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新作花火コレクション2020
会場

「大曲の花火」公園

（秋田県大仙市大曲雄物川河畔）

観覧会場 入場時間 午後5時〜

（荒天延期の場合、4月12日（日）、4月18日（土）のいずれかに延期）

写 真

前回大会（新作花火コレクション2019）金賞受賞作品
SAKURA・HUBUKI 群馬県 有限会社菊屋小幡花火店
写真提供：前田デザイン事務所

※新型コロナウイルスの感染予防のため、当日はマスク着用でのご来場をお願いします。
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「大曲の花火 冬の章」は、
４月
11日（土）に延期になりました。
観覧席チケットはそのままご利用できます。
なお、観覧席チケット裏面に記載のとおり料金
の払い戻しはいたしかねますのでご了承くだ
さい。

発行所：大曲商工会議所 発行責任者：佐々木 繁治 〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町1番13号 TEL0187-62-1262 FAX0187-62-1265
URL https://www.omagari-cci.com/ ／ E-mail:kaigisho@omagari-hanabi.com
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新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した中小企業を支援
するため、大仙市中小企業振興資金制度を拡充し、通常分とは別枠の融
資枠を設定するもの。
秋田銀行、北都銀行、羽後信用金庫の市内各支店
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、経営の安定に支
障が生じている事業者で、市内に１年以上住所または事業所を有し、引
き続き１年以上同一事業を営み、市税を完納している中小企業者及び小
規模企業者
事業に必要な運転資金および設備資金
２，０００万円
令和２年３月１８日から令和３年３月３１日まで
運転資金・設備資金ともに１０年以内
※令和３年３月３１日までに融資実行される場合は、１年以内の元金返
済据置期間を含む
割賦または一括償還
連帯保証人は原則として、法人は代表者のみ、個人事業者は不要
市が０．５％を負担することで実質金利は１．０５％
または１．２５％
年率０．７６％または０．８８％（全額市が負担）
取扱商工団体（大曲商工会議所、大仙市商工会各支所）

５．事務手続
①融資を受けようとする者は、あらかじめ大仙市にセーフティネット保証４号、又は５号の
認定申請をした上で、必要書類を添付し、取扱商工団体を経由して、取扱金融機関に融資
の申込みをするものとする。
②申込書を受理した取扱商工団体は、当該申込者の営業内容等を調査し、取扱金融機関の意
見を付して保証協会に通知するものとする。
③保証協会は、必要事項を調査し、所定の保証手続きを行い、その後、取扱金融機関におい
て融資実行するものとする。
６．その他
①本制度の関係書類には一般保証と区別するため、「 仙 緊急対策 」と表示する。
②緊急対策分の借り換えによるマル仙への返済は禁止する。

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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新型コロナウイルス対策枠

度

中小企業振興資金（マル仙緊急対策）

保証対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、経営の安定に
支障が生じている事業者で、市内に１年以上住所または事業所を有
し、引き続き１年以上同一事業を営み、市税を完納している中小企業
者及び小規模企業者

融資限度額

２，０００万円

保証期間

原則として10年以内（据置１年以内）

資金使途

事業に必要な運転資金及び設備資金
通常

金

―

セーフティネット
４号
セーフティネット
５号

利

通常
保証料率
セーフティネット
４号
（全額市負担）
セーフティネット
５号

担

保

市が０．５％を負担

実質金利１．０５％

市が０．５％を負担

実質金利１．２５％
―

年

０．８８％

年

０．７６％

必要に応じて

連帯保証人

法人は代表者のみ、個人は不要

大曲商工会議所主催

「第３回 商工会議所まつり」
のご案内
り
ものづく
体験
コーナー

2020年5月24日（日）
10：00〜15：00
場所

大曲ヒカリオ広場・大曲商工会議所

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

品
食品・製
販売
コーナー
製品展
示
コーナー

© 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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大仙市は2月27日記者会見の席上で、中小企業地域資源活用促進法に基づいた取組として
「ふるさと名物応援宣言」を発表

