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新 年 のあいさつ
会頭
さて、我が国の経済情勢は、個
人消費の緩やかな回復が持続し、
新年、明けましておめでとう

設備投資も増加傾向にあるため、

佐々木

繁

治

容を充実させたいと思っており
ます。
商工会議所の重要な活動であ

緩やかな拡大を続けていると言

る政策提言については、秋田・岩

令和２年の初春を迎え、謹ん

われておりますが、地方では、人

手両県の沿線・近隣自治体、経済

で新年のお慶びを申し上げます。

口減少、少子高齢化等の構造変

団体等で構成する「秋田新幹線

本日は、恒例の新春賀詞交歓

化に起因する、深刻な人手不足、

防災対策トンネル整備促進期成

会を開催いたしましたところ、

経営者の高齢化等による廃業の

同盟会」がトンネル整備の早期

お忙しい中、寺田参議院議員、佐

増加、働き方改革への対応、毎年

実現について、昨年8月に麻生副

竹秋田県知事、老松大仙市長を

上昇する賃金等によって、厳し

総理兼財務大臣、菅官房長官及

はじめ市内外各界から320名の

い経営環境が続いております。

び国土交通省に、さらに11月に

ございます。

皆様からご臨席を頂きました。
心から御礼を申し上げます。

は自由民主党二階幹事長及び国
大曲商工会議所は、こうした
経営課題の解消に向けて、IT導

土交通省に対し要望活動を行い
ました。

昨年は、国内では「令和の時

入による生産性の向上、事業承

本年も引き続き行政と一体と

代」の幕があき、国中が熱狂した

継に関して会員企業への支援を

なって、一日も早い事業着手に

ラグビーワールドカップ、５年

強化するとともに、起業・創業の

向けて活動を推進して参ります

ぶりの消費税率の引き上げ等、

活性化に努めて参ります。

ので、ご支援をお願い申し上げ
ます。

重要な事柄が相次ぎました。一

また、ブランド力のある「大曲

方で、台風等の自然災害による

の花火」を核とした通年観光と

広範囲かつ甚大な被害が発生し、

各地域が行うまちづくりを支援

一昨年12月に南部地区協議会会

今もってご苦労されている被災

し、地域経済の活性化を図って

員が設立した「株式会社

地の皆様には、改めてお見舞い

参ります。

川」が、昨年４月から旧本郷・北

次に、まちづくりについては、

角間

島・荒川家の管理業務を受託し、

を申し上げます。
また、海外に目を転じれば、米

大曲商工会議所は、本部事業

ゴールデンウイークに合わせて

中対立の長期化、香港問題、日韓

部と花火振興事業部の2部制で

一般公開を開始し、11月２日に

関 係 の 悪 化 等 、混 乱 の 生 じ た

業務執行しています。

は津軽三味線演奏会を行いまし

１年でありました。今年に入っ

本部事業部では、会員事業所

た。また、会社事務所が12月15日

てからもイラン、北朝鮮情勢と

のご協力を頂き、３回目となる

に竣工し、角間川町の企業商店

不安な状況が続いております。

商工会議所まつりを開催する予

のご協力のもと、
「まちの日特売

定でありますが、今年は更に内

日」が12月15日から行われ、最終
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日の21日には「福引抽選会」、
「ク

報でお知らせしたとおり、観覧

所であるためには、主体的に行

リスマスMusicライブ」、
「 イル

場所によって料金が大きく変更

動することが求められている証

ミネーション花火」が株式会社

になり、合わせて、会員、関係者

ではないでしょうか。

角間川によって実施されました。

の申込期間も変更になりますの

大曲商工会議所はこれら一連の

で、よろしくお願いいたします。

一翁の扁額「緑意紅情」がござい

取り組みを支援して参りました

花火による通年観光を目指し

ます。
「 初 心 を 忘 れ ず 、情 熱 を

が、今年から株式会社角間川の

て取り組むプライベート花火打

もって事を行う」という意であ

活動が本格化しますので、引き

上事業については、先ずはＪＲ

ります。

続き支援して参ります。

東日本及びＪＴＢと連携し通年

次に、大仙市花火産業構想第
Ⅱ期について、申し上げます。
初めに、四季の「大曲の花火」
事業については、今年も３月に
「冬の章」、５月に「春の章」、８月
に「全国花火競技大会」、10月に

