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「芸術の里かわべゆうわ」事業発表会が９月27日 ( 金 )、雄和市民サービスセンターを会場に行われました。当日は、
ロゴマークの発表やアーティストへの「のぼり」贈呈、バリコロ☆新メニューの発表や試食会など盛り沢山、テレビ
やラジオ、新聞でも紹介されました。
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割り箸を筆代わりに心のメッセージを描き伝える
詩人。
各種講演会やカウンセリング活動の他、県内の昔話
や民話の研究、地域資源を活用した秋田弁の伝承
等について、精力的に創作活動中。

（今回のメッセージ）
「人生には様々な出来事が自分の予想をはるかに
超える現実として舞い込んできます。感情は心の
準備なしに湧き上がります。その時々の感情はか
らだや心にとって必要なクッションのように反応
しているようです。様々な感情をその時々にしっ
かり消化することが大切ではないでしょうか。」
（ハートメッセージ代表、一般財団法人カミーノあきた理事長）

割り箸書画（秋田市在住）
平成21年度　河辺雄和商工会主催

「農商工連携JANGO塾」卒業生

「芸術の里かわべゆうわ」事業発表会

「芸術の里かわべゆうわ」事業のご紹介

青年部・女性部だより

ネットde記帳お声ご紹介

アートの魅力でまちづくり(新企画)

頑張ってま～す(わがまちの若者たち)

ホームページがリニューアル

商工会の取り組みご紹介

～「人」「技」「食」による三位一体のまちづくり～

愛の心葉
メッセージ

Ⅷ
こころば

「芸術の里かわべゆうわ」事業発表会を開催！「芸術の里かわべゆうわ」事業発表会を開催！

地域のアーティスト、バリコロ☆食べ歩きキャンペーン加盟店、ご来賓、関係者の皆さん

石澤理央さん(右)の制作したロゴマークを
紹介する齊藤副会長(中央)

岡部副会長 ( 左 ) より「のぼり」を受け取る
アーティストの皆さん

料理研究家の山口麗子先生 ( 左 ) より
アドバイスを受けるバリコロ加盟店の皆さん

河辺雄和商工会報河辺雄和商工会報河辺雄和商工会報河辺雄和商工会報
発行所　河辺雄和商工会
　　　　秋田県秋田市河辺和田字上中野176-3
　　　　TEL 018-882-3523　FAX 018-882-3774
　　　　URL：http://kawabe-yuwa.com河辺雄和商工会の情報紙
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佐藤養助漆蔵資料館にて

おもてなしの心をこめて…

行列のできる女性部売店
（産学交流フェスティバル）

Villaフローラで陶芸体験
（広域交流会）

交通安全をよびかける女性部員

７月３日（水）、毎年恒例の視察研修を実施しました。今年度は湯沢・横手方面へ向かい、

稲庭うどん手作り体験や増田の蔵見学など、歴史と伝統を十分に堪能し、有意義な１

日を過ごしました。

6月10日(月)全国統一事業「“絆” 感謝運動」において、毎年恒例である
和田駅前周辺のクリーンアップを実施しました。

7月27日㈯～28日㈰

由利本荘千客萬遍市

工藤青年部副部長の声　キレイな町をいつまでも保てるように、地域の若者たちには自ら積極的にゴミを拾うように心掛けて欲し
い。このクリーンアップ活動を地域全体に広げていきたい。

髙橋青年部長の声　部員一丸となって「バリコロ焼き」を県内各所でPRした。この活動を契機に河辺雄和地域に多くの回遊客が
訪れ、バリコロ☆新メニューを食べ歩いてもらい、地域の賑わい創出となれば良い。これからも積極的な活動をしていきたい。

視察研修に行ってきました！

１０月１日（火）、秋田デスティネーションキャンペーンの開始に合わせ、女性部では「ウ

ェルカムコール」を実施しました。秋田へ向かう観光客が乗ったスーパーこまちに

向かって、歓迎とおもてなしの思いをこめて手をふりました。

　消費税が、平成２６年４月１日より８％、平成２７年１０月
１日には１０％に引き上げられます。
　これにより単に税率が引き上げられるだけではなく、
日々の経営に様々な影響が生じてきます。今から商工会
と一緒に消費税対策の準備を進めませんか？