ふるさと名物応援宣言

「大曲の花火」がふるさと名物に特定！
大仙市では、中小企業地域資源活用促進法に

この応援宣言により「大曲の花火」が世界的な

基づいた取組として「ふるさと名物応援宣言」を行

ブランドとして大きく成長し、地域経済活性化の

いました。

原動力になることが期待されます。

「ふるさと名物応援宣言」とは、市町村が地域を
挙げて支援を行う「ふるさと名物」を特定し、積極
的に情報発信を行う取組です。
応援宣言を行うことにより、関連する地域資源
活用事業を実施する中小企業等は、国の支援を
優先的に受けることができます。大仙市が誇る
日本最高峰の花火大会「大曲の花火」をふるさと
名物と特定し、応援宣言の発表をしました。

「大曲の花火」の応援宣言を行った老松市長（中央）と関係者
（佐々木会頭 左から２番目）

ふるさと名物応援宣言について
「ふるさと名物応援宣言」は、中小企業地域資源活用促進法に基づき、市町村が地域資源を
活用した「ふるさと名物」を特定し、応援宣言として積極的な情報発信や地域を挙げた取組を
牽引することに対し国が後押しするもので、
「地域ブランド」の育成・強化、地域経済の活性化
につなげていくことを目的としています。現在、全国250市町村で273のふるさと名物が応援
宣言され、県内では大館市の「きりたんぽ」、湯沢市の「稲庭うどん」、上小阿仁村の「ほおずき」
の３件が宣言されています。

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

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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広域観光推進委員会だより

「観光振興大会2019in金沢」に参加して
広域観光推進委員長
２月13日〜14日の二日間、日本商
工会議所・金沢商工会議所が主催す
る「 全 国 商 工 会 議 所 観 光 振 興 大 会
2020in金沢」に参加しました。観光振
興大会は今回で16回目を迎え、全国
から1,200名を超える商工会議所役
職員が参集し、観光についての意識
を高め、先進事例を学び、意見交換を
行うことで観光を通じた地域活性化
を図ることを目的に開催されており
ます。
初日は、分科会が行われ、
「 伝統と
革新〜地域の個性を活かした観光創
生〜」の全体テーマの下、五つの分科
会があり、その中で我々は「外国人か
ら見たクールジャパン」をテーマに
したパネルディスカッションに参加
しました。コーディネーターとパネ
リストが、インバウンドの急激な増
加に対応し地方に呼び込んでいくた
めに、外国人の視点から地域が持つ
魅力を探っていくという内容でした。
外国人の多くは、日本人とコミュニ
ケーションを取り、日本の文化・生活
の体験を望んでいるとのことで、今
後活動をしていくために勉強になり
ました。
二日目は、全体会議が行われまし
た。日本商工会議所三村会頭の開会
の挨拶で始まり、商工会議所におけ
る観光振興の取り組みについて説明
がされました。
その後、2019年度「全国商工会議所
きらり輝き振興大賞」の表彰式が行
われ、ひたちなか商工会議所が受賞
しました。
「 ほしいも」は国内生産量

藤

靖

今回の観光振興大会では、2100年
には日本の人口が半減し、世界の人
口は100憶人を超えるという予想の
中で、どこの地域もインバウンド誘
客に積極的な姿勢が見られました。
当地域でも官民一体となり、誘客活
動だけでなく、受け入れ態勢もしっ
かり行うことが必要だと感じました。
今回学んだことを地域活性化に向け
てしっかり活かしていきたいと思い
ます。

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

シェア約９割を占めており、ブラン
ディングへの取り組みやインバウン
ド誘客にも積極的に取り組んでいる
ことが評価されました。
講演では、旅行新聞新社主催の「プ
ロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」
で36年連続総合１位を獲得した株式
会社加賀屋の相談役である小田禎彦
氏が「観光振興に求められる、守るチ
カラと創るチカラ」について講演し
ました。北陸新幹線が開通されてか
ら、年間の観光客が300万人増え、金
沢港のクルーズ船寄港数も３倍に増
えたため、サービスの更なる充実と
観光公害の対応が重要であるという
お話でした。
その後のパネルディスカッション
では、昨日の分科会でコーディネー
ターを担った５名が今度はパネリス
トになり、分科会での内容を踏まえ、
今後の展望について議論が行われま
した。

