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３部会合同研修！
新庄市、酒田市を現地視察！

「山居倉庫」の
ケヤキ通りを歩く
（酒田市）

「新庄100円商店街」
アーケード通り

部会研修会へ参加した皆さん！（新庄100円商店街、歩行者天国にて）

10月15日㈯、商業、工業、サービ
ス部会が合同で、29名参加のもと、
山形県・新庄市の「新庄100円商店街」
や酒田市の「山居倉庫」などを研修
視察しました。

「山居倉庫」（酒田市）

明治26年、旧藩主酒井家によって建て
られた12棟の土蔵造りの米保管倉庫。

「新庄100円商店街」
（新庄市）
２ か 月 に 一 度、全 て の 店 頭 に
100円コーナーを設置、会計は

現在も農業倉庫として活躍、うち１棟 店内レジで行いお客を誘導。企
は、「庄内米歴史資料館」として開放。 画から運営まで100％地域住民
主導。

さいとう みつこ
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
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。
最近では、絵本「海から上がったお地蔵さん」
を出版。
（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）

こころば

愛の心葉 Ⅱ

山尾新庄市長さん
（半纏姿）を囲んで
記念写真！
（新庄北本町商店街にて）
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（主な調査結果の内容）
（質問）事業の将来について？
（回答）現状維持（61.4%） 拡大したい（21.4%）
縮小廃業したい（17.2%）

（質問）今後個別企業として相談したい内容は？
（回答）金融斡旋等（25.0%） 税務・決算（41.9%）
助成金等の紹介（14.9%） その他（18.2%）

これらの現状を踏まえ、今後の商工会活動や事業推
進について移動商工会等で皆様からご意見、ご要望を
お聞きしたいと思います。

商工会に配備された
巡回車プリウス

村岡県連会長より車両キーを受け取る木村商工会長

（質問）現在の事業主がやめた後の事業予定について？
（回答）廃業（64.0%） 親族・従業員に承継（15.4%）
その他（20.6%）

東日本大震災の復興支
援事業の一環として、秋
田県商工会連合会より全
県商工会に、巡回用車両
（ハ イ ブ リ ッ ト 車、ト ヨ
タ・プリウス）が無償で
配備されました。これか
らも迅速な会員サービス
に一層努めてまいります。
地区内で巡回中、お見
かけしたらどうぞお気軽
に声をおかけ下さい。

県内21商工会の会員13,905人（うち河辺雄和商工会会
員330人）
に対して実施されました本調査の河辺雄和商工
会の調査結果（速報）が発表されました。調査へのご協力
ありがとうございました。 （河辺雄和商工会：回答率93.3%）

秋田市行政の商工担当部課長と本会役員が一堂に会した
「行政懇談会」が、８月 日㈬に、河辺「プラザクリプトン」
を会場に開催されました。
換を行いました。
当日の商工会から秋田市
に対する要望内容は次のと
おりです。
１．第６次秋田市総合都市
計 画における河 辺、雄 和
地区の地域別構想について
２．秋 田 市 所 有の公 共（遊
休）施設への入居について
３．秋田市合併前に課税対
象でなかった地域におけ
る事業所税の非課税措置
等の適用
４．秋田市融資あっせん制
度の拡充について
５．秋田市独自の創業支援
や、ものづくり助成、推
奨制度について

熱心に議論された懇談会
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主催者挨拶をする
木村会長
行政代表挨拶をする
土田部長

懇談会では初めに木村会
長が「地区内企業を取り巻
く経営環境は、景気低迷に
加え、東日本大震災等の被
害により、一層深刻な事態
となっており、本日の情報
交流を通じて企業支援や地
域発展に役立てていきた
い」と挨拶、引き続き行政
側を代表して秋田市商工部
の土田部長よりご挨拶があ
りました。
その後、行政と商工会の
各担当課長からの事業説明
を受け、齊藤副会長が座長
を務め出席者全員で意見交

中小企業経営実態調査
（河辺雄和商工会地区）結果速報！

「行政懇談会」
で秋田市へ要望！
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巡回用車両を配備

（質問）事業所経営で困っていることは？
（回答）売上の伸び悩み（46.1%）
先行き不安（14.6%） その他（39.3%）

（質問）後継者の有無について？
（回答）いない（56.8%） いる（42.5%）
無回答（0.7%）
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青年部だより