ウェルカムコール実施

女性部だより女性部だより

お知らせ

第２回　消費税転嫁対策講習会の開催 日　時：平成２５年１１月２０日（水）

由利本荘市内
8月3日㈯～6日㈫

ご当地グルメフェスティバル
大町イベント広場

8月14日㈬～15日㈭

ふるさと再発見 あきた食と文化の祭典
イオン秋田中央店

10月12日㈯～14日㈪

全県商工会おもてなしまつり2013
アゴラ広場

10月13日㈰～14日㈪

産学交流フェスティバル
国際教養大学

この他、女性部が取り組んだ主な事業内容です。

●エコ石けんづくり　……　７月２３日㈫

●交通安全お守りづくり……９月４日㈬

●秋の交通安全街頭指導

………………………… ９月２１日㈯

●地区女性部広域交流会（河辺雄和担当）

………………………… ９月２６日㈭

●産学交流フェスティバル

………………１０月１３日㈰～１４日㈪

・消費税法改正について
・平成２５年度税制改正について

内　　　　容 講　師時　間

１８：００～１９：００

１９：００～２０：００ ・消費税転嫁対策と経営革新

税理士

加藤　雄誠　氏

中小企業診断士

佐藤　善友　氏

※お申し込みはお早めに
　商工会までどうぞ！

青年部だより
クリーンアップ事業の実施

県内各地のイベントに出店し、ご当地グルメ「バリコロ焼き」をPR!!

～実現力～“自覚と覚悟を持ち、地域発展の先駆者となれ
　　　　　すべては、愛する秋田のために”

おもてなしの心で
地域に元気とにぎわいを！

地域課題

プロジェクトの立ち上げ

アーティストのネットワーク構築

アーティストとのふれあい里づくり

アーティストの移住・定住者誘致活動

交流人口の増加

― 紹介並びに作品PR ―

― 地域資源のPR ―

― 交流人口の増加 ―

河辺雄和で活動している
アーティストや体験メニュー
をご紹介
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アーティストや起業者を河辺雄和地域へ誘致する
ために貸出可能な物件を探しております。
空き物件がございましたら、ぜひともご一報をお
願いします。

今年度から「芸術の里かわべゆうわ」プロジェクトがスタート！
「アートの魅力でまちづくり」をテーマに実施しています。

・観光客数の減少
・交流人口の減少
・空き店舗や空き家の増加

秋田空港　展示風景 河辺市民サービスセンター
展示風景

フレンドリーに
子供たちと触れ合い

■ロゴマークの決定
・制作者：石澤理央さん（秋田市雄和出身）
・秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院　卒業
・河辺雄和の山並み、川の流れ、アーティストたち
　の鼓動を表現

■作品展示会の開催
・開催期間：8月8日（木）～11月30日（土）

■絵画アート体験教室の開催
・開催日：10月9日（水）
・対　象：戸島小学校5～6年生
・講　師：相馬大作氏（大潟村出身）
　　　　　画家：アトリエソウマ代表

■ガイドブックの作製
・アトリエ散策、アート体験、バリコロを
　紹介している回遊型冊子。

『アートの魅力でまちづくり』
～「人」「技」「食」による三位一体～

■空き家・空き店舗を募集します■

■空き家・空き店舗を活用した誘致
■秋田移住定住総合支援センターとの連携

■バリコロ☆食べ歩きキャンペーン好評開催中
・地域内12加盟店によるバリコロ☆新メニューの開発
・期間：10月1日（火）～11月30日（土）

極
上「人」極

上「技」極
上「食」

極
上「人」極

上「技」

極
上「人」極

上「技」

極
上「人」

極
上「食」
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7月27日㈯～28日㈰

由利本荘千客萬遍市
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●交通安全お守りづくり……９月４日㈬
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「ホームページ」が
リニューアル！