角間川町の旧本郷邸に渋沢栄

今年は庚子年（かのえねどし）。

型の観光商品を今年から実施し、

新しいものを作ろうとする動き

連携先を拡充しながら誘客の増

がある年とされています。
東京オリンピック・パラリン

加を図って参ります。
2022年の開催を予定している

ピックが開催されますので、こ

「国際花火競技大会」については、

の格言のような年になって欲し

「大曲の花火」実行委員会内に事

いと思います。

務局を設置して取り組みを進め、

そして、その経済効果が地方

「秋の章」を開催いたしますが、

「国際花火観光都市交流推進」に

にも波及し、日本全国が元気溢

夏以外の大会の来場者を増やす

ついても大仙市と一緒に準備を

れる年になるよう期待をしてお

ため、営業を強化して参ります。

進めて参ります。

ります。

「冬の章」は、
「 大曲の花火」実

最後に、
「 大曲の花火」が全国

本日ご臨席の皆様の今年一年

行委員会として２回目の開催と

の数ある花火大会のトップラン

のご健勝と尚一層の飛躍をお祈

なりますが、今年は、若手花火師

ナーとして、将来にわたってお

り申し上げまして、私の年頭の

の技術向上に重きを置いて競技

客様に愛される大会となるよう、

ご挨拶とさせていただきます。

内容及び褒章を充実させ、会場

関係の皆様からご検討いただき、

本年もどうぞよろしくお願い

を「大曲ファミリースキー場」か

大会運営の指針となる「大曲の

ら「大曲の花火」公園に移して開

花火憲章」を制定したいと思っ

催いたします。

ております。

いたします。

「春の章」は、一般社団法人「日
本煙火芸術協会60周年記念事業

今、明治11年に商工会議所を

花火」とコラボレーションした

設立、500近くの企業を創設し、

プログラムで開催いたします。

近代日本経済の礎を築いたと言

また、花火打上前に地元出身歌

われている渋沢栄一翁が注目さ

手によるライブ公演を行います。

れています。このことは、現在の

「第94回全国花火競技大会」は、

先行き不透明な情勢の中にあっ

既に昨年12月号の商工会議所会

て、真に必要とされる商工会議
１月８日新春賀詞交歓会の会頭あいさつを掲載いたしました。
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年 頭 所 感
日本商工会議所会頭

