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新春賀詞交歓会を開催
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齋　藤　　　靖会頭

年頭のあいさつ

　明けましておめでとうござい

ます。

　令和５年の新春を迎え、謹ん

でお慶び申し上げます。

　本年もよろしくお願い申し上

げます。

　本日、恒例の新春賀詞交歓会

を開催いたしましたところ、ご

多忙の中、佐竹秋田県知事、老

松大仙市長をはじめ150名の皆

様からご臨席を頂きました。心

から御礼を申し上げます。

　私は、去年11月に会頭に就任

いたしました。その時の就任挨

拶で三つの大きな方針を話させ

て頂きました。

　まず一点目は「商工会議所、

中小企業相談所を中心に色々な

相談に応えられるよう体制を強

化し、さらに相談しやすい商工

会議所にしていきたい。」とい

う事です。

　これはコロナ禍が続き、円

安、物価高騰によって大変厳し

い経営状況にある地元企業が多

いと思われます。こうした中で

コロナ関連融資の返済も始まり

ます。

　商工会議所は、資金の返済や

借入に関する相談はもとより、

インボイス制度、ＩＴ活用など

様々な相談に迅速に、きめ細や

かに対応して参ります。このた

め、外部研修を充実させること

によって職員一人ひとりのスキ

ルアップを図り、頼られる組織

づくりを進めたいと思います。

また、気軽に相談に来てくれる

環境づくりを進めながら、職員

が積極的に外に出ていくスタイ

ルを打ち出していきたいと考え

ております。

　二点目は「今後この地域にも

インバウンドが拡大してくる。

花火と共に色々な部分での国際

化を進めて参りたい。」とも申

し上げました。

　去年は、４月の「新作花火コ

レクション」「春の章」、８月の

「全国花火競技大会」、10月の

「秋の章」を無事に開催するこ

とが出来ました。「新作花火コ

レクション」と「全国花火競技

大会」は生憎の悪天候でありま

したが、観客の皆様からは「花

火大会の開催に感謝します。」

「感動しました。」などなど、う

れしい声が寄せられました。観

覧会場の設営に関しては、コロ

ナが始まる前から、会場設置経

費を削減する、工事期間を短縮

して河川増水によるリスクを低

減する、観客から強い要望があ

るイス席を設けるという課題を

解決するため検討を進めて参り

ました。去年の全国花火競技大

会は、コロナ禍の中ということ

もあり、従来の桟敷席に変えて、

テーブル、イスの会場レイアウ

トで開催いたしました。初めて

の試みでありましたので不安は

ありましたが、大変好評であり

ましたし、大きな混乱もありま

せんでしたので、本年も去年と

同じ形態で開催したいと考えて

おります。

　また、昨年は全国各地のイベ

ント・行事がコロナ対策を講じ

ながら開催・実施され、ウイズ

コロナという状況が完全に定

着したと感じています。今後は

インバウンドが地方にも拡大し

てくるフェーズになったと思っ

ていますので、機を逸すること

なく国際化に取り組んで参りま

す。特に「大曲の花火」につい

ては、コロナ禍によって休止し

ていた「国際花火競技大会」「国
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際花火観光都市交流」の実現に

