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インプラントインプラント
自由
診療
自由
診療 1本

インプラント25万円～インプラント25万円～
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。 ※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。

エイジングケアエイジングケア
ホワイトニング
ヒアルロン酸エイジングケア
ボトックス

…16,200円～43,200円
…1本 43,200円

……………1ヶ所 10,800円

タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック
タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック
■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/

CAD/CAMシステム導入!CAD/CAMシステム導入!
完全個室のオペ室設置完全個室のオペ室設置
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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
術レベル・深い専門知識・豊富な経験をもつ専
門医が心をこめて対応致します。

information
O M A G A R I   H A N A B I

有料観覧席ご購入のお客様へのお願い
第93回大会から観覧席券（入場券）確認は観覧会場外で行います。観覧席券（入場券）がなければ入場
できませんので、ご注意下さい。　ゲート①～⑧　が観覧席券（入場券）確認ゲートとなります。

「大曲の花火」 安全部会 安全部会管理の駐車場情報を
迅速配信（満空・混雑・閉鎖）

有料自由観覧エリア入場券・
プレミアムシートエリア
イス席 販売所
午前11時～なくなりしだい終了

第93回 全国花火競技大会
2019年8月31日（土）開催

有料観覧席ご購入のお客様へのお願い

当日チケット販売所のご案内当日チケット販売所のご案内

有料自由観覧エリア入場券・
プレミアムシートエリア
イス席 販売所

当日券
中央公園駐車場

有料自由観覧エリア入場券・
プレミアムシートエリア
イス席 販売所
午前９時～なくなりしだい終了

有料自由観覧エリア入場券・
プレミアムシートエリア
イス席 販売所
午前9時～なくなりしだい終了
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リバーサイドホテル大曲
〒014-0024 秋田県大仙市大曲中通町2-20  tel.0187-62-0115   fax.0187-62-0153

お問い合わせ等お気軽にお電話下さい。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。

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 ※ご利用日の前々日まで、ご予約をお願いします。

８月の週替わりランチ８月の週替わりランチ 週替わりランチ950円（税込）

8月4日～8月10日・・・・・・冷やしすだち蕎麦と野菜の天ぷら
8月11日～8月17日・・・八幡平ポークのしゃぶしゃぶ
8月18日～8月24日・・・白身魚のイタリアンソテー  ～バジルとトマト2種のソース～
8月25日～8月31日・・・手羽元とたっぷり野菜のスープカレー
9月1日～9月7日・・・・・・・・・スパゲティ ペスカトーレ

ランチタイム 11：00～（14：00 ラストオーダー）

ディナータイム 17：00～（20：30 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。
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
…アミューズ1皿、冷菜1皿、メイン1皿、デザート1皿

お食事会プラン
ランチタイム限定
お食事会プラン
ランチタイム限定

お食事会プラン
ランチタイム限定 要予約

◆ハーフバイキング付
◆4名様～12名様まで

プレミアムシートエリア
イス席販売のお知らせ！
プレミアムシートエリア
イス席販売のお知らせ！
プレミアムシートエリア
イス席販売のお知らせ！

公式Ｔシャツ
〈黒×青・黒×赤〉
公式Ｔシャツ
〈黒×青・黒×赤〉

公式フェイスタオル
〈ソラ色〉

第93回全国花火競技大会 公式グッズ販売第93回全国花火競技大会 公式グッズ販売

公式缶バッジ
〈ソラ・黒〉

第 93 回 全 国 花 火 競 技 大 会

プレミアムシートエリア
イス席販売のお知らせ！
プレミアムシートエリア
イス席販売のお知らせ！
観覧会場のど真ん中で最高の花火を鑑賞できる !
販売期間 2019年8月1日（木）～2019年8月30日（金）

営業時間：9：00～17：00　※土日・祝日除く
　 当日も左図のとおり３ヶ所で販売します！

販売場所 大曲商工会議所２階　花火振興事業部窓口
販売価格 8,000円（税込）

【お問い合せ】 大曲商工会議所 花火振興事業部
〒014-0027 大仙市大曲通町1番13号
TEL：0187-88-8073　FAX：0187-66-2873

会員・関係者の皆様へ会員・関係者の皆様へ

3,000円（税込）3,000円（税込） 1,500円（税込） 250円（税込）
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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

秋田新幹線防災対策トンネル整備
促進期成同盟会総会・シンポジウム開催
　７月26日（金）にグランドパレス川端において、
秋田新幹線防災対策トンネル整備促進期成同盟会

