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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©

⑴国、県、市による支援施策を活用した継続支援

⑵関係機関及び専門家との連携支援及び相談体制の
　一部オンライン化

⑶セミナーの一部オンライン化

⑷創業支援の強化

大曲商工会議所  令和３年度事業計画大曲商工会議所  令和３年度事業計画
１．コロナ禍における会員企業存続に向けた支援
２．ポストコロナを見据えた経営構造変革への支援
３．まちづくり推進による地域活性化
４．花火産業構想第Ⅱ期の更なる推進
５．（仮称）大曲花火タワービルの整備

1．コロナ禍における相談・支援体制強化
⑴地域経済動向調査の実施
⑵経営状況の分析と事業計画策定支援
⑶需要動向調査
⑷イベント活用による需要開拓支援

2．第2期経営発達支援事業による継続支援

3．会員の加入促進
4．共済制度の普及拡大

基 本
方 針

コロナ禍における会員企業存続に向けた支援

ポストコロナを見据えた経営構造変革への支援

⑴販路拡大、業務効率化などのデジタル化に向けた取
組みの促進
　　①税制改正に伴う電子帳簿化の促進（業務効率化）
　　②キャッシュレス化の推進
　　③SNS活用、EC強化支援（販路拡大）
⑵デジタル化に伴う実行支援
　①移動商工会議所によるオンラインツール勉強会の開催
　②取り組みやすいデジタル化セミナーの開催
　③専門家派遣支援
⑶デジタルトランスフォーメーション（DX）、カーボン
ニュートラルへの対応支援
⑷LINE公式アカウントの普及と情報発信

1．デジタル活用によるビジネス変革等への支援
⑴商工会議所まつり開催による会員企業の情報発信と
各地域との連携
　①大曲ヒカリオ広場での商工会議所まつりの開催
　②南部、内小友、四ツ屋地区の行事と連携した各地
　区活性化事業の開催
⑵「大曲の花火ウィーク」の実施

2．感染防止対策を講じた各地区活性化事業

⑴会員大会の開催
⑵新春賀詞交歓会の開催
⑶新入社員合同入社式の開催
⑷感染拡大防止の啓発と事業者の感染防止対策支援

3．感染防止対策を講じた会員交流事業
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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）

合 計 1,057,974,000

経営支援班

主幹 山﨑　広紀
班長 小嶋　　段
主事 戸嶋　亮平
主事 久米　文恵
主事 山田　恭輔

班長 佐藤　好範
主事 得平　真吾

課長 高橋　良子
主事 伊岡森杏子

課長（兼務）　伊藤　浩
主事 藤本　秀樹
主事 近藤　慶宜

まちづくり支援班 総　務　課 共済推進課

元吉　峯夫

正副会頭・事務局組織図

本部事業部
花火振興事業部

部長　淀川真樹子

参事　森川　正明

伊藤　　浩事務局長

専務理事

小松　忠信副会頭

佐々木　繁治会　頭

挽野　実之副会頭 齋藤　　靖副会頭賢木　新悦副会頭

令和 3年 4月 1日

中小企業相談所

所長　長谷川　塁

課長（兼務） 淀川真樹子
主事 遠藤　幸子
主事 渡部由季菜

企画管理課

課長 鈴木　耕平
主事 五十嵐章宏

観覧会場課

課長 竹村　篤幸
主事 茂木　寿弘

打上会場課

課長 藤川　祐弘
事業推進課

（仮称）大曲花火タワービルの整備

まちづくり推進による地域活性化
1．官民連携による地域活性化

2．観光誘客に向けた各地区受け皿体制構築への支援

3．コロナ禍における地域活性化研究

花火産業構想第Ⅱ期の更なる推進
1.「大曲の花火憲章」に則り、新様式での「四季の花
火」の実施
2．「大曲の花火」ブランドを活かした観光・商業振興

令和３年度　収支予算書　総括表 自　令和３年４月１日　　至　令和４年３月31日 （単位：円）

会　計　名

一 般 会 計

本部事業部合計

特別会計

特別会計

特別会計

特別会計

特別会計

特別会計

計

中 小 企 業 相 談 所

労働保険事務組合

退 職 給 与 積 立 金

商 工 会 議 所 会 館

共 済 事 業

特 定 退 職 金 共 済

64,397,000
58,623,000
17,744,000
4,824,000
12,618,000
29,152,000
102,001,000
289,359,000

