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バリコロ☆新メニュー発表会を開催！
10月１日から「バリコロ☆食べ歩きキャンペーン2014」スタート
バリコロ☆新メニュー発表会が、９月 29 日 ( 月 ) 雄和市民サービスセンターを会場に行われました。12 加盟店で開発
された自慢の新商品が披露され、
試食会では大張野豚の柔らかさとおいしさを満喫していました。
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商工会の取り組みご紹介（6月～１0月）
行政懇談会

秋田市長へ要望書を提出

８月２５日（月）にＶｉ
ｌ
ｌ
ａフローラ（秋

８月１１日（月）、木村会長と齊藤、岡部両副会長が
穂積秋田市長を訪ね、今年度市から商工会合併記念
事業関係費補助金を交付していただいたお礼と本
会からの要望事項を記載した要望書を穂積市長に
手渡しました。
（要望内容は、左記「行政懇談会」の通
り。）
穂積市長は、
「 芸術の里かわべゆうわ」プロジェク
トにより、芸術家の移住促進や交流人口の増加にも
期待を寄せており、今後は秋田公立美術大学等との
連携についてもお願いされました。

田市雄和）にて「行政懇談会」が開催
されました。
秋田市行政からは、商工部長、商工
部次長、各課長をはじめ１０名、本会か
らは役職員１９名が出席しました。
秋田市商工部からは平成２６年度の
商工部所管事業の事業内容について
の説明があり、本会からは、平成２６年
度の事業内容の説明の後、以下の４項
目について秋田市へ要望しました。

要望書を穂積市長へ

1．小規模企業対策の一層の強化（新規）
2．芸術の里かわべゆうわプロジェクトへ
髙橋商工部長あいさつ

の支援強化
（新規）

3．商工会館の利活用研究への支援強化
（継続）
4．事業所税の非課税措置等の適用について
（継続）

全県商工会おもてなしまつり
～河辺・雄和の特産品をＰＲ～

県内各地のご当地グルメや特産品を一堂に集めた「全県商工会おもてなしまつ
り」が１０月１１日
（土）～１３日
（月）
までの３日間、秋田市のアゴラ広場で開催され、
秋田県内２１商工会が自慢の特産品を販売しました。
河辺雄和商工会では「べっぴんさん品」
４品【「佐伊商店」／薫風ピュワッ、
「秋田
県食肉流通公社」／やわらか煮込みホルモン、
プリトス
（鶏のササミくんせい）、
「出
羽和紙」／りんごのペーパーウェイトキット】
や、
「河辺農産加工組合」の秋田手づく

多くの方々に河辺雄和自慢の特産品を紹介！

り辛味噌、
「ゆう菜家」のモロヘイヤめん、
「華ちゃん豆腐」のいぶり豆腐、
「まこと農
産」の燻り麦酒漬けを販売しました。今年は「いやしろち」、
「不衒窯」の陶器やコー
ヒーカップ等も販売し、お客様は実際に手に取って眺めながら、お気に入りの作品
を選んでいました。
また、青年部は「イケめし」ブースで「バリコロ焼き」を販売。連日完売となるほど
好評でした。お客様からは「お肉が柔らかくてとてもおいしかった」、
「バリコロ☆食
鉄板で豪快に焼かれる様子に足を止めるお客様

べ歩きキャンペーンにも参加してみたい」などのご意見もいただきました。

七曲臨空港工業団地企業視察・合同講習会
工業部会では七曲工業団地連絡協議会との合同事業として、
カリモク秋田㈱の工場視
察並びに県・市各担当者からの企業誘致施策に関する講習会を開催しました。
カリモク秋田㈱は、主に家庭向けの家具の製造から卸までを手掛ける家具・インテリア
企業であり、家具業界の最大手であります。“１００
消費税関連

歳の木を使うなら、その年輪にふさわしい家具を
つくりたい”を合言葉としており、工場は活気に満
ち溢れておりました。

担当者からの説明を熱心に聞く工業部会員

県・市からの講習では、既存企業にもつながる補
助金等の解説もあり、雇用拡充・設備投資等に役立
つ情報交換が交わされ、大変有意義な研修となり
ました。

33名が参加した県・市各担当者からの企業誘致に
関する講習会
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第10回ふるさと回帰フェアー参加
9月21日（日）首都圏からの移住希望者が一堂に会す
るフェアーに商工会としては全国唯一となるブース出展
を果たしました。東京国際フォーラムで開催され、
４５都
道府県、約３２０自治体・団体が参加する中、約１５，
０００人
の来場者があり、移住者を囲い込むため、
どの自治体も
活気溢れる勢いでありました。
本会も≪移住するには“訳”がある≫と当地域の素晴ら
しさを存分にＰＲしてきました。今後、相談を受けた方々
移住促進チラシ“いつか見た風景と暮らす” 芸術の里と題するブースに多くの人が興味を示し、
を配布し、当地域をＰＲ
次々に相談対応となった
※今年3月に移住した写真家遠山さんが
画家の相馬さんを被写体に撮影