明けましておめでとうござい
ます。

三

村

明

夫

被害も広範囲かつ甚大なものと

果を全国津々浦々に波及させ、

なり、いまだ影響の残る被災地

日本全体が元気になれる１年に

の皆様には、改めて心からお見

なることを切に願っております。
一方、わが国経済は多くの課

舞いを申しあげたいと思います。
世界では、長期化する米中対

題も抱えております。人口減少

立、不安定な中東情勢、ブレグ

や高齢化等の日本社会の構造変

ジット問題、香港問題、日韓関係

化を背景に、年々深刻化する人

私は、昨年11月の臨時会員総

の悪化等、数々の混乱が生じ、そ

手不足、経営者の高齢化等によ

会において、各地商工会議所の

の出口を模索し続けた１年であ

る廃業の増加、地方の疲弊等が、

皆様のご推挙を得て日本商工会

りました。

日本経済のさらなる成長の足か

2020年の新春を迎え、謹んで
お慶び申しあげます。

議所会頭に再任され、日商会頭

わが国の経済情勢に目を転じ

せになっております。これら日

として３期目の新年を迎えるこ

れば、個人消費にはいまだ力強

本の抱える構造的 課題は、立場

ととなりました。各地の皆様に

さを欠くものの、米中摩擦等の

の弱い中小企業の経営課題とし

おかれましても新体制の下、

影響もこれまでのところ限定的

て最も早く顕在化してきており、

清々しく新年をお迎えになられ

であり、民間投資は引き続き底

大企業との利益率格差は年々拡

たことと存じます。

堅く、日本経済は潜在成長率並

大し、また賃金も毎年上昇する

みの１％程度の緩やかな拡大を

中 で 、労 働 分 配 率 は 大 企 業 の

続けています。本年は、いよいよ

4 0 ％ 台 に 対 し 、中 小 企 業 で は

わが国では30年ぶりの御代替

東 京 オ リ ン ピ ッ ク・パ ラ リ ン

70％台に達しています。従って、

わりを経て「令和」時代の幕が開

ピックが開催されますが、東京

生産性の向上や取引価格の適正

き、大変な盛り上がりを見せた

および全国各地の魅力とともに、

化等を通じた付加価値の向上な

ラグビーワールドカップ、５年

東日本大震災等から復興した日

くして、
中小企業はこれからの時

ぶりの消費税率引き上げ等、重

本の姿を、全世界にアピールで

代を生き抜くことはできません。

要な出来事が相次ぎました。一

きる絶好の機会であり、ぜひと

こうした危機感の下、私は昨

方で、台風等の自然災害による

もこのビッグイベントによる効

年11月、会頭再任時の所信にお

さて、昨年は国内外ともに実
に多くの動きがありました。

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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いて「中小企業の強化を通じて

