おおまがり
TH E O M AGA R I CH A M BE R O F CO M M E RCE & I N DUSTRY

OMAGARI

HANABI

商工会議所News

令和２年９月

№275

Ⓡ

― 明日への光 ―

写真提供：秋田県大仙市

主な記事
■ 大曲の花火−明日への光−…………………………………………………………Ｐ２〜５
■ 秋田県観光地創生支援事業のお知らせ
大仙市地域商品券の販売・換金のお知らせ……………………………………………Ｐ６
■ 求職者情報・アクサ生命からのお知らせ………………………………………………Ｐ７
■ 秋田県最低賃金・助成金のご案内

他…………………………………………………Ｐ８

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

オープニング花火
OMAGARI

HANABI

Ⓡ

information

令和2年8月29日（土）
「大曲の花火」公園にて、第94回全国花
火競技大会出品28社による、コロナウイルス収束の願いを込
めたメッセージ花火を打ち上げました。
第94回大会は新型コロナウイルス感染の影響を受け1年延
期となりましたが、出品28社は10号玉一発に、医療従事者への
感謝の気持ちや、未来に向けた希望のメッセージなど様々な想
いを込めて大曲の夜空に大輪の 花 を咲かせました。
当日はテレビ中継もあり、打上終了後に地元花火師がテレビ
画面を通してトーチによるエールを全国の皆様に送り、新型コ
ロナウイルスの収束と、来年の94回大会開催を誓いました。

1 ㈲伊那火工 堀内煙火店（長野県）

写真提供：秋田県大仙市

2 阿部煙火工業㈱（新潟県）

第１部
昇り分砲付

四重芯菊先紅緑銀乱

今回の花火は子供達に笑顔になってもらう為に製作
しました。子供達の笑顔が大人達の力になり、そして、
社会全体への活力となり、明日にふみ出す勇気とな
ります事を願いました。

3 ㈲若松煙火製造所(宮城県）

昇曲導付

ラベンダー

空を見上げて、花火を見て下さい。元気や希望が見え
てきます。
「来年の夏は、安心して花火が見れますよ
うに」と願いを込めて、初夏の花、ラベンダーの花火
を打ち上げます。

6 ㈱イケブン(静岡県）

昇曲導付

四重芯変化菊

日本の伝統的な多重芯の花火で、明るい輝きにこだ
わりました。日本の美しい花火を忘れてほしくない、
そして今苦境に立たされている方々に光が届くよう
にと願いを込めました。

4 信州煙火工業㈱(長野県）

昇朴付

四重芯引先黄銀乱

新型コロナウイルスの収束と、豪雨災害で被災され
た多くの方々が1日でも早く日常の生活を取り戻せ
ますようにと願いを込めて打ち上げを致します。

7 三遠煙火㈱(静岡県）

糸の群滝

煌びやかで繊細な滝が幾重にも重なり、夏空から降
り注ぐ様子を表現しました。日本の夏を「空」で感じて
ください。

昇曲導小花咲

四重芯変化菊

少しでも皆様の明日への光となれるよう、想いを込
めて制作しました。
共にがんばろう、君はひとりじゃない！

5 ㈲菅野煙火店(福島県）

さくら咲け

今年の春、全国でコロナ禍に見舞われ花見をしたく
ても出来ない人がたくさんいたと思います。今夜は
満開の桜の様子を一発の花火に思いを込めました。

8 新潟煙火工業㈱(新潟県）

昇り曲導付

八重芯黄金点滅

花 火を 楽しみにしていた 皆 様 へ 笑 顔 を 届 け たく
て・・・この花火を見た人みんながキラキラ輝けるよ
うに願いを込めて打ち上げます。
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9 ㈱和火屋（秋田県）

昇天銀龍

万華鏡写輪丸

下を向くと必ず負ける。上を向くと明るい考え方が出来、ポジ
ティブ思考になります。意識も意欲も高まります。士気もテン
ションも上がります。負けない心、諦めない心、希望を信じる
心も強化されます。さあ、今宵は上を見続けてください！希望
の光が皆様を照らします！
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10 ㈲太陽堂 田村煙火店（長野県）

11 ㈱マルゴー（山梨県）

昇り雄花

世界に広げよう。助け合いの和

四重芯変化菊

疫病退散、新型コロナウイルスが収束して、早く平穏
な日常が戻ってきますように。

12 ㈱山﨑煙火製造所（茨城県）

13 響屋大曲煙火㈱（秋田県）

昇曲導付

紫水晶をちりばめたペンダント

アメジスト

四重芯引先青紅輝光

明るい笑顔と希望をもって空を見上げよう!!