向けた取り組みを具体的に進め

て参ります。また、５年後の第

100回全国花火競技大会のメイ

ン事業として、平成29年に開催

した「国際花火シンポジウム」

を再度誘致開催したいと思って

います。

　三点目は「これからは地域間

競争だと思っている。大仙市と

もタイアップしながら新たな施

策についても、企業そして地域

の方々と密に色々な情報交換を

しながら進めて行きたい。」と

も申し上げました。

　商工会議所は、企業と農業、

地域の店舗を結ぶ役割を担い、

国、秋田県、大仙市からのご支

援ご協力を頂いて「元気なまち

づくり」に力を傾注していきた

いと思っています。

　「大曲と言えば花火」、「大曲

の花火」は地域経済活性化の重

要な方策であると思っています

が、これ以外の何かこの地域の

特徴となる物を見つけて、確か

な物に生長させていく取り組み

を始める年にしたいとも思って

おります。

　新会頭に就任して２カ月が経

ちました。これまでの路線を

しっかりと引き継ぎつつ、会頭

スローガンは「元気な街づくり

のために皆で汗をかこう」であ

ります。汗をかくためには行動

しなければなりません。

　特徴を生かした取り組みを行

い、「元気なまちづくり」を進

めて参りますので、ご臨席の皆

様のご支援とご協力をお願いい

たします。

　最後になりますが、皆様に

とって本年が素晴らしい年にな

る事をご祈念いたしまして、私

の年頭の挨拶とさせていただき

ます。

　本年もどうぞよろしくお願い

いたします。

※�令和５年１月11日新春賀詞交歓会の会頭
あいさつを掲載いたしました。

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 
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小　林　　　健日本商工会議所会頭

日本再生・変革に挑む
　～志を高く、新しい時代を切り拓く～年頭所感

　明けましておめでとうござい

ます。

　2023年の新春を迎え、謹んで

お慶び申しあげます。

【はじめに】

　私は、昨年11月の会頭就任時

に「日本再生・変革に挑む」と

した所信を表明し、「変革の連

鎖」によって日本再生を成し遂

げるために全身全霊を傾けるこ

とを会員の皆さまに誓いまし

た。また、その後、全国各ブロッ

クの商工会議所の皆さまや都内

の中小企業経営者と対話する機

会を得て、「現場主義」と「双

方向主義」を継承・徹底させて

いかなければならないとの思い

を新たにしました。われわれ商

工会議所は、今年も一丸となっ

て事業者の皆さまの声を適切に

政策提言や事業活動に生かしつ

つ、地域経済、日本経済の発展

のために力を尽くしてまいりま

す。

【当事者意識を持ち自己変革を】

　さて、わが国は、過去20年

以上にわたり物価、賃金、生産

性がほぼ横ばいという停滞が続

き、先進諸国に比して相対的に

競争力は低下しています。さら

に、昨年、コロナ禍に加え、ロ

シアのウクライナ侵攻、世界的

なインフレなど、大きな環境変

化が次々と押し寄せ、極めて予

測困難な状況が続いています。

　本年は、こうした大きな環境

変化に対応しつつ、人口減少や

少子高齢化、社会保障費の拡大、

財政赤字、人手不足、エネルギー

問題、さらには加速するデジタ

ル化やグローバル化への対応な

どの構造的課題にわが国が正面

から取り組み、成長軌道に戻し

ていくための重要な年になると

認識しています。足元では、複

合的な要因による物価上昇・円

安の影響で中小企業は厳しい状

況に置かれていますが、われわ

れ、企業が成長の原動力である

という当事者意識を持ち、現実

を直視し、果敢に自己変革に挑

まなければ、この時代を生き抜

くことはできません。今こそ、

渋沢栄一翁の「逆境の時こそ、

力を尽くす」という信念に学

び、企業経営者が積極的に行動

を起こしていかなければなりま

せん。

　私は、経営者の責務は、経済

価値、社会価値、環境価値の三

つを同時に追求すること、即ち

社会に責任を持ち、貢献するこ

とだと考えています。中小企業

は、変化に対する柔軟な対応力

を有しており、経営者と現場の

距離も近く、経営者の理念を共

有しやすい土壌があります。中

小企業こそが自己変革と地域貢

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

税理士法人税理士法人
日本未来経営日本未来経営

（鈴木典男税理士事務所）

○本社　秋田県大仙市福田町12-29
　　　　TEL0187-62-0433 FAX0187-62-0426
　　　　mail mimori.p@lily.ocn.ne.jp
　　　　URL http://www.mimori-insatsu.co.jp
○東京営業所 ○秋田営業所 ○横手営業所 ○湯沢営業所

0120-0433-55
各種印刷物に関するお問い合わせはこちらまで
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日本再生・変革に挑む
　～志を高く、新しい時代を切り拓く～