秋田県の最低賃金が改正
　時間額 665円　発効日：平成25年10月26日
詳しくは秋田労働局賃金室(電話018－883－4266)まで

税を考える週間
　国税庁が毎年11月11日から17日まで
の期間、税に対する理解を一層深めて
もらうための、広報・広聴週間です。

新しく商工会の会員になられた方々です。
どうぞ宜しくお願いします。

・秋田ペレット株式会社（製造業）
　　　　　　都　　　岩　男　さん
　　　　秋田市河辺戸島字七曲台120－13
・株式会社りょうめい秋田（サービス業）
　　　　　　船　木　竜　美　さん
　　　　秋田市河辺赤平字小曽根80

頑張ってま～す！
わがまちの若者たち②

有限会社　秋田三京
秋田市河辺和田字北条ヶ崎56-5　TEL：018-882-2159

加藤　喬輔さん（34才）

　㈲秋田三京では秋田県内全域の企業や工場、一般家庭などで利用している井戸水
や地下水などの水処理を行っています。
　1 年ほど前に家業を継ぐために帰郷しました。それまでは他社で営業として県内
外を駆け回っていましたので、そこで培ったノウハウやネットワークを活かし、地
域に根差した事業活動を展開していきたいと思います。
　また、帰って来て改めて地元の良さを実感し、地域に貢献したいとの思いから「祭
祭かわべ」など地域のイベント活動にも積極的に参加しています。今年から商工会
青年部にも加入し、竿燈まつりやおもてなしまつりでバリコロ焼きの販売にも参加
しました。青年部活動を通じて仲間との絆を深め、地域の活性化にも力を尽くした
いと思っています。

今年の5月に商工会青年部に仲間入りしました！
会員皆様の情報（自社・商品
PR等）や地域情報（イベント等）
をどんどん掲載していきますの
で、皆様からの情報提供をお待
ちしております。

今すぐ検索 ☟

河辺雄和商工会 検索⬅

新企画 「アートの魅力でまちづくり」
～アーティスト紹介コーナー～

シリーズ１ アトリエソウマ　代表
画家　相馬　大作さん（37才）

　雄和椿川のアトリエに一歩足を踏み入れるとそこは情緒漂う憩いの空間。
　「どうぞごゆっくり楽しんで下さい。」といつも優しく声を掛けてくれるのは今回ご紹介する画家
でアトリエソウマ代表の相馬大作さん。
　相馬さんは大潟村出身。「自分は子供の頃から絵が好きで、いつかは画家になるんだってずっと
言ってたみたいです。」と照れながら語って下さいました。
　アトリエ兼自宅としているのはもともと空き家物件。地域の方々から情報をもらい、大家さんへ

の交渉、内装のアレンジ等をご自身で手掛けられたとのこと。
　アトリエから覗くのは、雄大な雄和の自然。この環境こそが相馬さんを惹きつけ、定
住の地として選ばれた理由なのです。そして日本各地で展示会を開催しているので空港
が近いというのはすごく魅力的と優しい口調で語って下さいました。
　「地域の方々とは農業を手伝ったり、野菜をもらったりとみんなに良く面倒をみても
らっています。その感謝の意味も込め、芸術活動を通じて地域の方々に恩返しができれ
ば」と語ってくれる相馬さんの言葉には壮大な決意が感じられました。
　『芸術の里かわべゆうわ』プロジェクトにも大いに賛同をしていただいており、アー
ティストの中心メンバーとして今後の活躍がとても楽しみです。アトリエソウマで地域

の魅力を再発見して
みませんか？

小学校の教壇に立つ相馬さん

創作に没頭する相馬さん

ご存知
ですか？

新会員のご紹介新会員のご紹介新会員のご紹介新会員のご紹介
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【事務局より】いつもお世話になっています。店内はいつも香ばしいパンの香りが広がっていま
す。焼き釜で焼くパンの香りに懐かしさを感じてしまいます。今後とも記帳をはじめ、経営全般
にお手伝いができればと考えています。