［３］

アメジスト

紫水晶には、不安を取り除き、穏やかな気持ちにさせ
てくれる効果があります。神秘的で気品のある輝き
をお楽しみ下さい。皆様の心に平和を、そして輝ける
未来を願って。

一人一人の力は小さくても、みんなで助け合い、一つ
になれば大きな力となってきっと明るい未来が訪れ
ます。笑顔がいっぱいの世界を目指し、みんなで頑張
ろう!!

14 ㈲菊屋小幡花火店（群馬県）

昇曲導付

五重芯菊先水色銀乱

新型コロナウイルスの収束を願うと共に、花火が復
興のシンボルとなれるよう、夢と希望を込めて打ち上
げます。

ワイド
スターマイン

〈技術と信頼〉
総合建設業・鋼構造物工事業
設 計・施 工

ＡＬＳＯＫ秋田株式会社
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

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
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15 ㈲篠原煙火店（長野県）

16 ㈱ホソヤエンタープライズ(東京都)

昇曲導付

昇小花付

第２部
四重芯菊花の誉

新型コロナウイルスに罹患された方々、
医療従事者の
皆様、
又多大な影響を受けておられる多くの方々の希
望の光になりますよう、
思いを込めて製作しました。

三重芯REIWAの華

一日も早い悪疫退散と慰霊の願いを込めて、私たち
花火師ができる事は日本の伝統美をこの夜空に輝
かせる！全身全霊を掛けて多重芯に望みます。

17 筑北火工 堀米煙火店(茨城県)

18 ㈱山内煙火店（山梨県）

19 ㈱丸玉屋小勝煙火店（東京都）

青海の世界

昇曲導付

ひとときの輝き

20 髙田花火工業（福岡県）

21 ㈱北日本花火興業（秋田県）

22 ㈲片貝煙火工業（新潟県）

昇曲導付

GENESIS

昇り曲導付

花火も海も日本の夏の風物詩が今年は中止や自粛が
相次ぎました。
また花火や海を満喫できる夏が来るこ
とを祈って、
真夏の青い海を花火で表現しました。

四重芯変化菊

この厳しい状況から、新しい可能性を生み出せない
かの思いを込めて製作しました。

三重芯変化菊

親星には当社が得意とする山内オレンジを使用し、
誰もが明るく希望に満ちた気持ちになるよう心を込
め製作しました。ピンチはチャンス！共にこの難局を
乗り越えましょう。

〜創世の光〜

夜空に伸びる光の筋が、明日を照らす希望の光とな
りますように。

打ち上がってから消えるまで短い時間ですが、心おだ
やかになるような花火を制作してみました。

三重芯越後の向日葵

こんな時だからこそ、元気が出そうな明るい向日葵
の花火です。

商工会議所 News

第275号

おおまがり

［５］

23 ㈱紅屋青木煙火店（長野県）

24 田畑煙火㈱（静岡県）

25 ㈱磯谷煙火店（愛知県）

マドンナブルーの花

昇曲導付

昇曲付

26 ㈱小松煙火工業（秋田県）

27 ㈱齊木煙火本店（山梨県）

28 野村花火工業㈱（茨城県）

昇銀竜

虹色のグラデーション

昇曲付

医療従事者への感謝、コロナウイルスの終息を願っ
て打ち上げます。

五重芯変化菊

この花火の光が、みんなの明日への希望になります
よう、願いを込めて！

四重芯変化菊

度重なる災害で、辛抱・忍耐ばかり強いられる生活に
も必ず出口はあるはずだから。大変な思いをしなが
らも僕らは乗り越えていこう、明日へ向かって。

夜空に輝く円い虹を表現したくてつくりました。ほん
のひとときでも、癒しの瞬間をお届けできたらと思
います。皆様に希望の虹が掛かりますように・・・

フィナーレ
花火

© 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

万華鏡

現在、生活に色々の制限が加えられています。制限は
ストレスを生み出しますが、心の中だけは穏やかで平
和であってほしいものです。花火が明日への光とな
れば何よりです。

五重芯変化菊

この花火を見た皆様が、少しでも元気になりますよ
うに願いを込めて制作しました。
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秋田県観光地創生支援事業

「プライベート花火」
と
「市内観光」

招 待事業を実施中！

大曲商工会議所では９月５日から12月19日まで、

秋田県観光地創生支援事業を活用して、花火鑑賞と
市内観光のモニター体験の招待事業を実施します。

大曲で
を観て、
火
花
の
け
だ
あなた
光!!
翌日は市内観

新型コロナウイルス禍の中で、少人数の観客を対

象に打ち上げる新しい花火鑑賞の仕方や、大仙市内

の様々な観光スポットを体験していただくものです。
参加者からは事業内容や料金設定に関するアン

ケートに回答していただき、その結果を参考に来年
度は有料のイベントとして実施する予定です。

≪大仙市地域商品券≫の販売・換金を行っています。

大仙市では地域経済の活性化のため、プレミアム付地域商品券を販
売しています。15,000円分の商品券を10,000円で販売し、１世帯
当たり20,000円まで購入できます。
まだ購入されてない方は、引換券、身分証明書等を持参して
10月30日(金)まで商工会議所でお求めください。
また、加盟店の換金請求も受付しております。