の総会とシンポジウムが開催されました。

　総会には会員約40名が出席し、平成30年度の会
務報告、今年度の事業計画や予算について審議が

行われました。

　総会終了後、260名の皆様が参加し、３名の大学教
授からト

ンネル整

備の重要

性とその

効果につ

いて講演

をお聞き

しました。

　秋田新

幹線の田

沢湖から

赤渕の間、

約15キロ
メートル

のトンネ

ルが整備

されると

自然災害による運休や遅延がなくなり、安定運行

による地域経済活性化に対する大きな効果が期待

できます。

　８月７日（水）、佐々木会頭は老松大仙市長をは
じめ関係機関の方々と、要望活動のため国やＪＲ
本社等を訪問いたしました。

　８月１日会議所において、日本
郵便株式会社東北支社よりオリ

ジナルフレーム切手の発売を記

念して、贈呈式が行われました。

　十文字郵便局の堀田局長より

佐藤副市長に、大曲郵便局の高橋

局長より元吉専務理事に手渡さ

れました。

　今回のフレーム切手には、大仙

市提供の花火写真と大仙市内の

アマチュアカメラマンの作品が

デザインされています。

　フレーム切手は、８月１日から
82円切手10枚をセットにして、
１シート1,300円、1,200シート限
定で発売中です。

オリジナルフレーム切手
「大曲の花火」贈呈式
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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

詳しくは商工会議所または保証協会へ

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

大曲支所  ℡ 0187-63-1811 

信用保証と経営支援で秋田の企業を応援します

光プロダクション©

秋田銀行大曲支店
支店長

舘岡　新

東日本旅客鉄道㈱
大曲駅長

奈良　隆模

新参与からのあいさつ

　７月よりＪＲ大曲駅に勤務しております奈良隆模
（ならたかのり）です。平素は大曲駅をはじめＪＲ東日本
をご利用いただきまして心より感謝を申し上げます。

　この度、前任の後を引き継ぎ大曲商工会議所参与を仰

せつかりました。皆様のご期待にお応えできるよう、そ

して地域の発展のために精一杯務めさせていただきま

すので、よろしくお願いを申し上げます。

　大仙市（大曲）は、昭和44年にわずか１年ではあります
が、小学生時代を過ごした思い出の地であり、それから

半世紀が過ぎ改めてこの地にお世話になることを「大切

なご縁」として感慨深く感じております。

　世界はＩＯＴやＡＩ等の急速な発展により第４次産
業革命を迎えるとともに、開催まで１年を切った「東京
オリンピック・パラリンピック」を契機に大きな転換期

に突入し、自動運転技術やロボッ

ト技術などにより私共の生活や仕

事の環境も大きく変わってまいり

ます。

　ＪＲ東日本では将来に向けたさ
まざまな技術開発により、鉄道を

基盤として地域の皆様とともに

「心豊かな生活」の実現に取り組ん

でまいります。ここ大仙地域としても間もなく開催され

る全世界に誇る「大曲の花火」をはじめ、多くのお客さま

にお越しいただける「心豊かな街」として、地域の皆様と

連携強化のもと「輝く未来に向けて」取り組んで参りま

すので、よろしくお願いを申し上げます。

「輝く未来に向けて」

　７月16日より秋田銀行大曲支店に着任いたしました
舘岡と申します。

　このたび、大曲商工会議所の参与というお役目を仰せ

つかり、身の引き締まる思いです。

　職業柄、これまで転勤により県内外の各地を回ってき

ましたが、大曲での勤務は初めてとなります。一日も早

く当地の一員として認めていただけるよう努めてまい

りたいと考えております。

　着任以降、多くの方々とお話しさせていただいており

ますが、皆さまが「大曲の花火」に強い誇りを持たれて、

花火という大きなブランドを中心として地域を盛り上

げていこうとしているお姿を拝見し、地域の力強さ、将

来性を強く感じております。

　「地域共栄」を経営理念としてい

る弊行は今年創業140周年を迎え
ましたが、地域の活性化に貢献し、

地域に認められる存在であり続け

ることを目指す姿勢は今後も変わ

ることはありません。

　私自身も微力ではございますが、

職責を果たせるよう、そして皆さまのお役に立てるよう

全力で務めさせていただく所存ですので、ご指導・ご鞭

撻のほどよろしくお願い申し上げます。

「地域の一員として」
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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