いくこと、をわが国経済全体の

5 15 商工 会 議 所 、1 2 4万 会 員 の

日本の成長する力を育てる」
「地

発展・強化のための最重要の取

ネットワークを通じて、具体的・

域の活性化」を活動の二本柱と

り組みとして掲げています。

個別的な課題をはっきりと認識

また、
「地域の活性化」では、各

していることです。その強みを

地域がその魅力を活かし、他地

活かし、それぞれの地域で必要

中小企業はわが国経済の基盤

域とも連携して所得向上に取り

とされ、選ばれる組織であり続

であります。日本全体の雇用の

組まねばなりません。地域横断

けるためには、地域の多様な主

約７割、付加価値の約５割を生

での広域連携を軸とした「観光

体と連携協働を図りつつ、商工

み出している中小企業の強化な

振興」と「農商工連携」をさらに

会 議 所 自 身 も 、時 代 の 要 請 に

くして、わが国の持続的な経済

推し進め、地域の独自資源を最

合った進化と変革を遂げていか

成長はあり得ません。所信では、

大限に活用して、インバウンド

ねばなりません。

①ひっ迫する人手不足とデジタ

も含めた域外需要を取り込んで

折しも、商工会議所の創始者

ル社会の到来にあって、いまだ

いく必要があります。また、観光

である渋沢栄一翁が、2021年の

「発火点」に達していない中小企

振興や地方創生の取り組みを支

ＮＨＫ大河ドラマの主人公や、

業への「ＩＴ導入」と「デジタル

え、これを加速化するストック

新１万円札の顔となることが決

技術の実装化」を急ぎ、生産性向

効果の高い社会資本整備や、近

定しました。
「企業は利益を上げ

上と付加価値向上を同時に実現

年頻発する大規模自然災害に耐

なければならないと同時に、公

すること、②来る「大事業承継時

え得る国土強靭化についても、

益についても考えなければなら

代」を変革と創造の好機と捉え、

引き続き政府に対して積極的な

ない。両者は高い次元で両立す

働き掛けを行ってまいります。

る」という渋沢翁の理念は、商工

これらの目標を実現させる上

会議所の活動理念そのものであ

で、われわれ商工会議所は本年

り、現代においてこそ広める価

ス全体の新陳代謝を促すこと、

も「現場主義」と「双方向主義」を

値があるものと考えます。この

③取引価格の適正化とともに、

さらに徹底し、現場の声を、各種

機に渋沢翁の理念を改めて共有

中小企業の生産性向上を大企業

の規制・制度改革、持続可能な全

し、大企業と中小企業、都市と地

が積極的に支援する「大企業と

世代型社会保障制度の構築、中

方が共に輝き、日本経済の持続

中小企業の新しい共存共栄関係

小企業対策等を実現する政策提

的成長をさらに後押しできるよ

の構築」により、サプライチェー

言に活かしてまいりたいと思い

う、本年も皆様と共に全力を尽

ン全体をより強固なものにして

ます。商工会議所の強みは、全国

くして取り組む所存であります。

する今期の取り組みを表明いた
しました。

「事業承継の加速化」で価値ある
事業と技術を次世代へ承継し、
「起業・創業の活性化」でビジネ

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

1,296（税込）

（内消費税118円）
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年頭のごあいさつ
秋田県知事

新年明けましておめでとうご
ざいます。

佐

竹

敬

久

改善の動きが見られた一年とな

第３期ふるさと秋田元気創造プ

りました。

ラン等に基づき、産業人材の確保

大曲商工会議所におかれまし

や、秋田新幹線防災対策トンネル

ては、商工会議所を核とした民間

整備の早期実現、成長分野及び既

主導のまちづくりを実践され、日

存産業への支援など、環境整備を

本商工会議所表彰を受けられる

進めてまいります。

皆様におかれましては、健やか

とともに、若手花火師による新作

大曲商工会議所におかれまし

な新春をお迎えのことと、お慶び

花火コレクションを引継ぎ大曲

ては、県経済活性化の牽引役とし

申し上げます。

の花火「冬の章」として開催され

て、地域企業の支援に御尽力くだ

るなど、地域経済を牽引していた

さるようお願い申し上げますと

だきました。

ともに、会員企業の皆様には、更

昨年は元号が「令和」に改まり、
新しい時代の幕開けとなりまし
た。振り返りますと、９月には、天

さて、我が国では、人手不足が

皇陛下御即位記念を冠した「第39

深刻化する中、外国人労働者の受

回全国豊かな海づくり大会・あき

入れを拡大する法律が成立する

結びに、新しい年が皆様にとっ

た大会」が天皇皇后両陛下御臨席

など、グローバル化が加速してき

て、希望に満ちあふれた飛躍の年

のもと、盛大に開催されました。

ております。

となりますよう御祈念申し上げ、

県としましても、企業の人材確保

年頭のあいさつといたします。

また、県内景気は緩やかな回復
傾向が続き、有効求人倍率も概ね

なる事業発展に挑戦していただ
くことを期待しております。

は重要課題の一つと考えており、

年頭のごあいさつ
大仙市長

老

松

博

行

ります。
この節目を契機に、
本市が

引き続き図ってまいりたいと考え

次なるステージへと希望の花を大

ております。さらに、
「企業誘致の

きく咲かせることができるよう、

強化と地元企業の振興」
や
「地方創

「明日の大仙を拓く新たなチャレ

生へのチャレンジ」などを施策の

あけましておめでとうございま

ンジ」をさらに進めてまいりたい

柱に、
「令和」の時代にふさわしい

す。新春の到来を市民の皆様とと

と思います。また、
「第２次大仙市

新たな施策を積極的に展開し、
「す

もに心からお慶び申し上げます。

総合計画後期実施計画」
並びに
「第

べての地域がすみずみまで元気に

大曲商工会議所の皆様には、日頃

２期大仙市まち・ひと・しごと創生

なるまちづくり」、
「市民の皆さま

から市政運営に対しまして特段の

総合戦略」による新たなまちづく

が住み良さを実感し将来に希望が

ご理解とご協力をいただき、心か

りがスタートします。人口減少の

持てるまちづくり」
を誠心誠意、
全

ら御礼を申し上げます。

抑制や地方創生の実現を目指し、

力で進めてまいりますので、皆様

「令和」
という新たな時代が幕を

大曲商工会議所をはじめ官民あげ

からの一層のご支援とご協力をお

開けてから、初めての年明けを迎

て取り組んでいる「大仙市花火産

願い申し上げます。

えました。本年も和やかで希望に

業構想 第Ⅱ期」を推し進め、観光

大曲商工会議所及び会員企業の

満ちた、輝かしい一年となります

振興や産業振興、インバウンドや

皆様の今年一年のご多幸とご健勝

よう心からお祈り申し上げます。

交流人口の拡大、移住定住の促進

を心からお祈り申し上げまして、

さて、
本年は、
大仙市が誕生して

など
「大曲の花火」
のブランド力を

年頭のあいさつといたします。

15周年を迎える記念すべき年であ

最大限活用した地方創生の深化を
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など、小売の環境が一段と変化
している現状です。しかし、SNS