献・社会貢献の主役であり、日

商の会頭として、私が先頭に

立って自己変革に挑戦する中小

企業のイノベーション創出と付

加価値向上を通じた成長を支

援、大企業と中小企業が共存共

栄できる社会を目指していきた

いと考えております。

【企業の挑戦を支える環境整備を】

　一方、政府の重要な役割は、

企業の挑戦を支えるための環境

整備にあります。特に「民間投

資の強力な推進」「持続的に賃

上げできる環境整備」「サプラ

イチェーンの強靭化と経済安全

保障」「多様な人材が活躍でき

る国づくり」の四つの対応を政

府には求めたいと思います。資

源を持たないわが国が持続的に

成長するためには、競争力のあ

る「科学技術創造立国」として

の地位の確立を目指し、成長の

エンジンとなる新たな産業分野

へ投資を強力に促進していくこ

とが不可欠です。そのためにも、

政府は、新しい資本主義の重点

投資４分野における官民の適切

な役割分担、リスクシェアリン

グを図り、企業の成長期待を高

めるとともに、十分な規模の政

府支出、税制、民間投資を促す

大胆な規制改革に取り組んでい

ただきたいと思います。

　エネルギーに関しては、安定

供給の確保とともに、2050年

カーボンニュートラル実現に向

け、ＧＸの活用や原子力を含む

エネルギー政策を政府が前面に

立って推進することが求められ

ます。さらに、中小企業が賃上

げできる環境整備に向けて、取

引価格の適正化、デジタル化の

推進等、生産性向上への支援強

化が必要です。生産拠点の国内

回帰を含め、多様化する供給網

の整備も急務であり、企業の予

見性を高め、自由な経済活動を

阻害しない経済安全保障に取り

組むべきであると考えます。

【志を高く、新時代を切り拓く

� 商工会議所に】

　商工会議所としては、地域の

第一線で活躍する会員企業の皆

さまと共に、こうした課題や変

化をタイムリーに察知し、商工

会議所自らも変化に対応できる

強い足腰を鍛え、「中小企業の

イノベーション創出・成長支援」

「大企業と中小企業の共栄共存

の実現」「人と企業が輝く地域

の創造」の 3 本柱の実現に向け、

全力で取り組んでまいります。

　昨年、日本商工会議所は100

周年を迎えました。次の100年

に向けて、本年が、「日本再生・

変革に挑む」ための力強い一歩

を踏み出す年となるよう、ス

ピード感をもって実行していく

組織、志を高く、新しい時代を

切り拓いていく組織を目指して

まいります。皆さまの一層のご

支援とご協力を心からお願い申

し上げます。

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
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佐　竹　敬　久

老　松　博　行

秋田県知事

大仙市長

年頭のごあいさつ

年頭のごあいさつ

　新年明けましておめでとうご
ざいます。
　皆様におかれましては、健や
かに新春をお迎えのことと、心
からお慶び申し上げます。
　昨年を振り返りますと､ いま
だ新型コロナウイルス感染症の
収束を見通せない状況にある中、
ウクライナ情勢の長期化や、原
材料価格の高騰など社会情勢は
不安定な状況が続いております
が、県内経済は、木材製品の生
産額が大きく増加しているほか、
電子部品・デバイス関連が好調

となるなど、回復の兆しが見え
始めております。
　また、「あきた芸術劇場ミル
ハス」のグランドープンや「サ
キホコレ」のデビューなど明る
い話題があったことや、大仙市
においては、種苗交換会や３年
ぶりとなる大曲の花火が開催さ
れ盛会となるなど、ウィズコロ
ナへの流れが着実に進んでおり
ます。
　こうした流れを加速すべく、
県としましても、感染症対策を
万全としつつ、物価高などの影
響を低減させる対策を迅速に実
施し、再生可能エネルギーなど
の成長分野への参入支援や、人
材の確保・育成に向けた取組な

ど、産業競争力の強化に向けて
施策・事業を積極果敢に展開し
てまいります。
　大曲商工会議所におかれまし
ては、新型コロナウイルスや物
価高騰対策のため相談体制の強
化、デジタル技術の活用による
ビジネス変革等への支援に取り
組んでいただいているところで
あり、今後とも地域経済ひいて
は、本県の社会経済活動のけん
引役として、一層のご尽力を賜
りますようお願い申し上げます。
　結びに、新しい年が皆様に
とって希望に満ちた飛躍の年と
なりますようご祈念申し上げ、
年頭のごあいさつといたします。