への対応やＨＰ等を通じての情報発信により、地域に賑わ
いを創出するための誘致活動にさらに積極的に取り組ん
でまいります。

バリコロ☆新メニュー発表会・食べ歩きキャンペーン
9月29日
（月）雄和市民サービ
スセンターで関係者やバリコロ
加盟店ら約40名の参加に加え、
秋田放送や秋田魁新報、読売新
聞などのマスコミ各社も駆け付
け、盛大にバリコロ☆新メニュー

肉が柔らかい!! ビールにピッタリ!! など
参加者からも好評

発表会が開催されました。

バリコロ☆新メニューで皆さまのご来店をお待ちしております。
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・杉のや 空港店・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・露地厨房 且坐

特別企画

消費税転嫁対策セミナー

河辺まるごと祭り

～芸術の里かわべゆうわ～作品展

同日夕方からのＡＢＳ news every.で放映

10月2日（木）
プラザクリプトンに
おいて、武野税理士を講師にセミナ
ーを開催しました。
本セミナーは、消費増税分を価格
転嫁できない小規模事業者が多い
ことや国税の滞納額が最も多いのが
消費税であることを踏まえ、国の委

特別企画展の様子

今年で４回目となる「河辺まるごと祭り」は、
河辺地区の文化芸能を発表するイベントとして
河辺の郷自治協議会が主催しています。
このたびは、特別企画として「芸術の里かわ
べゆうわ」プロジェクトに参画するアーティスト
の作品展示が開催され、
プロの作品に多くの市
民が見入っていました。
会場ではアーティストが自分の作品の説明を
行うとともに地域住民との交流も図られました。
来場者には身近に住んでいるアーティストの
存在を認識いただくとともに商工会の事業を
理解いただくよい機会となりました。

託を受けて実施したものです。
また、東北経済産業局消費税転嫁

真剣に話しを聴く受講生

対策室より
「買いたたき」などの転嫁拒否が一部見受けられることから国の相
談窓口について説明がなされ、
円滑な増税対応を研修しました。

消費税の相談は「商工会へGO！」
消費税の
引き上げで

•価格転嫁が進まず経営にお困りの方
•帳簿の作成にお困りの方
•資金繰りにお困りの方
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青年部だより

～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”

ご当地グルメフェスティバル（竿燈期間中）に今年も出店
～県内外のお客様に「バリコロ焼き」をＰＲ～

今年も竿燈期間中に開催される「ご当地グルメフェスティバル」に出店し「バリコロ焼き」を販売しました。８月３日（日）
～６日（水）までの４日間、大町イベント広場で開催されたこのイベントには平成23年の初出
店から４回目の参加となりました。終盤天候が崩れましたが、竿燈期間中ということで、県内外
から多くのお客様がお見えになり大変賑わいました。お陰さまで約
2,000食を販売し、連日の完売となりました。
お客様からは「豚肉が甘くて美味しかった」
、
「ネギがアクセント
となり食べやすかった」
、
「毎年楽しみにしている」などのご意見を
いただく一方、県外のお客様からは「バリコロってどんな意味」、
「ど
んな豚肉を使っているの」などのご質問もいただきました。今後も
青年部が考案した河辺雄和のご当地グルメ「バリコロ焼き」を積極
的にＰＲしていきたいと思います。
連日の完売。長蛇の列ができました。
お子様にも大人気

女性部だより おもてなしの心で

地域に元気とにぎわいを！

商工会女性部主張発表秋田県大会に佐々木睦子部長が出場！
相互研鑽と資質向上を目的に、６月５日（木）開催された女性部主張発表大会には100名以上の女性部員が秋田県内
から集合。県内８ブロックの各代表者が思いのたけをぶつけるその会場は独特の緊張感。
その中で我らが佐々木睦子部長は堂々と発表されました！
「May I help you ？～お手伝いしましょうか？～」をサブタイトルに、子供たちの豊か
な未来のために魅力ある地域づくりを目指していく決意を立派に語る佐々木部長。
「ウンウン」とうなずく方や思わず笑いがおきるなど会場の共感もしっかりゲット。審査
員長より「思わずジーンときました」
「説得力があった」など嬉しいご講評もいただき、無
事終了いたしました。
私たち女性部は佐々木部長の思いをしっかり受け止め子供たちの未来のために魅力ある地
域づくりを目指して事業展開をして参ります。佐々木部長、お疲れ様でした！