11月は各種共済加入増強運動月間です！

　平成24年11月に秋田市保戸野から知人の紹介で河辺和田へ移転

開業しました。当地は山菜にも恵まれた素晴らしい環境で、時々山

へ行くこともあります。また本格的な窯を使用してパンを焼き上げ

ていますので、薪を十分に確保するのにも助かっています。薪の余

熱を余すところなく使いケーキも焼いています。窯のメンテナンス

まで全て自分でおこなっています。午前７時～午後３時迄営業し、

その後は薪割りも。当店のパンは、自家製

の酵母を４種類使用、そのため酵母の研究

も欠かせません。このような状況なので、

経理まで手が回らないのが現状です。そうした時に、当初から商工会さん

に経理を手伝っていただいているので助かっています。おかげで商品の研

究・開発などに専念することができます。

　今後は、11月頃にホームページを開設予定ですので、ネット販売も展開

していければと考えています。

TEL:018-863-9016　FAX:018-863-9010

当協会では、低利な保証制度を多数用意しております。
※金利＋保証料　　県緊急 １.９３％、マル市 ２.４５％

まずは、保証協会、最寄りの金融機関、商工会窓口までお気軽にご相談下さい。

頑張る中小企業を応援します！

日頃より商工会の共済にご加入いただきありがとうございます。
中でも商工貯蓄共済は多くの会員の方々にご加入をいただいておりますが、
11月の加入増強運動月間に伴い今回は「補償重視型」をご紹介いたします。

安い保険料で大きな補償！

満期時には無告知で更新
できます。
基本型・短期型への変更も可能
生活スタイルに合わせて保障重視から
積立金重視へ

死亡保険金
掛金年額
（うち生命保険料年額）
（うち事務手数料年額）
（うち貯蓄部分年額）
１０年後の積立金額

500万円
24,000円
10,380円
1,200円
12,420円
126,167円

100万円
24,000円
2,076円
1,200円
20,724円
210,529円

【保障重視型】 【基本型】
《例えば、30歳男性が１口加入した場合》

　最高３口（1,500万円まで保障）2,000円
掛金
1口 月額

1

2

１口　　　で 最高500万円を補償！　月額掛金（2,000円）

記帳で
悩んでいませんか？

　パン製造・小売　　　　　　
「カボチャ」　　　　

藤原　暁峰さん
（利用２年目）

ネットde記帳
利用して

　よかっ
た！ お声ご紹介

店内で焼きたてパンを紹介する
藤原さん



55

「ホームページ」が
リニューアル！

秋田県の最低賃金が改正
　時間額 665円　発効日：平成25年10月26日
詳しくは秋田労働局賃金室(電話018－883－4266)まで

税を考える週間
　国税庁が毎年11月11日から17日まで
の期間、税に対する理解を一層深めて
もらうための、広報・広聴週間です。

新しく商工会の会員になられた方々です。
どうぞ宜しくお願いします。

・秋田ペレット株式会社（製造業）
　　　　　　都　　　岩　男　さん
　　　　秋田市河辺戸島字七曲台120－13
・株式会社りょうめい秋田（サービス業）
　　　　　　船　木　竜　美　さん
　　　　秋田市河辺赤平字小曽根80

頑張ってま～す！
わがまちの若者たち②

有限会社　秋田三京
秋田市河辺和田字北条ヶ崎56-5　TEL：018-882-2159

加藤　喬輔さん（34才）

　㈲秋田三京では秋田県内全域の企業や工場、一般家庭などで利用している井戸水
や地下水などの水処理を行っています。
　1 年ほど前に家業を継ぐために帰郷しました。それまでは他社で営業として県内
外を駆け回っていましたので、そこで培ったノウハウやネットワークを活かし、地
域に根差した事業活動を展開していきたいと思います。
　また、帰って来て改めて地元の良さを実感し、地域に貢献したいとの思いから「祭
祭かわべ」など地域のイベント活動にも積極的に参加しています。今年から商工会
青年部にも加入し、竿燈まつりやおもてなしまつりでバリコロ焼きの販売にも参加
しました。青年部活動を通じて仲間との絆を深め、地域の活性化にも力を尽くした
いと思っています。

今年の5月に商工会青年部に仲間入りしました！
会員皆様の情報（自社・商品
PR等）や地域情報（イベント等）
をどんどん掲載していきますの
で、皆様からの情報提供をお待
ちしております。