　あけましておめでとうござい
ます。
　新春の到来を市民の皆様とと
もに心からお慶び申し上げます。
　大曲商工会議所の皆様には、
日頃から市政運営に対しまして
特段のご理解とご協力をいただ
き、心から御礼を申し上げます。
　大仙市では、昨年を「再始動
の年」と位置づけ、徹底した感
染症対策のもと、「第94回全国
花火競技大会」や「500歳野球
大会」など、大曲商工会議所の
皆様をはじめ、多くの皆様のご
支援のもと開催することができ

ました。取り戻しつつある日常
や地域の元気を実感するととも
に、地域経済の活性化にも大き
く貢献したものと確信しており
ます。
　また、大仙市としては、初の
開催となりました「第145回秋
田県種苗交換会」につきまして
も、協賛事業や秋田米新品種「サ
キホコレ」のデビューイベント
を通じて、目標を大きく上回る
多くの皆様からご来場いただき、
秋田県農業の強みや本市の魅力
を広く発信できたものと思って
おります。
　令和５年は、市民の皆様の健
康と暮らしを守りながら、大仙
市の持続的な成長と発展を目指
し、「未来への投資」に繋がる

取組を積極的に進めてまいりた
いと考えております。
　大仙市の未来を展望し、今講
じなければならない中長期的な
視野に立った施策に果敢に取り
組み、少子高齢化や人口減少を
見据えながら、「市民の皆様の
Well-being 向上」と「次世代に
誇れる大仙市の創造」に繋げて
まいりたいと考えておりますの
で、より一層のご理解とご協力
をお願い申し上げます。
　大曲商工会議所及び会員企業
の皆様の今年一年のご多幸とご
健勝を心からお祈り申し上げま
して、年頭のごあいさつといた
します。
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　あけましておめ
でとうございます。
　この３年間、コ

ロナ禍で食品関連の業界におい
ては、厳しい環境でした。2022
年は、withコロナが定着し、経
済活動も両立させようという動
きが生じてきました。大曲の花
火も 3 年ぶりに復活し、少しで
はありますが、大曲の経済も活
況に転じてきたようです。
　新たに迎えた2023年の「十
干」は、癸卯（みずのとう）。「癸」
は「物事の終わりと新たな循環
の始まりに備えた状態」を意味
しているということです。そろ
そろ新型コロナウイルスによる
経済停滞も終え、新たな展開の
始まりが期待されることをポ
ジティヴに考えたいと思います。
また、ロシアによるウクライナ
への侵攻やアメリカの利上げが
終息し、新たなステージが始ま
ることを願いたいものです。今
年最も注目される人事は、日銀
総裁が誰になり、今までの大規
模な金融緩和政策から変わるの

かどうか。僕は、変化が起こる
と読んでおります。
　食品関連業部会においても、
会員企業が役立つ事業展開を新
たに考える必要があります。こ
れは、どの部会も前例踏襲型の
事業運営ではダメだということ
です。時代に適合した施策を考
えていかなければなりません。
大曲商工会議所にも大きな変化
がありました。昨年11月、齋藤
靖新会頭が就任しました。常議
員の平均年齢も８歳若返りまし
た。まさに十干の癸卯の意味の
ごとく「物事の終わりと新たな
循環の始まりに備えた状況」な
んです。新たな事業、新たな挑
戦に立ち向かう船出だろうと思
います。先人の意思をどう発
展させていくのか、問われます。
現状維持、前年踏襲の事業運営
では、せっかくの若返りもトッ
プの想いだけということに、な
りかねません。どんどん意見を
出して、新たな提案や発想を議
論して、カタチにしていきたい
ものです。
　大曲の地域経済が、うさぎの
ように跳ねることを期待して。