齋

1,296（税込）

（内消費税118円）
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食品関連業部会だより

日本最大級の食品商談会に出展！
食品関連業部会では、令和２年２
月12日（水）〜14日（金）に千葉県の幕
張メッセで開催された、全国最大級
の食品商談会であるスーパーマー
ケット・トレードショー2020に出展
してまいりました。
（同）ダイセン創農、
金紋秋田酒造㈱、
㈱嶋田ハムの計３事業所が地方創生
ブースに出展し、訪れたバイヤーに

りでは売っていない地方の名品等を

ミナーで学び、物産展等で実践を積

自社商品ＰＲを積極的に行いました。 探し求める気運が強く、注目を集め

むということを一連の事業として

ており、大変賑わっておりました。県

行ってまいりました。その年間費用

アップセミナーで学んだ事を踏まえ、 など自治体単位での出展が多く、各

のほとんどは伴走型小規模事業者支

昨年９月末に行われた展示会スキル
「商品スペックではなく、価値を表現

県の地元産品を売り込もうとする取

援推進事業補助金を活用しておりま

した表示」を意識したことで会期中

組はブース装飾も含め相当な迫力が

す。当部会では、今年度の事業を検証

に多くの引き合いがあり、会期終了

ありました。
（秋田県ブースは残念な

し次年度も直接販路を拡大できる事

後も名刺交換先との見積りやサンプ

がらありませんでしたが、次年度は

業を展開して参りたいと考えており

ル送付等を踏まえた詳細な商談が進

ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト・ト レ ー ド

ます。

められております。今後首都圏等に

ショー出展に力を入れていく方針と

大きな販路拡大が期待できます。

のこと）

● ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト・ト レ ー ド

こ の 商 談 会 で は 、幕 張 メ ッ セ 全

令和元年度は、このスーパーマー

ショー2020

バイヤー等来場者数

ホールの約１／３を地方・地域産品

ケット・トレードショーに出展し大

３日間合計

80,428名

エリアが占め、全国のバイヤーが、周

きな販路拡大を最終目標として、セ

〈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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整理
番号

希望職種

1 ・経理事務員
2 ・一般事務の職業
3 ・ガス溶接工
4 ・建設用機械車両
運転工
5 ・板金工

資格等
・建設業経理士2級
・8t限定中型自動車免許

ハローワーク大曲

おおまがり

［７］

求職者情報

職歴・経験等
・
（総務事務員）諸会計事務、書類作成、文書収受 等
・
（総合事務員）書類整理、コピー取り、データ入力 等
・
（経理事務員）給与計算、帳簿管理、決算書作成 等

令和2年3月1日発行

・車両系建設機械（基礎工事用）運転 ・
現金出納・伝票起票・仕分け入力・請求書発行・各種申
技能者 ・運行管理者
（旅客）・普通自 （一般事務）
請業務 等
動車免許
・ガス溶接作業主任者 ・アーク溶接
技能者
（基礎級）・玉掛技能者 ・高所 （ガス溶接工）技能工・機械整備、溶接作業 等
作業者運転技能者 ・8t限定中型自動 ・
車免許
・大型自動車免許 ・大型特殊自動車
免許 ・車両系建設機械（整地・運搬・ ・
積込用及び掘削用）
運転技能者 ・2級 （建設用機械車両運転工）建設現場内で重機による掘削 等
建設機械施工技士
・5t限定準中型自動車免許・危険物取 ・
（板金工）屋根、外壁張り 等
扱物（丙種）・アーク溶接技能者（基 ・
（ガソリンスタンド販売員）給油、整備 等
本級）

※求職活動中のため、お問い合わせを頂いた時点で既に就職が決まっている場合も
ございますが、ご容赦ください。

住

所

希望月収

（パートの場合は時給）

・約3年
・約2年
・約16年

大仙市

１４万円

・約9年

大仙市

２０万円

・約7年

大仙市

２０万円

・約2年

大仙市

２０万円

・約5年半
・約1年

美郷町

２５万円

★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
担当：保坂まで（☎0187−63−0335）

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
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３・４月の行事予定
３月