今すぐ検索 ☟

河辺雄和商工会 検索⬅

新企画 「アートの魅力でまちづくり」
～アーティスト紹介コーナー～

シリーズ１ アトリエソウマ　代表
画家　相馬　大作さん（37才）

　雄和椿川のアトリエに一歩足を踏み入れるとそこは情緒漂う憩いの空間。
　「どうぞごゆっくり楽しんで下さい。」といつも優しく声を掛けてくれるのは今回ご紹介する画家
でアトリエソウマ代表の相馬大作さん。
　相馬さんは大潟村出身。「自分は子供の頃から絵が好きで、いつかは画家になるんだってずっと
言ってたみたいです。」と照れながら語って下さいました。
　アトリエ兼自宅としているのはもともと空き家物件。地域の方々から情報をもらい、大家さんへ

の交渉、内装のアレンジ等をご自身で手掛けられたとのこと。
　アトリエから覗くのは、雄大な雄和の自然。この環境こそが相馬さんを惹きつけ、定
住の地として選ばれた理由なのです。そして日本各地で展示会を開催しているので空港
が近いというのはすごく魅力的と優しい口調で語って下さいました。
　「地域の方々とは農業を手伝ったり、野菜をもらったりとみんなに良く面倒をみても
らっています。その感謝の意味も込め、芸術活動を通じて地域の方々に恩返しができれ
ば」と語ってくれる相馬さんの言葉には壮大な決意が感じられました。
　『芸術の里かわべゆうわ』プロジェクトにも大いに賛同をしていただいており、アー
ティストの中心メンバーとして今後の活躍がとても楽しみです。アトリエソウマで地域

の魅力を再発見して
みませんか？

小学校の教壇に立つ相馬さん

創作に没頭する相馬さん

ご存知
ですか？

新会員のご紹介新会員のご紹介新会員のご紹介新会員のご紹介
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商工会の取り組みご紹介（６月～１０月）商工会の取り組みご紹介（６月～１０月）

河辺農産加工組合・鮨吉・河辺ドライブイン・
秋田椿台カントリークラブ・秋田市雄和サイクリ
ングターミナル・国際教養大学カフェテリア・プ
ラザクリプトン・秋田空港ターミナルビルレストラ
ンそら・秋田空港ターミナルビル杉のや・秋田市
雄和観光交流館 Villa フローラ・秋田市雄和ふ
るさと温泉ユアシス・地球屋太田亭

市民農園で記念撮影市民農園で記念撮影

陶芸「いやしろち」を視察する参加者の皆さん陶芸「いやしろち」を視察する参加者の皆さん

「部門第２位」の工藤青年部副部長（右）「部門第２位」の工藤青年部副部長（右）

「部門第１位」の
加賀谷組合長
「部門第１位」の
加賀谷組合長

担当者からの説明を熱心に聞く
工業部会員（㈱美研ウッド（上）／
秋田ペレット㈱（下））

担当者からの説明を熱心に聞く
工業部会員（㈱美研ウッド（上）／
秋田ペレット㈱（下））

穂積秋田市長(左)へ要望書を手渡す
木村会長(右)
穂積秋田市長(左)へ要望書を手渡す
木村会長(右)

消費税対策を真剣に学ぶ受講者消費税対策を真剣に学ぶ受講者

商工会の事業要望が行われた
秋田市長応接室
商工会の事業要望が行われた
秋田市長応接室

 7月26日（金）、秋田市農林部主催、
商工会後援により河辺雄和地域を巡
る1日体験バスツアーが開催されまし
た。市民農園での大根の種蒔きや国
際教養大学の施設見学、そして高尾

山からの眺望を楽しんだ後は、雄和糠塚のチーズ工場「雄和トー
ルケーゼ組合」でチーズを堪能するという盛りだくさんの内容で、
参加者からは「楽しかった」、「今度は友人や家族を連れて遊びに
来る」といった声が聞かれました。魅力あふれる河辺雄和地区の
情報を様々な形で発信し、交流人口の拡大と地域の活性化を目指
していきたいと考えております。