　新年あけまして
おめでとうござい
ます。昨年より部

会長という重き任をいただき、
大きな緊張を持って新たな年を
迎えております。私の力は非常
に微力なので、皆様の力をお借
りしながら何か良い方向に向か
えたらと思っております。
　さて、ただでさえ停滞してい
る経済がここ三年程ますます混
迷しており、この状況をどのよ
うに脱却して行くのか、早く次
の段階に移れたらと思っており
ます。
　常々、何かを変えるにはやは
り若い人の力が必要だと思って
いて、その助力ができたらと思
いますし、若い人の参加しやす
い事業の企画、意見、考えをく
み取れるような部会にできたら
と思います。是非、皆様も気軽
に参加し意見を述べてもらえた
ら幸いです。
　１年目何かしらの形を提案で
きたらと思います。皆様のご協
力をお願いして、新年のあいさ
つといたします。

食品関連業部会長
小 西　亨一郎

一般商業部会長
木 村　友 博

次項に続く→

新年のごあいさつ
各部会長より

総合建設業・鋼構造物工事業

よりよい形をつくり、
街をつくり、社会をつくる

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

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
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　新年あけまして
おめでとうござい
ます。

　旧年中はサービス業部会の事
業推進に多大なるご理解とご協
力を賜りまして、心より御礼申
し上げます。
　昨年10月に３年の任期を迎え
ましたが、サービス業部会の皆
様のご支援によりまして再度、
部会長を務めることとなりまし
た。引き続き、皆様からの更な
るご協力の程よろしくお願いい
たします。
　昨年は円安や原材料・資源高、
エネルギーコスト増大など、コ
ロナ以外の環境への変化に対
応していく一年でした。「もは
やコロナ禍ではない」は、コロ
ナ禍からの脱却ではなく、より
複雑な「複合危機」への突入を
示唆しています。このような目
まぐるしく変化する時代の中で、
サービス業部会として環境の変
化に対応した会員皆様に有益な
企画を進めて参りますので、今
後ともご協力ご指導を賜ります
ようお願い申し上げます。
　最後になりますが、会員皆様
のご繁栄とご健康を祈念いたし
まして新年の挨拶とさせていた

だきます。

　明けましておめ
でとうございます。
　昨年は工業部会

の活動に対し多大なご協力を賜
り、誠にありがとうございました。
　まだまだ収束の兆しが見えな
い新型コロナウイルスですが、
昨年は感染対策を万全として活
動を行う事ができました。建設
業部会と合同で盛岡市の「グラ
ンドセイコースタジオ雫石」を
訪問し最先端の時計製造現場を
視察研修に行きました。
　19回目となる「夢を語る会」
では商工業振興表彰を受賞され
た大曲小型貨物自動車運送㈱）
の加藤惠一氏からは『生涯現
役』、㈱ビジネス秋田の畠山忠
夫氏からは『これまでの歩みと
創立50年への展望』と題しご講
演いただきました。また、２回
目となる「ものづくり動画」で
は『1,000分の１ミリの金属加
工』（㈱秋田ルミナ）、『１枚の
金属板が職人技で姿を変える』

（ＭＥＰ㈱）を観賞いただきま
した。「ものづくり動画」は
You Tubeで公開していますの
で多くの人達にもご覧いただく

ことで各会社のＰＲにもなると
思っています。
　最後に本年も会員皆様のコロ
ナに負けない商売繁盛・身体健
全を心よりご祈念いたしまして
新年の挨拶といたします。

　あけましておめ
でとうございます。
　旧年中は建設業

部会の事業運営に対しましてご
理解ご協力を賜り、心より御礼
申しあげます。
　昨年後半は新型コロナウイル
スの感染再拡大に加え、人手不
足、エネルギー及び資材価格高
騰など様々な影響を受けました。
それは建設業界のみならす、あ
らゆる業種において多大なもの
であったと思います。
　本年は、この見通しの悪い状
況を乗り越え、景気回復並びに
地域経済の活性化に向け会員各
位と知恵を出し合い、また他部
会と連携を図りながら様々な事
業に取り組んで参りたいと考え
ております。
　さて、一昨年に引き続き工業
部会と合同で実施した会員研修
では岩手県雫石町の「グランド
セイコースタジオ雫石」の視察