毎年恒例のエコ石けん作りをしました！
女性部ではエコ活動の一環として、毎年廃油を利用したエコ石けん作りを行っています。
今年も９月９日（火）、
「完全防備」スタイルで心を込めて環境に優しい石けんを作りました。
出来上がった石けんは、商工会員の皆様に配布し環境に配慮した生活を呼びかけております。
また、皆様より「頑固な汚れがよく落ちる！」と嬉しいお声もいただいております。

交通安全のお守り作り＆配布をしました！
女性部では毎年地域貢献活動の一環として、手作りの交通安全のお守りを作
成しており、今年も９月９日（火）、心をこめて「しじみのお守り」を作りました。
９月20日（土）には秋の交通安全運動に先駆けて、地域の交通安全推進会
議が実施する合同街頭指導に協力いたしました。秋晴れの下、雄和地区の県道
61号線秋田エアポートライン長者山付近においてドライバーの方々へ女性部
員が心をこめて手作り「したしじみのお守り」をお配りしながら交通安全、安
全運転を呼びかけました。

第11回産学交流フェスティバル開催！人気の売店は大賑わい
10月12日（日）～13日（月）の2日間、国際教養大学の大学祭（AIU祭）
と同時開催で産学交流フェスティバルが開催され、女性部ではきりたんぽ、
うどん、そば、鯛焼きを販売しました。女性部の売店はとても評判がよく、
毎年学生や来場者が心待ちにしている人気店。私たち女性部は、学生や県
内外の来場者に心をこめておもてなしをしました。
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専門家派遣を利用して

秋田県健康増進交流センター ユフォーレ
河辺地域振興株式会社
総務・経理課長 髙野
輝

「分離礼で挨拶を行います。」「ユフォーレの挨拶の色は？」「スカイブルー」「笑顔の体操を斉唱い
たします。」「ミッキー、ラッキー、キウイ、ウイスキー」「最後の挨拶は同時礼で行います。」
これは、毎日のユフォーレの朝礼での光景です。朝礼は5年前から行っていますが、
「専門家派遣制度」
を利用して、後閑和子先生を接客マナーの講師としてお招きし、教わったことを直ちに朝礼に取り入
れました。接客は、社外研修や社内研修で積極的に磨こうと思わなければ、何年経っても接客の基本
から外れた粗くムラがあるままです。宿泊業として料理や施設の設備等の商品はお客様をワクワクド
キドキさせる要素ですが、お客様にユフォーレの商品を提供する人（スタッフ）の接客能力が足りて
いなければ、顧客満足（ユフォーレのファン）にはつながりません。今回の接客マナー研修によって、
専門家から接客の基本と意味を教わり、具体的なアドバイスを頂いたことによって、ユフォーレ全体
としてより意欲的にそして自信を持ってお客様と接することができています。今後も「専門家派遣制
度」を利用して、お客様の笑顔をユフォーレの喜びとして、貪欲にいろいろな事柄を吸収していきた
いと思います。本当にありがとうございました。感謝しております。
所：秋田市雄和神ヶ村字舟卸145-2
秋田市雄和ふるさと温泉「ユアシス」 住
ＴＥＬ：018-887-2575

～地元に愛される温泉施設～

ＵＲＬ：http://www.yuwa-kousya.jp/yuasis/

雄和地区において公共施設の運営を行う秋田市の第三セクター
㈱雄和振興公社では「秋田市雄和観光交流館villaフローラ」、
「味工房」、
「里の家」、「秋田市雄和サイクリングターミナル」、
「秋田市雄和ふる
さと温泉ユアシス」を運営しています。
今回紹介する「秋田市雄和ふるさと温泉ユアシス」は平成８年
１月にオープンした温泉施設。冷え症やアトピーに効くと評判のナ
トリウム塩化物泉の温泉です。2010年に源泉掛け流しに移行。朝6
時からの朝風呂もあり常連客に大人気です。他にも宿泊施設やコテ
ージ、レストラン等も備えています。季節毎に各種イベントを開催
しており、今年も「ホタル観察会」等のイベントを行いました。疲
れを癒す場所として、地域の方々の交流と憩いの場として地元の方々
に愛される温泉施設です。
レストランでは河辺大張野産の豚肉を使用した新メニュー「バリ
コロピリ辛味噌炒め」を開発し、
「バリコロ☆食べ歩きキャンペーン」
にも積極的に参加していただいています。こちらの新メニューは
１１月３０日（日）までの期間限定販売となっています。
時節柄忘新年会等の宴会コース、お得な「のんびり湯治プラン」
などもありますので、是非ご利用ください。