まるごとJANGO体験ツアー

　工業部会では、七曲工業団地連絡
協議会との連携事業として、9月2日

（月）工業団地内の企業視察並びに協
議会との意見交換会を実施しました。
　企業視察では、㈱美研ウッドの最新
鋭機を視察し、秋田ペレット㈱では作
業工程やペレットの活用方法などにつ
いて説明を受けました。
　参加者25名による意見交換会で
は、工業団地の受注状況や行政への
要望事項などについて活発な意見が
交わされました。
　参加者からは、今まで交流する機会が少なかったので今回を契
機に同じ地域で経営する仲間として共に活動をしていきたいとの
声が聞かれるなど大変有意義な研修でした。

七曲工業団地企業視察

　１０月２８日(月)、神岡地区自治会連合会の自治会長など２９名
が本会が推進している「芸術の里かわべゆうわ」事業の視察に訪
れました。

　地区内小学校の廃校利活用の現場
視察やアーティストたちのアトリエな
どを見学しました。
　特に地域課題である空き家の利活
用については、活発に意見を交わして
おりました。

「神岡地区自治会連合会」が視察

 8月21日（水）商工会館において東北税理士会秋田南支部派遣
の加藤税理士を講師に12名の受講生が参加しセミナーを開催し
ました。
　本セミナーは、消費税率の引き上げが決定したことにより、増税
の概要及びそれに伴い想定される影響、また、増税時に最も重要
となる増税分の価格転嫁対策などを
中心に学びました。
また、平成25年度の税制改正につ
いても説明があり、参加者からは事
業承継税制の見直しなどについて熱
心な質問が出されました。

消費税転嫁対策セミナー

　県内各地のご当地グルメ（イケメシ）や特産品
を一堂に会し、10月12日（土）～14日（月）の3
日間アゴラ広場にて開催されました。
　今年は秋田美人倶楽部「べっぴんさん品」とし
て河辺雄和から8品の特産品を販売。また、イケ
メシブースでは青年部が「バリコロ焼き」を販売

PRしました。最終日に行われた人気
投票において、雄和トールケーゼ組
合の「帆立のようなモッツァレラ」が地
域の特産品「食」部門75品の中から
見事『第1位』を獲得。「バリコロ焼
き」はイケメシ部門において20品の
中から『第2位』を獲得しました。

全県商工会おもてなしまつり2013

　１０月３１日(木)、木村会長と齊藤、
岡部両副会長が穂積秋田市長を訪
ね、平成２６年度の商工会合併１０周
年に向けた記念特別事業への支援
について要望書を手渡しました。
　穂積市長は、「芸術の里かわべゆ
うわ」事業の取り組みにとても関心
を持たれ、「アートの魅力でまちづく
り」活動に期待を寄せるとともに、河
辺雄和地域の特性を活かしたオリジ
ナルブランド化に対してご理解を頂
きました。

秋田市長へ要望書を提出！

秋田市農産加工品等販売促進協議会を設立
　秋田市の６次産業化の推進を目的とした協議会の設立総会が７月
１２日（金）秋田市の遊学舎で開催され、河辺雄和商工会が協議会の
事務局を受託することとなりました。
○選出された役員
会　長　高橋眞木夫さん（株式会社　四季菜）
副会長　加賀谷　亨さん（農事組合法人　雄和トールケーゼ組合）

監　事　佐藤　三男さん（佐伊商店）
　　〃　　　鎌田　久子さん（ファーマーズマーケット彩菜館）
○今年度の主な事業内容
・農産加工品等のインターネット販売
・商品 PR 用パンフレットの作成
・物産展における農産加工品等の販売促進など

お知らせ 日本政策金融公庫　国民生活事業による『一日公庫』
in 河辺雄和商工会

開催日：平成25年11月26日（火）13：30～15：30
場　所：河辺雄和商工会館
・公庫まで足を運ばなくても、商工会館で融資担当者との面談が可能です。
・原則として「一日公庫」の当日中に審査結果がわかるので、スピーディーです。
・申込前の事前相談や融資制度の問い合わせだけでも可能です。
お申込み・ご相談を希望される方は、11月15日（金）まで商工会へご連絡ください。

〔12加盟店〕