サービス業部会長
加 藤　惠 一

建設業部会長
小  原　  貴

工業部会長
古 谷　武 美
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を行いました。
　微細な部品の展示や匠による
組立工程など世界最高水準の技
術に触れるとともに、周囲の自
然風景に溶け込むスタジオの木
造建築は大変参考になりました。
　今後も本部会として会員の皆
様に役立つ情報の提供と各種事
業を積極的に進めてまいりたい
と考えております。
　最後になりましたが、本年こ
そ地域経済の回復と商売繁盛、
皆様の御健勝を祈念し新年の挨
拶といたします。

　新年あけまして
おめでとうござい
ます。旧年中は青

年部活動にご理解とご協力を賜
り心から御礼申し上げます。
　長らく続くコロナウイルスの
脅威はやや落ち着きつつあるも
のの予断を許さず社会経済は相
変わらず厳しい状況が続いてお
ります。
　 令 和 ４ 年 度 青 年 部 は「BE 
EXCITE ～永遠に ともに～」
をスローガンに自らを企業を盛
り上げ、街を地域を盛り上げ、
組織を大曲ＹＥＧを盛り上げ、
未来に向け豊かな郷土を築き上

げるべく創意と工夫・勇気と情
熱をもって活動して参りました。
　今年は日本ＹＥＧ全国大会
美 の 国 あ き た 大 会 が 秋 田 県
に て 開 催 さ れ ま す。「TO BE 
WITHYOU ～あなたと一緒に
～」を大会スローガンに全国各
地からくる多くの皆様にしっか
りと郷土の魅力を伝えられる様
に会員一丸となって務めて参り
ます。
　最後に皆さまの商売繁盛・家
内安全を心よりご祈念いたしま
すとともに、引き続きご指導ご
鞭撻の程宜しくお願い申し上げ
ます。

　新年あけまして
おめでとうござい
ます。日頃より女

性会に対しまして格別なるご指
導ご鞭撻を賜りまして厚く御礼
申し上げます。
　少しは落ち着いてきたかと
思っていた新型コロナウイルス
感染の波は、ここにきて収まる
ことなくますます大きなうねり
となっております。また、ウク
ライナ侵攻での悲惨な状況を報
道されるのを見て、とても暗く
なるばかりです。しかしながら、

私たちは立ち止まるわけにはい
きません。
　私は昨年５月の総会で、歴史
ある大曲商工会議所女性会の会
長を引き受けることになりまし
た。先輩会長方々、役員・会員
の皆様のお力添えを頂きまして
女性会を盛り上げていきたいと
思います。
　昨年の大きな活動は、10/29、
30にヒカリオイベント広場で
開催された「秋田県種苗交換会
賑わいイベント」に参加できた
ことです。久しぶりの出店で体
力・気力がついていくか不安で
した。女性会会員でアイデアを
出し合い、今回はじめて焼き餃
子を販売しました。お天気に恵
まれ、たくさんの方に購入して
頂き、準備したものはすべて完
売することができました。会員
同士の交流もでき、とても楽し
い２日間でした。コロナで沈ん
でいた大曲に、賑わいが戻って
きたように感じました。
　今年も未だ感染拡大の終息は
見えず不安の中ではありますが、
一日でも早く穏やかな日々を取
り戻せることを願いつつ、会員
の皆様のお力を借りながら事業
を行って行きたいと思っており
ます。今後ともよろしくお願い
いたします。

青年部会長
熊  谷　  公

女性会長
古 谷　惠美子

光プロダクション©
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花火暦2023年度版が完成しました
　「大仙市」の１年間の花火予定が一目で分かり
ます。右にあるコードからご覧ください。