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



〈技術と信頼〉
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

興栄建設株式会社
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
ＦＡＸ

（0187） 63－2233
（0187） 63－2236

1,272
（内消費税94円）

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

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

整理
番号

1
希望職種 資格等 職歴・経験等 希望月収

（パートの場合は時給）住　所
ハローワーク大曲　求職者情報 令和元年8月1日発行

★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
担当：保坂まで（☎0187－63－0335）

・営業及び販売員（タイヤの販売、取り付け作業等）
・サービス業（冠婚葬祭業においてセレモニースタッフとして勤務）・営業職 大仙市 ２０万円・約2年

・約1年・普通自動車免許
・8t限定中型自動車免許
・臨床検査技師2 ・臨床検査技師（法人内の病院、クリニックにて勤務）・臨床検査技師 美郷町 ２０万円・約18年

3 ・保育士（県内の院内保育園、東京都内の認可保育園にて勤務）・保育士 大仙市 １３万円・約3年・普通自動車免許（AT限定）
・保育士

4
・事務職（仕入入力、物品管理、運行管理者補助として点呼業務、　
来客電話対応等）
・金融事務（融資業務・渉外業務、貯金・出納業務等）

・事務職 美郷町 １５万円
・約3年

・約10年

・8t限定中型自動車免許
・第一種衛生管理者　・FP3級
・運行管理者資格証（貨物）

5
・重機オペレーター
・コンクリート製品の製造
・鉄骨の溶接、切断等

・建設業
・製造業 大仙市 １５万円

・約3年
・約2年
・約4年

・大型自動車免許 ・車両系建設機械
（整地等） ・小型移動式クレーン
・クレーン運転特別教育 ・玉掛け業
務技能講習 ・フォークリフト運転技
能者 ・不整地運搬車特別講習

※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。
※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。
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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

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

　８月に入って夏の風物詩でもある行事が各地で始まっ
ている。
　「大曲の花火」は第90回大会から最終土曜日となったが、
今年初めて第５土曜日となり、８月の最後を飾る31日の
開催となる。
　この時季になると天気が気になる。近年の異常気象で
厳しい暑さが続いているが、体調管理にも十分気をつけて、
今年も晴れることを祈り万全を期して臨みたい。（Y・N）

【編集後記】

サービス業部会役員会

大曲の花火ウィーク

大曲の花火ウィーク

第93回全国花火競技大会

大曲の花火ウィーク

第93回全国花火競技大会 表彰式

常議員会

（月）

（日）

（金）

（土）

（日）

（水）

（金）

19日

25日

30日

31日

1日

11日

13日

会議所

会議所

花火通り商店街各所・
丸子橋特設会場

花火通り商店街各所・
丸子橋特設会場

「大曲の花火」
公園

花火通り商店街各所・
丸子橋特設会場

大曲エンパイヤ
ホテル

大曲エンパイヤ
ホテル

12：00

17：15

10：00

13：30

10：00

日時 行事 会場 時間

８・９月の行事予定８・９月の行事予定

８
月

９
月

８・９月の行事予定 ８・９月の花火のお知らせ
第93回
全国花火競技大会

場所：大仙市大曲雄物川河畔
主催：「大曲の花火」実行委員会
お問い合わせ：0187-88-8073（大曲商工会議所 花火振興事業部）

8/31（土）
打ち上げ予定数
約18,000発
全国から選び抜かれた花火師さんが日本一を目指し、精魂こめて
製作した作品を打ち上げます。厳正な審査のもと、内閣総理大臣
賞をはじめ、数々の褒賞が授与される競技大会です。

第40回神岡南外花火大会

場所：中川原コミュニティ公園
主催：神岡南外花火大会実行委員会（大仙市商工会神岡支所内）　
有料駐車場80台（1日500円）。その他一部無料あり。　
お問い合わせ：0187-72-4028　8:30～17:15（祝祭日・休日は不可）

9/14（土）
打ち上げ予定数
約7,000発
花火の打ち上げ場所と観覧場が近く、花火の音が神岡地域のシ
ンボル・神宮寺嶽にこだまして、他に例をみない迫力のある花火
が楽しめます。

　　　スマートフォン写真撮影と
　　　　　　　Instagramデビュー講座
　　　売れる文章＆キャッチコピーの作り方
　　　プロから学ぶ!!販路拡大に向けた展示
　　　商談スキルアップセミナー
　　　工業部会主催 視察研修
・販売拡大！「伊達な商談会」参加者募集！

今回同封した各種ご案内

スマートフォン写真撮影と
Instagramデビュー講座

9/11

9/26

9/30

10/17～18
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