各部会長より

などを利用することにより地方

新年の
新
年のごあいさつ

の小さなお店でもお金をかけず
に情報を発信できる、10年前と
は明らかに違う環境になってい

食品関連業部会長

辻

卓 也

新年あけまし
ておめでとうご

魅力アップ、３）広報PR力アッ

るのも事実です。モノを購入し

プ、４）販路獲得のための交流力

て頂く為の方法が多種多様に変

構築など、旧に倍して推進いた

化している現在、そしてこれか

します。

らどんどん変化していく将来を

本年も会員みなさまのご指導

見据えた商売を真剣に取り組ん

昨年は食品関連業部会の様々

とご協力、そしてなによりも事

で行かなければ生き残れない時

な事業へご協力を賜り、心より

業への参加をよろしくお願い申

代に、一般商業部会として皆様

御礼申し上げます。

し上げます。

のお手伝いが出来ればと思いま

ざいます。

す。本年もどうぞよろしくお願

当地の業界を取り巻く環境は
一般商業部会長

年々厳しさを増すばかりです。

黒 澤

人口減少と少子高齢化による消

輝

いいたします。
サービス業部会長

費減少、消費志向の変化、大手企

新 年あけまし

業との競争、ネット通販の拡大

ておめでとうご

加 藤

に加え、昨年は消費増税による

ざいます。皆様に

新年明けまし

煩雑な処理と対応コスト増があ

おかれましては穏やかな新年を

ておめでとうご

りました。本年はさらに食品表

お迎えのこととお慶び申し上げ

ざいます。

示法の改定、HACCP認証取得

ます。旧年中は一般商業部会の

皆様におかれましては、健や

の義務化がいよいよ実施されま

活動にご理解とご協力を頂き誠

かに新年をお迎えのことと心よ

す。

にありがとうございます。

りお慶び申し上げます。

恵 一

当部会ではこれまで、厳しい

昨年は消費税増税や自然災害

また、旧年中はサービス業部

業界環境に対応し、市外県外へ

など、消費に関わるマインドが

会の事業活動に対しまして多大

の販路拡大の一助となるべく

低く感じ、小売の景況はあまり

なるご理解、ご協力をいただき

様々な取り組みを続けて参りま

よろしくない状況が続いている

心より感謝申し上げます。

した。

ようです。

さて、昨年は一般商業部会と

一方ではキャッシュレス決済

合同で、11月に、今大きく注目を

の販路拡大を目指し、１）経営・

の普及拡大や消費者還元事業、

集めている山形県鶴岡市にて視

営業力スキルアップ、２）商品の

そしてインターネットでの購買

察研修を行いました。庄内地方

本年も業容拡大、地域内外へ

次頁に続く→

〈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

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
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工業部会長