【お問合せ】　大曲商工会議所　花火振興事業部
　　　　　　TEL：0187-88-8073 【花火暦2023コード】

全国花火競技大会

※開催日時・場所・打ち上げ予定数などは、変更される場合がございます。お問い合わせ先にご確認のうえお出かけください。

大曲南部地区
イルミネーション花火

主催：大曲商工会議所南部地区協議会
　　 お問い合わせ：0187-62-1262

大仙市角間川町本町はまぐら周辺特設会場打ち上げ予定数

約800発

12/16（土）

第16回 楢岡さなぶり酒花火

主催：楢岡さなぶり酒花火実行委員会　
　　 お問い合わせ：0187-63-1224【秋田清酒（株）】

南外・梨木田 南外体育館前
（ふれあいパーク）

6/3（土）
打ち上げ予定数

約1,000発

第14回 四ツ屋まつり

主催：四ツ屋まつり実行委員会　
　　 お問い合わせ：0187-66-1500

大仙市四ツ屋公民館10/8（日）
打ち上げ予定数

約500発

花火通り商店街
七夕花火
主催：花火通り商店街　
　　 お問い合わせ：0187-63-2558

丸子川 丸子橋上流

7/1（土）
打ち上げ予定数

約500発

2/4（土）
打ち上げ予定数

約500発

内小友余目さくら花火観賞会

主催：内小友コミュニティ会議
　　 お問い合わせ：0187-68-2625【（株）小松煙火工業】

大仙市内小友余目公園地内
4/22（土）
打ち上げ予定数

約1,000発

あまるめ 会議所まつり花火

主催：大曲商工会議所
　　 お問い合わせ：0187-62-1262

大曲ヒカリオ広場5/20（土）

まつり彩夏せんぼく2023

主催：史跡の里づくり委員会
　　（事務局：大仙市役所仙北支所 地域活性化推進室）　
　　 お問い合わせ：0187-63-3003

国指定史跡「払田柵跡」内特設会場8/15（火）
打ち上げ予定数

約900発

さいか

第44回 神岡南外花火大会

主催：神岡南外花火大会実行委員会（大仙市商工会神岡支所内） 
　　 お問い合わせ：0187-72-4028　8：30～17：15
　　（祝祭日・休日は不可）

中川原コミュニティ公園9/14（木）
打ち上げ予定数

約7,000発

第39回 ドンパン祭り

主催：ドンパン祭り実行委員会
　　 （事務局：大仙市役所中仙支所市民サービス課）
　　 お問い合わせ：0187-56-2111

大仙市役所中仙支所 ドンパン広場8/16（水）
打ち上げ予定数

約1,000発

ふるさと西仙まつり

主催：ふるさと西仙まつり実行委員会
　　 （事務局：大仙市役所西仙北支所市民サービス課）　
　　 お問い合わせ：0187-75-1111

雄物川河川敷（刈和野橋上流）8/15（火）
打ち上げ予定数

約2,000発

7/7（金）
秋田県立大曲支援学校
第32回 七夕花火会
主催：秋田県立大曲支援学校寄宿舎
　　 お問い合わせ：0187-68-4123
※社会情勢を鑑み、入場者を制限する場合があります。