「バリころ焼き」デビュー

８月３日～８月６日の竿燈期間中に開催されたＢ級グルメフェス
ティバルに青年部が出店しました。まだまだ開発段階であり当然の
旧ニューシティ跡地にて
事ながら知名度は皆無に等しいですが、大張野産の豚にたっぷりの
ネギをトッピングし塩ダレで味付けしました。ネーミングは大張野産でサイコロ状にカットした豚肉
なので「バリころ焼き」とネーミングしました。
秋田県内のＢ級グルメが一堂に会して行われるイベントであり、更に
竿燈期間中ということもあり、県内外からの多数の来場者で賑わいまし
た。ビールにとても合うと好評を博し非常に満足していただきました。
猛暑の中、多くの青年部員や青年部ＯＢたちが汗まみれで販売に追わ
れ、嬉しい悲鳴をあげていました。
今後は更に改良を重ね、河辺雄和地域の飲食店で気軽に食べられるよ
うにしていく予定ですので、ぜひ皆さんも一度ご賞味ください。

バリころ焼き

楽し

女性部 【女性部視察研修事業】
夏の一日、研修旅行を満喫
だより 三種町に行ってきました！

か

っ

た

じゅ
７月６日の爽やかな初夏の日、山本郡三種町を訪れました。
んさい摘み体験
部員17名、担当職員３名の総勢20名の一行は、初めに㈱秋田芝生さん所有の
じゅんさい沼に向かい、社長の石川勇吉さんより、じゅんさいの摘み方を教えていただき、いざ、じ
ゅんさい摘み体験の始まりです。
一人一艘づつ舟に乗り込み、操りに難儀したり、上手く摘めなかったり･･･いつものおしゃべりは
どこへやら、時が経つのも忘れるほど楽しいじゅんさい摘み体験でした。
お昼は「丸富ホテル」で、当ホテルの女将さんで三種町商工会女性部長さんの伊藤広子さんより、
女性部活動やじゅんさい事業への取組などを伺いながら、「じゅんさい鍋定食」をいただきました。
次に「山本ふるさと文化館」を見学。ここには町民有志により制作された巨大キルトのパッチワー
ク緞帳があり、田村館長さんより、約１年にわたり延べ2,300人の手によって制作されたと説明をい
ただき、皆感動しました。
最後に「みちの駅 ことおか」に立寄り、押し花のストラップ作りを体験、帰りのバスでは手話付
きで「上を向いて歩こう」を唄うなど、夏の一日、研修旅行を満喫し帰路に着きました。

女性部手作りのお守り配布
＝秋の交通安全週間＝

お守

女性部では毎年廃油を利用
して、エコ石けんを作っています。
今年度、会員の皆様に配布し大変好評
でしたので、
来年度も配布出来るよう、
残暑の中頑張って、300個の石けんを
作りました。

お守

“９月16日”
今年もエコ石けんを
作りました！

秋の交通安全週間期間初日の９月21日、女性部は雄和
地区交通安全推進協議会と
ともに、雄和の長者山付近
を通過する車両に「交通安
全」の呼び掛けをし、商工
会女性部員による「手作り
のお守り」と交通安全のパ
ンフレットを配布しました。
安全運転をお願いしま～す
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記帳で
悩んでいませんか？

日頃から、記帳方法に関しては悩みのつきない事が
多々あるのですが…。
ネットde記帳
そのような状況でも、自ら率先してパソコンに向かっ
利用して
！
よかった
てデータの入力を行っています。トラブルがあったり
うまく操作が進まない事もありますが、それでも自分自身の勉強と
森永牛乳 雄和販売店
思い取り組んでいます。ただパソコンに入力するだけでなく、そこ
佐藤 浩子さん
から前年対比で売上や経費などのデータが即座にわかるため、煩わ
（利用７年目）
しい計算などは全くなく非常に便利であると感じています。
会計ソフトにありがちなバージョンアップなどの作業も不要で、いつも最新の状態で使え、決算
書や申告書も必要最低限の入力で自動的に作成されるのでとても助かっています。
まだまだ使いこなせていない機能もありますが、それは今後の課題として、日々の努力を怠らな
いで頑張っていきたいと感じております。

