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O M A G A R I   H A N A B I
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相田　英寿　福岡県

❶昇り曲導付き 三重芯変化菊

㈱ワキノアートファクトリー

❷夢幻花

わずかな時間での色の移り変わ
りのはかなさと、どんな色がで
てくるかという楽しさを表現し
た花火です。

1
　あいた　　　えいじゅ

林　勲　大分県

❶昇曲導付 三重芯錦冠先漣

㈱生島煙火

❷ウミホタル

夏夜の海辺に輝く不思議な光、
ウミホタル。青い光が創り出す
幻想的で神秘的な世界をイメー
ジしました。

2
はやし　いさお

小勝　康平　東京都

❶昇曲導付 四重芯変化菊

㈱丸玉屋小勝煙火店

❷輪の祭典2020

様々な思いが募る夏の祭典をイ
メージして、皆が願う輪を打ち
上げます。

3
　おがつ　　　こうへい

柳沢　和彦　埼玉県

❶昇朴付 三重芯変化菊

オリエンタル火工㈱

❷彩煌菊～落第星がくれたヒント～

落第星＝星掛けで生じる、くっ
ついてしまい、はじかれる星。
今回は、あえてくっつき星を使
用した花を制作しました。

4
やなぎざわ　　かずひこ

“大輪と新作”花火　夜空を彩る　新作花火コレクション 「明日への光」 打上げ“大輪と新作”花火　夜空を彩る　新作花火コレクション 「明日への光」 打上げ
　３月21日に予定していた「大曲の花火ー冬の章ー新作花火コレクション2020」は、新型コロナウイルス
感染の影響から開催を見送っていました。「大曲の花火実行委員会」では、コロナの影響で閉塞感のある世
情に「明日への元気と希望」を届けたい、また、将来の日本の花火業界を牽引する全国の若手花火作家20
人の作品をお披露目する場を提供したいということから６月６日からの毎週土曜日、密集を避けるため事前
告知をせずに「大曲の花火」公園で、４人１組で打上げを行いました。これまで打ち上げられた若手作家の
創造性豊かな花火をご紹介します。

6月6日（土）　新作花火コレクション　「明日への光」　Part1　　❶10号芯入割物　❷新作花火
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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©

6月13日（土）　新作花火コレクション　「明日への光」　Part2　　❶10号芯入割物　❷新作花火
山﨑　智弘　茨城県

❶昇り曲導付 四重芯変化菊

㈱山﨑煙火製造所

❷雪中の八重寒梅

真っ白な雪の中にひっそりと咲
く梅の一枝をイメージしてみま
した。

5
やまざき　　ともひろ

伊藤　航也　秋田県

❶昇銀竜 四重芯キラ先パステルステンド

㈱小松煙火工業

❷アクアマリン ～海色に輝く宝石～

透き通った海の水を連想させる
水色の宝石「アクアマリン」。
早春の夜空に海色の宝石の煌め
きを表現します。

6
　いとう　　　こうや

齋藤健太郎　秋田県

❶昇曲導付 五重芯菊先紅銀乱

響屋大曲煙火㈱

❷我が故郷＝大地に芽吹く希望のたより＝

生まれたての生命は“希望”の
象徴。生命力あふれる新芽たち
が雪解けの大地に芽吹き、“春
の訪れ”を告げます。

7
さいとう　けんたろう

石村　佳恵　宮城県

❶昇曲導付 三重芯変化菊

芳賀火工

❷トライ&ゴール!!～栄光への軌跡～

桜の紋章、ライン際のトライ、
華麗なゴール、あの名場面を再
現！次回へ優勝祈願の黄金テー
プも夜空に舞います。

8
いしむら　　　よしえ

プレースキックの様子
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地震に備える共済
取り扱いしております

休業対応応援共済
地震危険補償共済
地震危険補償特約

（火災共済契約に付帯する特約）

大久保竜太　秋田県

❶昇り朴付 三重芯変化菊

大久保煙火製造所

❷しだれ桜

地元秋田県角館の枝垂れ桜を
様々な観点から表現しました。
皆さんが想像した桜はどれで
しょうか。

9
　おおくぼ　りゅうた

細谷　一寿　東京都

❶昇曲付 四重芯変化菊

㈱ホソヤエンタープライズ

❷Ｓｐｒｉｎｇ ｇａｒｄｅｎ

野山に咲く、菜の花、桜、藤な
ど春の風景を色彩豊かに表現し
たいと思います。

10
　ほそや　　　かずひさ

小幡　知明　群馬県

❶昇曲付 四重芯菊先紫銀乱

㈲菊屋小幡花火店

❷Winter Gift ～銀世界に煌めく光

大曲の冬空に贈る冬花火。季節
を感じて花火をご堪能していた
だければと思います。

11
　おばた　　　としあき

齊木　啓介　山梨県

❶昇り曲付 四重芯青先彩色輝煌

㈱マルゴー

❷光が導く　聖火リレー

いよいよスタートする東京オリ
ンピックの聖火リレー。花火の
光がつながっていく様子にご注
目ください。

12
　さいき　　　けいすけ

6月20日（土）　新作花火コレクション　「明日への光」　Part3　　❶10号芯入割物　❷新作花火
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タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック

自由
診療

33 当院の当院の
つの特徴つの特徴

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。

ぜひ当院へご相談ください。
ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。

ぜひ当院へご相談ください。
CTによる
画像診断1 ワンデー

インプラント2 「歯科治療水
　安全施設」認定3

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

…16,500円～44,000円
…1本 44,000円

…（初回）1ヶ所 22,000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

一般
歯科

矯正
歯科

小児
歯科

口腔
外科

●
●
●

料
金
料
金
料
金

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。

久米川和行　秋田県

❶昇天銀龍 四重芯五度変化牡丹

㈱和火屋

❷桂林～水墨画の世界～

中国でも有数の絶景の地・桂林。
数々の水墨画でも描かれている漓江
は特に有名で、中国を代表する観光
名所の一つとしても知られていま
す。和火を基本とした水墨画の世界
をお楽しみください。

13
　くめかわ　かずゆき

小口　浩史　静岡県

❶昇曲付 四重芯変化菊

三遠煙火㈱

❷月夜に光る月下美人

月夜の下で一晩のみ咲く純白の
月下美人。その艶やかでかつは
かない一夜花をご覧ください。

14
　おぐち　　　ひろし

柴田　武晴　長野県

❶昇り分砲付 四重芯菊先紅緑銀乱

㈲伊那火工堀内煙火店

❷ダイヤモンドの輝き

最も美しいとされるダイヤモン
ド。きらびやかな輝きを放ち
人々を魅了してきました。その
ダイヤモンドの美しい輝きを夜
空に表現します。

15
　しばた　　　たけはる

上條　僚士　長野県

❶昇曲導付 四重芯細波菊

㈲華松煙火

❷Ｍｏｖｉｎｇ Ａｒｔ

リズム良く、順々に変化する星
を数種類使い、色が移動してい
るように見える花火です。お楽
しみください。

16
かみじょう　　りょうじ

6月27日（土）　新作花火コレクション　「明日への光」　Part4　　❶10号芯入割物　❷新作花火
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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

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

大仙市角間川町字中木内244-1
TEL：0187-65-2477  FAX：0187-65-2488
HP:http://www.furuyamold.com/

精密射出プラスチック成形・金型設計製作
3Dプリンター品製作

関連会社　有限会社 エフ・エム・デー

国税の
詳細は
こちらを
クリック

サポート
会場の
詳細は
こちらを
クリック

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
2020年6月26日時点中小・小規模事業者等の皆様

売上が半分以下※
で事業の継続が

苦しい
※1～12月のどの月でも

家賃の支払いが
苦しい

持続化給付金

家賃支援給付金
クリック先パンフのＰ30

をご覧ください

持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570（毎日8:30～19:00）
6月8日から全国1649の商工会及び
46の商工会議所で申請サポート実施
申請サポート会場も順次開設