デンテラスやキッズドーム「ソ
ライ」などの施設を視察し、代表

明けましてお

える参加をいただいております

めでとうござい

「 夢 を 語 る 会 」は 、こ れ か ら も

取締役

山中氏の講演を聴いて

まいりました。地域住民が当事

武 美

名に参加いただき盛大に行うこ

古 谷

ます。

とができました。毎年100名を超

色々なアイデアを出しながらよ

者意識を持ち、責任を共有し、全

昨年中は工業部会の活動につ

り魅力あるものにしていきたい

員で解決していく民間主導のま

きまして会員の皆様には多大な

と考えております。どうぞご期

ちづくりを追求していく姿勢が

ご協力いただきまして誠にあり

待ください。

非常に印象的でした。

がとうございました。

最後になりますが、本年も会

さて、昨年は一般商業部会と

昨年10月に３年の任期を迎え

員皆様の商売繁盛とご健康を祈

合同で、11月に、今大きく注目を

ましたが、工業部会の皆様の力

念いたしまして挨拶とさせてい

集めている山形県鶴岡市にて視

強いご支援によりまして再度、

ただきます。

察研修を行いました。庄内地方

部会長を務める事となりました。

でまちづくりを担うヤマガタデ

皆様の更なるご協力の程よろし

ザイン株式会社が手掛けたスイ

くお願いいたします。

建設業部会長

小 原

貴

デンテラスやキッズドーム「ソ

さて、昨年の視察研修は14名

あけましてお

ライ」などの施設を視察し、代表

の参加をいただきトヨタ自動車

めでとうござい

取締役

東日本株式会社を訪問しました。

ます。

山中氏の講演を聴いて

まいりました。地域住民が当事

工場の自動化が進んでいるとの

旧年中は建設業部会の事業運

者意識を持ち、責任を共有し、全

説明のとおりボディー溶接につ

営に際しまして多大なるご理解

員で解決していく民間主導のま

いては自動化が99％まで進んで

ご協力を賜り、心より御礼申し

ちづくりを追求していく姿勢が

お り 、溶 接 ロ ボ ッ ト が ノ ン ス

あげます。また、昨年11月の役員

非常に印象的でした。

トップで動いているのを見て大

改選で部会長に再任され、責務

変感動してきました。

の重大さを改めて認識している

今後も他部会の皆様と連携を
図りながら、事業経営に有意義
な企画を進めて参りますので、

また、工業部会主催である「夢

しだいです。
さて、昨年は５月の商工会議

会員皆様のご協力ご指導を賜り

所まつりにおける体験コーナー

ますようお願い申し上げます。

の運営、講習会の開催などの事

最後になりますが、会員皆様

業を進めてまいりました。

のご繁栄とご健康を祈念いたし

会員研修では埼玉県の城下町

まして新年の挨拶とさせていた

蔵造りの町並みの小江戸川越、

だきます。

東京明治神宮社殿視察と御本殿
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での正式参拝、そして皇居大嘗

て盛大に行われました。
「今こそ

宮など歴史的な重要建造物の視

見せよう東北の底力〜美の国秋

察を行い｢故きを温ねて新しき

田から未来を拓こう〜」をテー

を知る｣研修となりました。

マに東北各地から450名の会員

地方経済は依然として厳しい

に参加頂きました。講演会での

環境におかれております。しか

橋本五郎さんのご講話はウェッ

しながら、この現状を乗り切る

トにとんだ和やかなお話で会員

ため会員相互の連携を強化する

でした。奇しくも平成から令和

の皆様も聞き入っておりました。

とともに建設業部会としても会

へと新たな時代が幕を開けた背

当商工会議所の会員も多数参加

員に役立つ事業を積極的に進め

景もあり、より新鮮な気持ちで

し皆様におもてなしを致しまし

てまいりたいと考えております。

スタートを切った一年間だった

た。

最後になりましたが、本年も

と感じています。異業種、異世代

また、昨年のサービス業部会・

皆様のご支援、ご協力を賜りま

が集う我々青年部組織ではござ

一般商業部会の視察研修に女性

すとともに会員皆様の商売繁盛

いますが、それぞれの垣根を超

会もご一緒させていただき「ヤ

と御健勝を祈念し新年のご挨拶

えた交流が今まで以上に進み、

マガタデザイン㈱」の会社見学

といたします。

新しい未来へと続く第一歩を踏

と山中大介社長の講話を拝聴し

むことができたものと思います。

ました。若い感性と柔軟な考え

青年部会長

勝 幸

本年もこの活力をより充実し

に驚きの連続でした。大曲にも

た活動の源とできるよう邁進し

このような方が出てきてくださ

新年あけまし

てまいります。皆様方からの良

ることを願った研修でした。

ておめでとうご

きアドバイス、叱咤激励をよろ

ざいます。旧年中

しくお願いいたします。

木 村

に増えておりますのでこれから

は青年部活動に対し、格別なご
厚情を賜り厚く御礼申し上げま

私達女性会は若い会員が徐々
意識改革も進んでいくことと思

女性会長

います。若い会員の力とパワー

す。青年部は昨年、
「 The future

加 藤

篤 子

で大曲のヒカリオから女性の力

starts today（未来は今日始ま

新年あけまし

と笑顔を発信して参りたいと思

る）」をスローガンとして活動し

ておめでとうご

います。皆様からのご支援をお

てまいりました。20周年記念事

ざいます。

願い致しまして新年の挨拶とい

業、東北ブロック大会と節目と

日頃より女性会に対しまして、

なる事業を終えて一安心するの

格別なるご指導、ご鞭撻を頂き

ではなく、更なる高みを目指し

厚く御礼申し上げます。

て新しい未来を築き上げよう！

昨年は東北六県商工会議所女

という思いを込めたスローガン

性会連合会秋田大会が秋田市に

たします。

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

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
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華やかに新春賀詞交歓会を開催
大曲商工会議所主催、大仙市後援による新春賀
詞交歓会が、１月８日大曲エンパイヤホテルにお
いて御来賓並びに会員、各界の代表など320名の参
加のもと開催されました。
主催者を代表して佐々木会頭が
あいさつ（２〜３ページに掲載）を
述べました。
御来賓を代表して、佐竹秋田県
知事、老松大仙市長からご祝辞を、
寺田参議院議員、渡部秋田県議会
議員からスピーチをいただきまし
秋田県知事
た。ご公務のため欠席された御法
佐竹 敬久 氏