「源泉掛け流しのお風呂をお楽しみください。
伊藤主任

期間限定販売中の「バリコロピリ辛味噌炒め」

11月は各種共済加入増強運動月間です！
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保険料がお安く、同時に積立もできると、多くの会員の方々にご加
入をいただいております。
事業主・従業員の万一の補償、仕入れ・納税等の資金繰り等様々に活用いただける共済です。
まだご加入いただいていない方はもちろん、増口等お考えの方はぜひこの機会にお問い合わせください。
また、月々 1,000円からご加入できる会員福祉共済（傷害）も手続きが簡単、支払が早いなど大変好評です。これか
ら寒い時期に入ると雪道での転倒、ストーブでの火傷等傷害事故が増えます。年齢制限等もございませんので、併せて
ご検討ください。
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「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４ 森の小屋 代表
彫刻家

大森

興二さん

“森の小屋” まさに緑溢れる大自然の中で、コンクリート彫刻品を
制作しているのが今回ご紹介する大森興二さんです。大森さんは、秋
田市立工芸学校（現美術工芸大学附属高）の先生として教壇に立ち、
多くの教え子に彫刻の素晴らしさを教えてきました。今でも教え子た
ちが、当時の昔話や作品づくりについて大森さんに会いに訪れます。
昨年美大生を対象に開催した「アーティスト☆アトリエ散策モニ
嬉しそうに美大生に工房を説明する ターツアー」でも学生たちを前に、熱弁を奮っておられました。まさ
大森さん
に教壇に立つ先生と生徒。
そんな大森さんの作品の大半は子供をテーマにしたものが多く、
「色
味のある砕石を混ぜたコンクリートは冷たく硬いものだが、あえてこの素材を使い、子
供が無邪気に遊ぶ姿勢をコンクリート内に凝縮させて温かく見せようと試みてるんで
す。」と制作に対する想いを語って下さいました。相当制作日数を要するのでは？と思
いきや「手掛けてしまえば、全体の２割で作品は完成するんですよ。手掛けるまでの創
造する時間が残りの８割を占めるんです。」まさしくそこが現在
憧れであった農業生活と大好きな彫刻 地を選んだ理由であり、豊かな自然の中で誕生した作品たちは県
活動のため河辺の地を選んだ大森さん
内多くの箇所で披露されております。
「県福祉会館ロビー」
「中央
卸売市場正面入口」等々皆さんも一度はご覧になってみてはいかがですか？
『芸術の里かわべゆうわ」プロジェクトにも大いに賛同いただいており、
「見学はいつでも大
歓迎です。近くに来られた
際には気軽に工房に立ち
寄ってください。」と笑顔で
語って下さいました。
可愛らしい子供の作品が並ぶ

頑張ってま～す！
地域の若者たち⑤

有限会社

まこと農産

佐藤

代表取締役

樹さん（31才）

秋田市雄和種沢字小向野 41
TEL：018-886-5606

今回は、自社で野菜を生産・加工販売をしている、佐藤 樹（い
つき）さんを紹介します。
佐藤さんは、金足農業高校を経て、
秋田県立大学の生物資源科学部を卒
業後、2年間農業試験場にて研修を受
けた後に、父親が経営するまこと農
産で働き始めました。
もともと、高級食材に使う“ツマモ
ノ”を生産しておりましたが、バブル
崩壊後は需要が減ったため、ミニト
人気商品のビール漬け マトを栽培し始めたとのことです。
「始めた当初に、土が病気になっ
いぶりがっこ

てしまうという苦い経験
を し ま し た。大 学1年 の
時に、千葉県にある種苗
会社で“接ぎ木”という土
壌病害予防の研修を受け、
農業に魅力を感じまし
た。
」と笑顔で語ってくだ
さ い ま し た。現 在 で は、
この樽に漬けてます！
野菜の他に、ビールで漬
けたいぶりがっこも生産しており、空港や秋田駅等で人気商
品となっております。
青年部活動では、部員やOBとの情報交換の他、「これから
は地域全体がイノベーション（革新）していかなければなら
ない。つまりは、今までにない発想をし、ストロングポイン
トをつくるなど、河辺雄和に来てもらおうとする努力をしな
ければならない。
」と今後の河辺雄和について熱く語って下さ
いました。

150

新会
会員
員の
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介
のご
新
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―
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―

※常時使用する従業員が商業・サービス業にあっては５人以下、製造業その他にあって
は20人以下の企業
※審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。

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。

１．
３５％（Ｈ26.10.10 現在）

・有限会社 鈴木解体工業
（解体業）
鈴 木 一 吉さん
秋田市河辺高岡字川原田

利

設備資金
2,000 万円
７年以内（１年以内）
10 年以内
（２年以内）

（中古車販売業）

金

運転資金

・ 株式会社 リアル ファースト

資金の使いみち
融資限度額
ご返済期間（うち据置期間）

平 山
敦さん
秋田市仁井田字川久保

商工会の経営指導を受けている小規模事業者（※）の方が、経営改善に必要な
資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。

・ headline studio
（写真家）
遠 山 桂太郎さん
秋田市河辺和田字上野

年末の資金調達は低利な
「マル経」で !!