本
部
事
業
部

会　計　名

特別会計

計

花 火 振 興 事 業 768,615,000

花
火
振
興
事
業
部
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information
O M A G A R I   H A N A B I

Ⓡ

大曲の花火 ―冬の章― 若手花火師競技大会
「新作花火コレクション2021」

　次世代を担う全国の若手花火師（若手花火作家）
の育成と日本花火の伝統継承及び技術向上を目的
とした若手花火師競技大会である大曲の花火冬の
章「新作花火コレクション2021」が３月27日に
開催され、当日は、天候に恵まれ、お陰様で事故も
なく無事に大会を終了することができました。
　今回から「大曲の花火」公園での開催となった
冬の章は、夏の競技大会に準じて競技種目に「芯入
割物の部」が加わり、４号玉と５号玉で構成する
「新作花火の部」の２部門に18名の若手花火師の
皆様より出品頂きました。
　花火は瞬間の芸術です。１発１発に込められた
若手花火師の魂と花火技術の粋を集めた光と音の
芸術作品のなかで、総合的に最も優れてた作品に
は最優秀賞が授与されました。

受賞した若手花火師の皆様
（左上から）小勝康平氏　　山﨑智弘氏　　小幡知明氏
（左前から）今野貴文氏　　柴田武晴氏　　加藤克典氏

■芯入割物の部
　優    勝　

今野　貴文
　秋田県

　㈱北日本花火興業

玉名
昇曲導付　三重芯変化菊

準優勝
　山﨑　智弘　茨城県　㈱山﨑煙火製造所

優秀賞
　小幡　知明　群馬県　㈲菊屋小幡花火店

　小勝　康平　東京都　㈱丸玉屋小勝煙火店

■新作花火の部
優　勝

柴田　武晴
　長野県

　㈲伊那火工 堀内煙火店
玉名
点滅七変化
カラフルな点滅を使用した玉
を製作しました。だんだんと増え
ていく点滅変化をお楽しみく
ださい。

準優勝
　加藤　克典　愛知県　加藤煙火㈱

優秀賞
　今野　貴文　秋田県　㈱北日本花火興業

　小幡　知明　群馬県　㈲菊屋小幡花火店

■特別賞
（一社）日本煙火協会会長賞
　小幡　知明　群馬県　㈲菊屋小幡花火店

※日本花火鑑賞士会特別賞
　柴田　武晴　長野県　㈲伊那火工 堀内煙火店

大曲の花火 ―冬の章― 若手花火師競技大会
「新作花火コレクション2021」

最優秀賞

柴田   武晴
長野県　㈲伊那火工　堀内煙火店
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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

新入社員合同入社式・教育講座
22事業所から49名が新社会人としてスタート！

　大曲商工会議所と大仙市商工会、大曲仙北雇用開

発協会主催の合同入社式を、３月18日大曲エンパイ
ヤホテルで開催しました。コロナ渦で大変な就職活

動を乗り越えた新入社員22事業所49名が参加し、社
会人としての新たな一歩を踏み出しました。

　大曲商工会議所　佐々木繁治会頭から「事業所の

１番の願いは、会社を辞めないで欲しいということ。
事業所は変化を求めている。皆さんの新しい感覚が

必要になってくる。事業所もしっかり受け止めてく

れるので、自信を持って飛び込んでいって欲しい。地

元行事にも積極的に参加して、若い力で活気づけて

欲しい。」とのあいさつがありました。

　大仙市商工会の平瀬孝志会長からもあいさつをい

ただき、続いて大仙市の西山光博副市長と大曲公共

職業安定所の片岡浩成所長からお祝の言葉をいただ

きました。

　新入社員を代表して、（株）宮原組の三浦新汰さん

が記念品を受領し、（株）タニタ秋田の高橋徹さんが

「これまで支えてくれた多くの人たちへの感謝の気

持ちを忘れることなく、それぞれの志を実現するた

め、諸先輩方の叱咤激励をいただきながら誠心誠意

努力していく」と誓いの言葉を述べました。

　入社式後、従業員教育講座が開催され社会人とし

ての心構えや名刺交換など仕事に不可欠なビジネス

マナーについて学びました。

　今までは学生で、親や先生方の力を借りて生活し

てきましたが、春から社会人ということで責任の大

きさや、今までしてきてもらったことを1人で行って
いかなければならないので、自分はもう子供じゃな

いんだという自覚をもって生活していきたい。

　今は初めてのことだらけで不安な気持ちの方が強

いですが、１日でも早く仕事に慣れて職場の人や、利
用者の方々と良い関係を築いていきたい。言われた

事は、どんな事も一生懸命に行って、仕事内容を早く

覚えられるように努力していきたい。

■ 株式会社 オールホンダ大曲　中村　怜季佳

■ 株式会社 えがお　髙橋　唯斗

参加者の感想文を一部掲載

新入社員代表　誓いの言葉　㈱タニタ秋田　高橋徹さん 名刺交換の練習
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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