お声ご紹介

【事務局より】日頃から佐藤さんはきちんと記帳されていて感心させられます。今後何か不明な点
などありましたら、いつでも商工会にご連絡ください。

秋田県商工貯蓄共済組合発足50周年記念

ありがとうキャンペーン期間延長
商工貯蓄共済

基本型（10年）及び死亡重視型を新規
に3口以上加入（更新含む）いただい
た方を対象に地場産品をプレゼント。

11月末まで!!
会員福祉共済

傷害保険に新規に加入いただいた方
にもれなく500円の図書カードをプ
レゼント。
がん重点補償プランに加入された方
は併せてシリコンエコラップもプレゼ
ント。

11月は
『共済』加入強化月間です。

職員が皆様のお宅や事業所を
訪問させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

秋田県信用保証協会にご相談下さい！

TEL:018-863-9016

FAX:018-863-9010

さい！
だ
く

当協会では、県緊急経済対策枠など低利な融資保証制度を
多数用意しております。

お気軽に
ご相
談
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河辺雄和地区の特産品にスポットライトを当てて皆様にご
紹介するこのコーナー、第2回目は河辺にある麺類の総合メー
カー、さっちゃんマークの「有限会社さっぽろ屋」をご紹介
いたします。

有限会社さっぽろ屋は昭和40年創業、最
有限会社さっぽろ屋／本社製造工場
新の設備で衛生管理を徹底し、お客様から
（秋田県HACCP認証工場）
信頼される製品づくりに努めています。太
有限会社さっぽろ屋 平山伏流水と良質な小麦で練り上げた麺は、豊かな自然環
岩本 武志 社長 境から生まれたこだわりの逸品です。今回は数ある商品の
中から、今いち押しの商品を厳選してご紹介いたします。
■ 秋田こだわりみそラーメン：スープは河辺農産加工組合の味噌を使用、チャーシ
ューは秋田県食肉流通公社で製造した秋田産桃豚チャーシュー。田舎の味と技を
生かした100％地元産のさっぽろ屋発ＪＡＮＧＯブランド！
■ 秋田ラーメン：比内地鶏のガラを丸ごと使ったコラーゲンたっぷりの白濁スープ、
水和熟成法を取り入れたコシのあるのどごしの良い麺、秋田県産桃豚チャーシュ
ー、３つのこだわりが至福のひと時をお届けいたします。
◎ネット通販→秋田ラーメンコム：http://www.akitaramen.com/kaisya.html
■ 比内地鶏のスープ食べる 塩ラーメン：鹿角市にある手打ちそばのお店「京にし
き」のラーメン。麺は北海道産小麦100％、スープは比内地鶏を丸ごと煮込んだ
鶏だしを沖縄のミネラル岩塩「ぬちまーす」で味付けした究極のスープ。
今回紹介した商品は全て直売所でお求めになることができます。ぜひ、ご賞味くだ
さい！

第1回

㈲さっぽろ屋の流しそうめん体験

市民農園で記念撮影

ご存知
ですか？

８月20日㈯、農作業体験や特産品巡りなど、河辺雄和地域の特長をまるご
と詰め込んだ１日体験バスツアーが行われました。参加者は
秋田市内から10名、午前中は椿台第一市民農園で大根の
種まき体験を行った後、国際教養大学の施設見学を行
いました。昼は農家レストラン「地張庵」でボリュー
ム満点のヘルシーランチをいただき、お隣りの豆腐
工房「華ちゃん豆腐」を見学。午後からは雄和トー
ルケーゼ組合で、モッツァレラチーズや焼き菓子の試
食、河辺の有限会社さっぽろ屋の直売所見学と流しそ
うめん体験など、盛だくさんの内容で大満足の一日とな
華
ちゃ
見学
ん豆
り
りました。
腐 で豆 腐 作

検察審査会からのお知らせです。

来年度の検察審査員候補者に選ばれた方には、
１１月頃
通知書が届きます。これは「裁判員制度」
とは違います。
交通事故、詐欺などの被害にあったのに、検察官が裁判
にかけてくれない人のための国の機関です。
どうぞご理解とご協力をお願いします。
（問い合わせ）秋田検察審査会事務局

TEL

体験ツアー開催！

０１８－８２４－３１２１（内線５１１）

秋田県最低賃金が改定されました。

時間額

６４７円 です。

（発効日 平成２３年１０月３０日）

最低賃金制度とは…

最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定
め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を
支払わなければならないとする制度です。
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商工会の取り組みご紹介（７月～１０月）
秋田長持唄全国大会
第17回秋田長持唄全国大会が７月
17日㈰、秋田市雄和の市立雄和体育館
で開催されました。県内外から76人が
出場。一般の部に45人、熟年の部に24
人、少年少女の部に７人が参加し、
自慢
全国から集まった出場者の皆さん
ののどを披露しました。
一般の部で山野修二さん
（63）
＝横手市、
熟年の部
で川辺節子さん（70）
＝秋田市、
少年少女の部で高橋
愛実香さん（８）
＝男鹿市がそれぞれ優勝しました。
秋田長持唄は、秋田市雄和出身の民謡歌手・故
長谷川久子さんが編集し、
昭和30年代に
「秋田長
持唄」
として広まった唄です。
▲