日時

行事

会場

11日（土）大曲の花火―冬の章―
新作花火コレクション 2020

14：00

４ 月

「大曲の花火」
18：30
公園

13日（月）事業推進委員会

会議所

12：00

16日（木）総務財政委員会

会議所

12：00

21日（火）常議員会

会議所

10：00

4/11（土）
打ち上げ予定数

約3,000発

Ⓡ

OMAGARI HANABI

― 冬 の章 ―

18：30〜20：00

新 作 花 火コレクション2 02 0

(観覧会場入場時間 17：00〜）

全国のアイデアに優れた新進気鋭の若手花火作家を選抜し、技術的に難しい
小玉（4号玉10発、5号玉8発）の創造性の高い新作花火の部と、伝統的な割物
10号芯入り割物（1発）の部の競技大会を開催します。

開催概要

今回同封した各種ご案内

開催日時：2020年4月11日（土）18：30〜20：00（開場17：00※予定）
※荒天延期の場合、4月12日（日）、4月18日（土）のいずれかに延期
会場：
「大曲の花火」公園（秋田県大仙市大曲雄物川河畔）

・時間外労働等の上限規制の適用に向けた準備状
況等に関するアンケートのお願い

【花火内容】 ⑴オープニング花火
⑶インターバル花火

・新型コロナウイルス感染拡大による事業への影
響調査ご協力のお願い

⑵20人による競技大会
⑷フィナーレ花火

※打上発数約3,000発、
花火内容は企画の都合により変更となる場合があります。

・ポリテクセンター秋田からのお知らせ

【編集後記】
今年に入って新型コロナウイルス感染症のニュースが毎日

パイプイス席
前売券発売中

12月9日
（月）
〜4月6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

・秋田県からのお知らせ

イベント・行事等の延期や中止、また、デマが拡散するなど
日常生活のみならず経済活動にも大きな影響が生じている。
目に見えないものだけに不安は大きいが、混乱している時
こそ情報に惑わされないよう状況を把握し、冷静に判断し

ローソンチケット L コード：21346
チケットぴあ

イープラス https://eplus.jp/oomagari/

会議所も経営相談窓口を設置している。感染拡大防止対策
が取られているが、１日も早い終息を願い、新年度を迎え
たい。
（Ｙ・Ｎ）

※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。

後援 公益社団法人 日本煙火協会

■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。

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）
あまる め

4/25（土） 余目さくら花火観賞会
打ち上げ予定数

対応しなければならない。

全席指定

pコード：644-486

主催「大曲の花火」実行委員会

のように大きく報道されている。感染拡大により、様々な

3
1

第269号

４月の花火のお知らせ

時間

会議所

26日（木）常議員会

おおまがり

約1,000発

桜満開の余目公園でのガーデン花火。盃を交わしながら、
桜と花火のコラボレーションをお楽しみください。

場所：内小友余目公園地内

主催：余目さくら花火観賞会実行委員会
お問い合わせ：0187-68-2625（小松煙火工業）

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
料金

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。

リバーサイドホテル大曲1F

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
● ヒアルロン酸エイジングケア …1本

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。

レストランリヴィエール

春の歓迎会承ります
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

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 …16,500円〜44,000円
● ボトックス

一般
歯科

完全個室のオペ室設置
CAD/CAMシステム導入 !

３月 週替わりランチ
３月

口腔
外科

週替わりランチ990円（税込）

3月15日〜3月21日・
・
・新玉ねぎと若鶏のグリル 南蛮みそだれ
3月22日〜3月28日・
・
・カレーうどんとかき揚げ
3月29日〜4月4日・
・
・
・
・
・海鮮バラちらし
4月5日〜4月11日・
・
・
・
・
・豚肉のサルティン・ボッカ
〜イタリア風ポークステーキ〜

4月12日〜4月18日・
・
・親子丼

ランチタイム

柚子胡椒風味

11：00〜14：30（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。

コース ランチタイム限定

（税抜）

…メイン1皿、
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）