大仙市長

老松 博行 氏

あなたのため、
大切な人のために。

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

3
1

秋田県議会議員

渡部 英治 氏
希望月収

住 所

（パートの場合は時給）

美郷町

１８万円

大仙市

１４万円

大仙市

１５万円

大仙市

２０万円

大仙市

２５万円

※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。
★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）

ハローワーク大曲求職者
情報 令和２年１月１日発行

資格等

参議院議員

寺田 静 氏

職歴・経験等
・総合病院において入院患者に対する看護及び処置
（外科・眼科・呼吸器
・
普通自動車免許
（AT限定）
外科・脳神経外科・整形外科・緩和ケア科）
。
・約11年間
1 ・看護師
・看護師
※育児のため退職 ※現状は夜勤は不可
・病院内薬局にて在庫管理等の事務作業及び薬剤師の指示のものと調 ・約2年間
・8t限定中型自動車免許
剤業務に従事。
2 ・一般事務
・約6年間
・貯金窓口業務、出納業務及び営業等の金融事務を担当。
・中型自動車免許 ・通行管理 ・鉄塔での電気工事業務。
・約3年間半
者資格 ・高所作業車運転技
・約3年間
3 ※幅広く検討 能 ・玉掛技能者 ・小型移動 ・4tトラックでの配送業務。
・
空港内で貨物荷物等の梱包作業。
・約2年間
式クレーン
・
エクステリア、
内外装リフォーム、
新築、
不動産仲介の営業、
部署の管
・5t限定準中型自動車免許
・約6年間半
4 ・営業
理業務等を担当。
・生産管理：治工具製造会社の生産管理、図面の工程入力及び工程進捗
・約13年間半
管理、材料発注、協力工場への発注及び納期管理、売掛検収業務。
・生産管理
・営業事務：治工具製造会社の営業事務、発注入力、完成品の納品準備 ・約5年間
・8t限定中型自動車免許
5 ・営業事務
・約2年間
と発送、営業担当者不在時の客先対応。
・工程管理：液晶ガラス製造会社の工程管理、在庫管理と納品数管理等。

整理
番号

希望職種

川国土交通副大臣からはお祝いのビデオメッセー
ジが披露されました。
ご参加の皆様は、賑やかに新年のあいさつを交
わし、年明けにふさわしい交歓会となりました。

アクサの
医療保険
シリーズ

AXA-A1-1903-0517/9F7

横手商工会議所会館4F

インプラント／ホワイトニング

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 …16,500円〜44,000円
● ヒアルロン酸エイジングケア …1本
● ボトックス

44,000円
…（初回）1ヶ所 22,000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
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information

HANABI

パイプイス席前売券発売中!

Youtube公式チャンネルで
絶賛公開中！

2020年3月21日
（土）18：30〜20：00

開催日時

公園（秋田県大仙市大曲雄物川河畔）
開催場所 「大曲の花火」
●オープニング花火
作 花 火 の 部：4号10発、5号8発
●20人の若手花火作家による競技大会（新芯入り割物の部
）
：10号1発
●インターバル花火 Part1〜3
●フィナーレ花火

花火内容

雨天決行

※花火内容は企画都合により変更となる場合があります。

1人 2,000円（税込）

有料パイプイス席券

※小学生以上、入場料1,000円含む

有料パイプイス席券発売所

★大曲商工会議所２階（窓口）／花火振興事業部
営業時間：9：00〜17：00（土日・祝日を除く）

★JR大曲駅２階観光情報センター／グランポール
営業時間：9：00〜17：00

土日・祝日も発売します!