大曲支援学校地内駐車場

約300発

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

秋田太田奥羽グラウンド・ゴルフ場
（奥羽山荘西側広場）

太田の火まつり

「大曲の花火」実行委員会 FAX 0187-66-2873TEL 0187-88-8073
大曲商工会議所（花火振興事業部）

https://www.oomagari-hanabi.com

秋田県大仙市大曲通町1番13号
（大曲商工会議所2階）

新作花火コレクション2023

8月26日（土）8月26日（土）
打ち上げ予定数

約18,000発

4月29日（土）4月29日（土）
打ち上げ予定数

約8,000発世界の花火・日本の花火

Daisen  
Fireworks  Displays 
Daisen  
Fireworks  Displays 令和5年令和5年

第95回

第8回 秋の章

第6回 春の章

10月7日（土）10月7日（土）
打ち上げ予定数

約8,000発
劇場型花火

ニューイヤー花火2023
2023 NEW YEAR FIREWORKS

主催：(株)ＴＭＯ大曲
　　 お問い合わせ：0187-88-8246【FMはなび】

大曲ヒカリオ広場
1/1（日）
打ち上げ予定数

約200発

第40回 協和七夕花火
協和船岡字上宇津野地内7/8（土）

打ち上げ予定数

約1,800発 主催：協和七夕花火実行委員会　
　　 お問い合わせ：090-2275-2665

OM A G A R I   H A N A B I R

「大曲の花火」公園 秋田県大仙市大曲雄物川河畔

齋藤会頭年頭あいさつ 三役出迎え

佐竹敬久知事　祝辞 老松博行市長　祝辞 渡部英治県議会議員　祝辞

新年を祝い乾杯大仙市議会 後藤健議長による乾杯

手締め（花火締め）

　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11日フォーシーズンにて新型コロナ
ウイルス感染対策を講じたうえで、会員・来賓ら約150名の参加のもと開催されました。
　主催者を代表して会頭が年頭あいさつをいたしました。（P２～３に掲載）
　来賓を代表して佐竹秋田県知事、老松市長、渡部県議会議員からご祝辞をいただきました。公務のた
め欠席された御法川衆議院議員からはメッセージをいただき披露いたしました。
　引き続き、鏡開きが行われ新年を祝いました。

新春賀詞交歓会を開催 「元気な街づくり」を推進していく年に！
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　新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大を受け経営状況の悪化が著しい市内の飲食店に対
し、経営維持のための給付金を支給します。

　商工業振興課の他、大曲商工会議所、大仙市商工会の各支所でも電子申請の受付を行っており
ます。
　なお、電子申請が困難な方については、紙での申請を受付けております。
　申請書用紙は商工業振興課、各支所市民サービス課、大曲商工会議所、大仙市商工会に用意し
ております。窓口では添付書類の確認を行い、後ほど審査し、不備があった場合は、改めて申請
書に記載された問い合わせ先にご連絡いたします。

大仙市経済産業部商工業振興課　☎0187－63－1111（代表）
〒014-8601 大仙市大曲花園町１番１号

大仙市飲食店応援給付金

支　給　額 １事業所あたり　10万円
※ただし、市内に複数事業所を有する場合は、20万円を上限とする。

対 象 業 種
日本標準産業分類表の中分類番号「76飲食店」に分類される事業者で、秋田県知
事から食品衛生法第55条（改正前法第52条）の営業許可証を交付された事業者
※店内にイートインスペースを設けているコンビニや菓子製造業等は除きます。

対象事業所

市税に滞納がない者（市外に住民登録している方は大仙市に固定資産税を納付し
ていること）で、令和３年12月31日までに開業し、市内に飲食店を営んでいる
個人事業主または法人のうち、売上額と売上減少率で要件を満たしている必要が
あります。

申 請 期 間 令和５年１月16日（月）～２月28日（火）

申 請 方 法
大仙市ＨＰ内のリンクより電子申請
または、紙申請
大仙市ＨＰ（https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2023010600013/）

問合せ先

電子申請サポート会場

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）
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1 2 月の行事予定
月　日 行　事 場　所 時　間
1月22日（日） 大曲創業塾　２回目 会議室 10：00～

1月24日（火）
常議員会

大曲エンパイヤホテル
15：00～

常議員会　研修会 16：00～
常議員会　新年会 17：00～

1月26日（木） 食品関連業部会役員会 会議室 12：00～
1月29日（日） 大曲創業塾　３回目 会議室 10：00～
2月 5日（日） 創業個別相談会 相談室 10：00～
2月19日（日） 創業個別相談会 相談室 10：00～
2月20日（月） 常議員会 会議室 14：00～
2月21日（火） 記帳個別講習会 相談室 10：00～
2月26日（日） 創業個別相談会 相談室 10：00～

第20回

・記帳個別講習会（2/21）のご案内
・新入社員合同入社式・従業員教育講座（3/15）ご案内
・会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い
・インボイス制度対策小冊子
・第95回全国花火競技大会有料観覧席に関するお知らせ
・秋田県就職氷河期世代正規雇用促進奨励金のお知らせ
・東北電力「冬の節電チャレンジキャンペーン」のお知らせ

今回同封した
各種ご案内

令和５年合同入社式
　　新入社員・従業員教育講座
令和５年合同入社式
　　新入社員・従業員教育講座

大曲エンパイヤホテル
大仙市大曲白金町8-17　TEL.0187-63-1131

※詳細は同封チラシをご覧ください。
　申込〆切は2月10日（金）必着です。

会場

・合同入社式  9：30～10：00
・教 育 講 座  10：00～16：00

日時 3月15日（水）

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
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