
行事
会場
時間
19日（水）第93回全国花火競技大会記者会見
会議所
11：00
㈱IMI
会員事業視察HACCPの取組義務化に
15：00
ポルミート
向けた視察研修
23日（日）珠算検定
会議所
25日（火）四ツ屋地区移動商工会議所
四ツ屋公民館 18：00
26日（水）中央・西根地区移動商工会議所
花よし
18：00
27日（木）常議員会
会議所
10：00
7日（日）第93回全国花火競技大会有料観覧席直接販売 会議所
8：00

５月は改元によるお祝いムードが国内に広がっていた。会議所では
重要な各会議も無事終了した。総会で会議所の役割は、交流人口を拡大
して、地域経済の基盤をつくっていくことだと会頭が述べた。そのこと
を肝に銘じ、令和元年度の事業を実施していきたい。
（Ｅ・Ｓ）

ハローワーク大曲

・第一種電気工事士 ・2級計装士
・危険物取扱者
（丙種〜乙種1〜6類）

花火振興事業部
事業推進課

【編集後記】

・会員企業短期経済観測調査のお願い
・厚生労働省秋田労働局からのお知らせ
・ポリテクセンター秋田からのお知らせ

整理
番号

本部事業部
共済推進課

智仁

６〜７月の行事予定

寄宿舎生手作りの地域との交流会です。
地元花火師さん
の打ち上げ花火と踊りや出店で夏の一夜を一緒に楽し
みませんか。
ご来校をお待ちしております。

主催:秋田県立大曲支援学校寄宿舎

章宏 です。

6月より花火振興事業部観覧会場課に配属
となりました。1日でも早く、会員様のお役に
立てるよう、
また、
花火事業の一翼を担えるよ
うに頑張ります。
よろしくお願いいたします。

求職者情報

令和元年6月1日発行

職歴・経験等

住

所

希望月収

（パートの場合は時給）

・住宅の屋内配線工事
・農業用ハウスの空調制御
・デジカメフレームを加工するための加工機の組立設計
・住宅販売、土地紹介
・金融機関で個人ローン・投資・保険商品の販売 ※地元就職希望

・計約11年

美郷町

２０万円

・計約3年

美郷町

２０万円

・一般土木作業、
クレーン玉掛、
バックホー、
ダンプ運転手
※Aターン

・計約12年

大仙市

２５万円

・医薬品原料や農薬、半導体の原料やリチウムイオンバッテリー原料等
の開発、各種分折機器の取り扱い
・約8年
※Aターン

美郷町

１５万円

・電気通信作業（現場での工事・LAN配線作業・機器入替え等）
・ガス会社において作業・営業

大仙市

１６万円

・計約7年

★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。

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

3
1

インプラント／ホワイトニング

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

タ ケ ダ 歯 科

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

自由 1本 インプラント 25万円〜
診療
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。

エイジングケア
料金

インプラント

3

「歯科治療水
安全施設」認定
● ホワイトニング …16,200円〜43,200円
● ヒアルロン酸エイジングケア …1本
● ボトックス

43,200円
……………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。

■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/

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。

完全個室のオペ室設置
CAD/CAMシステム導入 !

口腔
外科