準備中

雇用を維持
できない 雇用調整助成金

お近くの都道府県労働局
またはハローワークまで

コールセンター 0120-60-3999
（毎日9:00～21:00）

事業再開に向けた
投資をしたい 持続化補助金 お近くの商工会

または商工会議所まで

売上減で
資金繰りが厳しい

実質無利子・
無担保融資

日本公庫 → 0120-154-505（平日）
商工中金 → 0120-542-711（平日・休日）
民間金融 → 0570-783-183（平日・休日）

売上減で税、社会
保険料が苦しい

国税、地方税、社会
保険料の納付猶予

国　　　税→国税局猶予相談センターまで
地　方　税→各地方団体の窓口まで
社会保険料→管轄の年金事務所、各都道
　　　　　　府県労働局

売上減で固定資
産税が払えない

固定資産税・
都市計画税の減免
リンク先パンフのＰ72を

ご覧ください

相談ダイヤル 0570-077-322
（平日9：30～17：00）

中小法人等 最大200万円
最大100万円ﾌﾘｰﾗﾝｽ含む

個人事業者

給
　
付

助
　
成

猶
予
・
減
免

実施準備中

実施中

実施中

NEW

拡充

実施中

実施中

実施中

実施中

拡充

　中小企業等  最大600万円※1
個人事業者等  最大300万円※2

一定の売上減少要件を満たす事業者に

雇用を維持する
中小企業は

小規模事業者に最大150万円を補助

ナイトクラブ、ライブハウス等は最大200万円

最大100万円までを最大3/4補助、
最大50万円を定額補助

一律10割助成
日額上限
8,330円→ 15,000円に引上げ

※1 最大100万円/月（給付率2/3、1/3）×6カ月分
※2 最大50万円/月（給付率2/3、1/3）×6カ月分

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した
個人事業者、2020年新規創業者向けの申請も開始

貸
　
付

順次支給開始

3年間無利子、最長5年間元本据置
日本政策金融公庫等に加え、

5月より地銀、信金、信組等でも利用可に

売上が一定程度減少の場合、
１年間、無担保かつ
延滞税なしで猶予

売上が一定程度減少の場合、
来年度は2分の1又はゼロに減免

クリックするとＨＰに飛びます
（一部、準備中のものを除く）

※内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より抜枠

NEW
6/29～
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秋田県知事許可（般―02）第10905号
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

1,296（税込）
（内消費税118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

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

整理
番号

1

希望職種 免許・資格 職歴・経験 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2年6月23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：足達まで（☎0187－63－0335）

・介護サービス全般・施設介護員
・営業

大仙市
大曲 25万円

備　考

Aターン者

・介護福祉士

・美容師

・大型自動車免許 ・大型特殊自動
車免許 ・2級土木施工管理技士
・車両系建設機械 ・高所作業車運
転技能者

2 ・美容師業務・美容師 美郷町 25万円

20万円

・約16年

・約7年

3 ・建築土木、作業員等・建築大工
・大型トラック運転手 美郷町・約13年

4 ・病院内で栄養士業務・栄養士 大仙市
大曲・約2年・栄養士

5 ・灯油の配達、ガソリンスタンド業務・ルート配達員
 （ガス） 美郷町 13万円

13万円

・約25年
・危険物取扱者（乙種）
・高圧ガス販売主任者（第2種）
・液化石油ガス設備士

※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。

　　食品関連業部会（辻　卓也部会長）では、新型

コロナウイルスの影響を受けて苦境に立たされ

ている事業所の支援として、イーストモール、グ

ランマート白金店・飯田店の３店舗に「地元食材・
商品を買って応援ブース」を展開いたしました。

　６月の毎週火曜日・土曜日・日曜日の午前10時
から午後５時に、食品関連業部会の12社が順次
出店し、感染予防対策をして試食・試飲も行いな

がら販売しました。

　この度、趣旨にご賛同いただき、無償でご協力

いただきました㈱タカヤナギ様には心よりお礼

を申し上げます。

食品関連業部会だより
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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

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

〈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

アクサの
医療保険
シリーズ

AXA-A1-1903-0517/9F7

大切な人のために。
あなたのため、

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

　新型コロナウイルス感染症で、事業や生活に困っている世

帯や個人、中小・小規模事業者に国、県、市町村から様々な支援

策が打ち出されている。

　申請すれば必ず受けられる支援が、情報を知らなかったり、

手続きのために会場に行くことが容易でないことが理由で、

必要な人に行き渡らないことが過去にもあったそうだ。

　世界中に広がっているコロナ禍が一日も早く収束し、支援

が必要な人に漏れなく迅速に届いてほしい。（E・S）

【編集後記】

　　　諸制度改正に伴う対応セミナー

　　　四ツ屋地区　特別移動個別相談会・懇談会

　　　中央・西根地区　特別移動個別相談会・懇談会

　・　第94回　全国花火競技大会の開催延期について

　・　会員企業短期経済観測調査ご協力のお願い

　・　大仙市観光物産協会からのお知らせ

　・　こころの健康づくり　無料相談会のお知らせ

　・　あきた女性活躍・両立支援センターからのお知らせ

　・　秋田県事業引継ぎ支援センターからのお知らせ

　・　ポリテクセンター秋田からのお知らせ

今回同封した各種ご案内

7/1～

7/22

7/30

新型コロナウイルス感染症対策

特別移動個別相談会・懇談会
開催のご案内

詳しくは同封のご案内をご覧ください。

7月22日（水）四ツ屋地区場所：四ツ屋公民館

7月30日（木）中央・西根地区場所：大曲エンパイヤホテル

個別相談会　15：00～17：00
懇談会　　　17：00～17：45
懇親会　　　18：00～19：00

2020年7月1日から
レジ袋の有料化がスタートします
マイマッグを持ってお買物へ行きましょう！マイマッグを持ってお買物へ行きましょう！
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