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）

3
1

タ ケ ダ 歯 科
当院の
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
画像診断

インプラント／ホワイトニング

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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整理
番号

希望職種

1 ・総務事務員

免許・資格

ハローワーク大曲

・日商簿記検定2級
・キャリアコンサルタント

・職業相談員

おおまがり
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求職者情報

令和2年8月21日発行
住

職歴・経験

所

希望月収

（パートの場合は時給）

・約9年

大仙市
大曲

900円以上
（時給）

2

・歯科助手
・医療事務員

・健康管理士一般指導員
・食育アドバイザー

・歯科助手、レセプト業務等

・約18年

大仙市

17万円以上

3

・配管工
・自動車整備工

・危険物取扱者（乙種）

・配管工
・ガソリンスタンド勤務

・約3年半
・約10年

美郷町

20万円以上

4

・中距離ドライバー ・大型自動車免許
（東北内）
・配達の仕事 ・牽引免許

・4トントラックでの配送業務
・配達業務

・約4年
・約8年

美郷町

16万円以上

5

・営業
・運送

・土木作業員
・ルート集配

・約7年半
・約3年

大仙市
大曲

18万円以上

・大型自動車免許
・危険物取扱者（丙種）

※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。

備

考

★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）

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

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

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/

関連会社

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

有限会社 エフ・エム・デー

給排水・衛生・冷暖房・空調設備

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

［８］

おおまがり

第275号

令和2年10月1日（木）から

今回同封した各種ご案内

秋田県の最低賃金が変わります。

9/25 （新人向け）
ビジネスマナーセミナー 再案内
10/6 「Zoom」
を実際に使ってみよう！
10/14 飲食店・食品販売者が生き残るための販路拡大セミナー
11/13 夢を語る会・工業製品展示会

・「第５回工業製品展示会」出展者募集案内
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う各種経営支援策

１時間あたり（2円引き上げられ）

792 円に！

秋田県内すべての労働者に適用されます。

・まるごと秋田だいせんin仙台（仮称）出展者募集！
！
・会員企業短期経済観測調査ご協力のお願い
・大仙市雇用創造協議会・大曲仙北雇用開発協会からのお知らせ
・ポリテクセンター秋田からのお知らせ

【編集後記】
毎年８月の最終土曜日は、
全国花火競技大会の開催日。
今年は、
新型コロナの影響で花火の打ち上げは中止、
第94回大会は来年の
コロナ禍で世の中に閉塞
８月最終土曜日に延期開催となった。
感が漂っている時だからこそ、
大会開催予定日の29日にサプライ
ズ花火を打ち上げられた。
地元の方々も含め様々なご意見を頂
戴した。
苦言をいただいたり、
打ち上がった花火の映像をみて涙が溢
れ感謝の気持ちをどうしても伝えたいとご連絡をいただいたり
と、
、
、
。
このコロナ禍の中で耳にする言葉は、
全て正しい事なんだ
と思う。
こんな時だからこそ、
心が広く、
社会経験豊かなリーダー
のもとで仕事が出来るのは自分の人生の中でありがたいなと思
う。
今は、
至上最悪なコロナ禍社会。
コロナ感染者に対する中傷が
社会問題ともなっている。
そんな世の中でも私は、
「あの人がいた
から良かった」
と思える人達と仕事が出来る喜びを１日でも多
（k.e）
く過ごせる事に感謝しながら生きたいと思う。
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

受動喫煙防止対策助成金のご案内
令和２年４月１日から原則屋内禁煙が義務
化されました。
厚生労働省では、職場での受動喫煙防止対
策を行う企業に対し、以下の助成金制度を設
けております。この機会にぜひ、ご活用くだ
さい。
詳 し く は 秋 田 労 働 局 健 康 安 全 課（018−
862−6683）までお問い合わせください。
対象企業

既存の小規模飲食店
（「資本金または出資
の総額5000万円以
下」か つ「客 席 面 積
100平米以下」）

1,296（税込）

文具・ＯＡ機器・スチール家具
株式会社
本

助成上限額

中小企業
屋外喫煙所の
（学校、病院、児童福
設置・改修
祉施設などを除く）

（内消費税118円）

秋田県知事許可（般―02）第10905号

対策

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

喫煙専用室
または指定た
ばこ専用喫煙
室の設置・改
修

助成率
2分の1

100万円
3分の2