優勝した山野修二さん（一般の部）

ホームページ作成・ネット販売
システム活用セミナー

8月初旬のゴーヤ

６月10日㈮に植えた４本のゴーヤは、
その後すくすくと育ち、窓に届いて緑の
カーテンとなりました。また、
エアコンの
使 用 を 控 えめにした
り、昼休みの消灯、節
電タップの使用など、緑のカーテンと併用して
事務所全体で節電を意識した活動に取り組み
ました。現在も継続して節電に努めています。
立派な実もたくさんなりました！
また、今年の夏は暑さを乗りきるひと工夫と
して、事務所の玄関にガラスの金魚鉢を置い
てみました。視覚から涼しさを取り入れようと
いう試みです。この金魚鉢作戦はユニークな
節電対策としてテレビ取材が入り、
夕方のニュ
見た目に涼しい金魚鉢 ースで放映されました。

第２５回高尾山まつり

９月７日㈬河辺本所にて、商工
会員向けホームページ作成・ネッ
ト販売サービス「SHIFT」を利用
した、
ホームページ作成研修会が
開催され、会員企業５社が参加さ
真剣に取り組む受講生の皆さん
れました。このシステムは導入費
や維持費をかけることなく、
ネット環境さえあればどなたでも簡単な
操作でホームページを作成、更新することができる商工会員専用の
サービスです。
更新情報は商工会・秋田県商工会連合会・全国会員ネットワークを
複数のWEB上で公開されるため、PR効果大です。研修会以外でも
相談を受け付けておりますので、自社ホームページの作成を検討し
ている方はぜひお問い合わせください。

産学交流フェスティバル

商工会のエコ活動

「第25回高尾山まつり」が９
月24日㈯、高尾山（雄和女米
木）
で開催され、奉納すもう大
会とウオーキングが行われま
した。
熱戦が続いたすもう大会
早朝は天気具合が心配さ
れましたが、神事が執り行なわれるころには日差しが戻り好天の
秋空の下、すもう大会は学童９チーム、一般２チームで個人戦、
団体戦が大きな歓声の中熱戦が繰り広げられました。
また、高尾神社奥宮を巡る2･5キロコースのウオーキングも
同時に行われ、秋田市はじめ、男鹿市、横手市から老若男女の26
人が参加、
ガイドの説明のもと草木の種類や地域の歴史などを
学び、
心地よい汗を流しながら自然に親しんでいました。

～ものづくり体験教室開催～

人気のコーラ早飲み競争！

今年も10月９日㈰、10日㈪の2日間に渡り、国際教養大学祭と同時開催で産
学交流フェスティバルが開催されました。大学祭に合わせてオープンキャンパ
スも開催されたことから、全国各地から訪れた多くの方々で賑わいました。今
年の商工会企画の目玉は、河辺雄和地区の職人を講師に招いた「ものづくり
餅つきを体験する留学生
体験教室」で、
９日㈰は出羽和紙の高橋朋子氏による和紙を使った小物作り、
10日㈰は斎藤畳店の斎藤敏比己氏による畳表を使ったコースター作りを行いました。和紙や畳など日本の伝統的な素材を使ったこの
企画は、一般来場者のみならず留学生にも大変好評で、多くの方が思い思いの作品づくりに熱心に取り組んでいました。また、河辺雄和
地区の特産品を製造・販売している企業を中心に企業紹介パネルを展示し、作り手の顔が見える特産品としてPRを行いました。
さらに、
「とろろ飯早食い」
、
「コーラ早飲み」
、
「餅
つき」など、学生を交えての楽しい企画も青年部
や女性部の協力を得て大いに盛り上がり、様々な
企画を通して、地域と大学との充実した連携と交
流が図られた２日間でした。
女性部露店は郷土の味

企業紹介パネル展示コーナー

▲

和紙で小物づくり体験

８８２－３５２３

河辺雄和商工会

電話

本所

10

雄和支所
開所日のお知らせ

（お問合せ先） 河辺雄和商工会

毎週 月、水、金曜日
午前 時〜午後４時

商工会の事業内容や、各種支援制度等について
ご説明にお伺い致します。お気軽にご連絡下さい。

24

（行事等により、閉所す
る場合がありますので
予めご了承下さい）

～商工会へ仲間入りしませんか？～

※平成 年４月１日以降
については、今後移動
商工会や、役員会など
で検討させていただき
ます。

中！
募集 商工会員・青年部員・女性部員