★チケットは現金とお引き換え願います。
また、
ご購入の変更・キャンセル・
返金等は一切お受けできませんので、
予めご了承ください。

パイプイス席
前売券発売中

12月9日（月）〜3月16日（月）まで、1人2,000円（税込）
大曲商工会議所、
大曲駅２階グランポールで販売

ローソンチケット L コード：21346
チケットぴあ
pコード：644-486
イープラス https://eplus.jp/oomagari/

全席指定
※チケットに残がある場合、当日
入場口で販売しますが、別途入場
料（1,000円）が必要となります。

■イス席以外の有料自由観覧エリアに入場の際、環境整備協力金（入場料）1,000円が必要となります。
※小学生未満のお子様は不要です。

【お問い合わせ】 大曲商工会議所 花火振興事業部
〒014-0027 大仙市大曲通町1-13（2階）TEL：0187-88-8073（直通）FAX：0187-66-2873

１月 週替わりランチ

あけましておめでとうございます。

週替わりランチ990円（税込）

1月12日〜1月18日・
・
・真っ黒酢豚

旧年中は格別のお引き立てをいただき、
誠にありがとうございました。 1月26日〜2月1日・・・・・・鶏もも肉香草パン粉焼き
金目鯛のソテー 〜バターポン酢ソース〜
1月19日〜1月25日・
・
・

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
リバーサイドホテル大曲1F

宴会・女子会など承っております

レストランリヴィエール

※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

2月2日〜2月8日・
・
・
・
・
・
・
・
・きのこと生姜のそば
2月9日〜2月14日・
・
・
・
・
・若鶏のグラタン

・
・
・
・
・
11：00〜14：30（14：00 ラストオーダー）
ランチタイム

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。

コース ランチタイム限定

（税抜）

…メイン1皿、デザート1皿

◆￥1,500（税抜）コース

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

要予約

◆ハーフバイキング付
◆4名様〜12名様まで

17：00〜21：00（20：30 ラストオーダー）

商工会議所 News

［12］

１・２月の行事予定
日時

行事

22日（水）ビジネススキルアップセミナー

月

29日（水）まちづくり推進委員会

会議所

13：30
13：30

大曲エンパイヤ
ホテル

16：00

ホテル富士 18：00

30日（木）工業部会役員会
月

2

時間

会議所

27日（月）法改正セミナー
1 28日（火）常議員会

会場

6日（木）食品関連業部会役員会

会議所

12：00

会議所

12：00

「日商簿記検定（3級）事前準備講習」
令和2年2月17日（月）
・18日（火）
時

間

実施場所
受講資格
受 講 料

午前9時から午後4時まで
大曲技術専門校
現在お勤めしている方
無料（テキスト代は別途）

大曲技術専門校・民間訓練支援室
電話：０１８７（６２）６３２１

2/25

企業向けセミナー

２月の花火のお知らせ

2/1（土） 太田の火まつり 17：00開場

打ち上げ予定数 小正月行事を再現したお祭り。
幻想的に舞う
「紙風船上げ」
、

約350発

豊作祈願の「雪中田植え」
、祈願成就の「天筆」そして冬の
夜空に眩しく光り輝く彩華の共演でクライマックスを迎え
ます。

場所：奥羽山荘西側広場

主催：太田の火まつり実行委員会（事務局：大仙市役所太田支所市民サービス課）
お問い合わせ：0187-88-1111

東北・新潟の情報発信拠点事業
「東北ハウス」実現にむけて
ご協賛をお願いします
【事業趣旨】 2020年にオリンピック・パラリンピッ

ク競技大会が東京で開催されるこの機
会に、東北・新潟の魅力を世界中の皆さ
んにお伝えし、東北・新潟エリアにおけ
る交流人口拡大・消費拡大を図ります。

【事業期間】 2020年7月18日（土）〜8月9日（日）
【開催場所】 高輪ゲートウェイ駅前特設会場
【協 賛 金】 １口10,000円 10口以上

【主

催 】 （一社）東北経済連合会

ご協賛いただける方は、総務課までご連絡下さいますよ
うお願い申し上げます。
（TEL：0187-62-1262）

今回同封した各種ご案内

記帳個別講習会

第267号

・ゴールド（500万円以上）
・シルバー（100万円以上）
・ブロンズ（10万円以上）

申し込み・問い合わせ

2/14

おおまがり

【編集後記】

ポリテクセンター秋田からのお知らせ

地元のものに誇りを持つ、
今あるも
１月８日開催の新春賀詞交歓会で、
のを活用して地域を活性化させることも重要だと御来賓の祝辞があった。
佐々木会頭は
「大曲の花火」
のブランド力を最大限に活用して、
交流人口
を増やしこの地域経済を活性化させたいと会議でも常々話をされている。
新たな年にこのことを胸に刻み、
初心を忘れず業務を遂行していきたい
と思う。
（Ｅ・Ｓ）

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

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

© 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