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

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

塗装で明るい街づくり塗装で明るい街づくり塗装で明るい街づくり
◆屋根・外壁塗装
◆リフォーム全般
◆JAF指定工場

◆建物解体
◆遺品整理

◆屋根・外壁塗装
◆リフォーム全般
◆JAF指定工場

◆建物解体
◆遺品整理

TEL.(0187)62-8123
大仙市花館字下殿屋敷46番地 秋田県知事許可（般-19）60038号
TEL.(0187)62-8123
大仙市花館字下殿屋敷46番地 秋田県知事許可（般-19）60038号

整理
番号 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3年4月6日発行

備　考

・介護支援専門員
・介護福祉士
・社会福祉士

2 ・介護支援専門員としてケアプランの作成等・介護支援専門員 大仙市 14万円以上・36年

・三級自動車整備士
・2級ボイラー技師
・危険物取扱者（乙種）

850円
（時給）3 ・自動車整備全般・小売店販売員 大仙市・31年

4 ・ダンプの運転手、作業員等
・光学レンズの加工等

・トラック、ダンプ
運転手
・製造関係

美郷町・6年
・16年

・大型自動車免許
・フォークリフト運転技能者
・玉掛技能者

780円
（時給）

850円
（時給）5 ・農業の仕事（加工、販売まで）

・製造の仕事
・農業の仕事
・地場、中距離運送 大仙市・3年半

・2年

・大型自動車免許
・大型特殊自動車免許
・日商簿記２級
・情報処理検定１級

★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）

※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。

15万円以上1 ・塾講師
・家庭教師

・教育関係
・塾講師等 大仙市・高等学校教諭免許 ・18年

・4年
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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

　　　第６３回大曲商工会議所野球大会開催要項・参加申込書
・令和３年度 秋田県の中小企業融資制度（パンフレット）
・秋田県立大曲支援学校からのお知らせ

今回同封した各種ご案内

６/５・６

４・５月の行事予定４・５月の行事予定４・５月の行事予定

会議室
諏訪神社
会議室
会議室
応接室
会議室
会議室

大曲エンパイヤ
ホテル

大曲エンパイヤ
ホテル

常議員会
花火安全祈願
工業部会役員会
サービス業部会役員会
建設業部会役員会
一般商業部会役員会
野球大会　主将会議・抽選会
常議員会
通常議員総会

27日
28日
11日

12日

14日
20日

25日

14：00
12：00
12：00
12：00
12：00
12：00
19：00
14：00
15：30

日時 行事 会場 時間

４
月

５
月

（火）
（水）
（火）

（水）

（金）
（木）

（火）

第63回大曲商工会議所
野球大会について

第63回大曲商工会議所
野球大会について

第63回大曲商工会議所
野球大会について

開催日／令和3年6月5日（土）・6日（日）
会　場／大仙市営中川原グラウンド
申込〆切：５月10日（月）午後５時

※詳細、申込書は同封開催要項をご覧ください。
退職者のお知らせ

新職員の紹介新職員の紹介

令和３年３月31日付
・本部事業部　総務課長　　　佐々木　栄子
・本部事業部　共済推進課長　仲野谷　祐子
　　　　　長い間大変お世話になりました。

５月の花火のお知らせ
大曲の花火 ―春の章―

※詳しくは（P5）に記事掲載延期になりました。

　大曲仙北広域市町村圏組合消防本
部在職中は、大変お世話になりまし
た。
　引き続き会議所会員の皆様と地域
の活性化や花火振興事業推進のた
め、努めて参りますので、今後ともよ
ろしくお願いいたします。

花火振興事業部　参事

森　川　正　明
もり かわ まさ あき

　４月より、本部事業部　中小企業
相談所まちづくり支援班に配属とな
りました。
　１日でも早く業務に慣れ、会員の
皆さまのお役に立てるよう精一杯頑
張りますので、よろしくお願いします。

本部事業部　中小企業相談所
まちづくり支援班

得　平　真　吾
とく ひら しん ご

第282号［８］ 商工会議所News　おおまがり


