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平成24年度通常総会を開催
木村商工会長を再選！

雄和支所会館の利用者を公募！
平成24年度河辺雄和商工会の通常総会が、５月
11日㈮、河辺の「戸島鯉クラブ」を会場に委任状
を含め163名の会員が出席し開催された。
総会では、懸案であった雄和支所について審議
され、支所は閉所し今後は会館を有効活用するた
め、利用者を公募するなど、第１号議案から第６
号議案まで、全て満場一致で承認・決定された。
第７号議案では、３年間の任期満了に伴う役員
改選が行われ、理事６名減の29名の新役員が選任
された。その後同会場でご来賓多数出席のもと、
各種共済制度の感謝状贈呈式が行われた。

通常総会の会場内（戸島鯉クラブにて）

来賓挨拶をする
武田秋田地域振興局長

来賓挨拶をする
兼子秋田市商工部次長

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。
（今回のメッセージ）
「笑顔は心を陽気にさせてくれる愛のエネル
ギーです。笑う門には福来る、のように人
は陽気な心に幸せを見い出し豊かさを覚え
ます。人が愛のエネルギーの働く方に魅か
れるのはごくごく自然なことなのです。」
（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）

来賓挨拶をする
竹下県議

こころば

開会挨拶をする木村商工会長

愛の心葉 Ⅳ
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年度

河辺雄和商工会
﹁重点事項﹂
％削減︶

カーテン運動により温
暖化対策の普及促進に
努めます︒
︵エコキャップ回収１５︑０００
個／コスト

組織づくりと
財政の確立

新規事業 のご紹介

今年度の新たな事業は
次のとおりです︒
１．緊急経営個別相談窓
口の設置
２．全県トップランナー
への派遣
３．全会員アンケート調
査の有効活用
４．﹁あきた商工会白書﹂
の利活用
５．河辺の郷自治協議会
との連携
６．新春のつどい︵会員
交流会︶の開催
７．﹁まるごとＪＡＮＧＯ
体 験 プ ロ ジェク ト﹂
事業の実施
８ ． 大型観光キャンペーン
︵プレＤＣ︶
との連携
９ ． 求 人コーデ ｲ ネータ
ー
︵嘱託職員︶
の配置

代表受領する佐々木東一郎さん（右）

貴重な要望が出された通常総会

①雄和支所の廃止と︑有
効活用するために利用
者を公募します︒
②会員増強運動を行いま
す︒
③財政基盤の確立を図り
ます︒

平成24年度河辺雄和商工会の
通常総会において表彰されました。
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平成 年度河辺雄和商工
⑤創業支援や経営革新支援
会は︑地域貢献計画が達成
を行い新たな雇用の場を
できるよう巡回訪問を徹底
作ります︒
︵目標 創業２社／雇用５名︶
す る と と も に︑﹁ま る ご と
⑥経営指導員の巡回パトロ
ＪＡＮＧＯ体験プロジェク
ールを強化し︑経営と雇
ト﹂事 業 を 充 実 さ せ︑﹁第
用の安定に向け提案しま
６次産業創出﹂のための各
す︒︵ 目標 巡回１︑８００件︶
種事業に取り組んでまいり
⑦インターネット販売など
ます︒
の取り組みを促進します︒
頑張る企業・
︵目標 ５社︶
事業者の育成
⑧
ネ
ッ ト 記 帳 を 活 用 し︑
①事業承継できるための経
企業の生産性・収益性向
営計画策定を支援します︒
上を目指します︒
︵目標 支援先 社︶
︵目標
社︶
②﹁小 規 模 事 業 き ら め き 支
⑨電子申告のお手伝いをし
援プロジェクト﹂や﹁利
ます︒
︵目標
社︶
益創出支援の手引き﹂等
元気のある
を活用し集中的に支援し
地域づくりの推進
ます︒
︵ 目標 １社／３社︶
③農商工連携等の経営革新
計画の承認企業の輩出に
努めます︒︵目標 １件︶
④マル経資金の活用を促進
します︒ ︵目標 ９件︶

秋田県火災共済加入協力者
普門院護持会 様

60

70

10

商工貯蓄共済加入（普及）協力者
藤 田 正 仁 様
佐々木
勲 様
佐々木 東一郎 様
㈲伊藤左官工務所 様
㈲サンビックス 様
永 澤 惠 子 様
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議事を進行する
戸井田喜美雄議長

de

①各種事業を活用し︑交流
人口の増加に努めます︒
︵目標 地域外からの誘客
延べ１︑
０００名︶
②特産品の開発やリニュー
アル等を行い販路拡大に
努めます︒︵目標 ５件︶
③地域ぐるみで出会い・結
婚を応援します︒
︵ 目標 出会いイベント１回︶
④エコキャップ運動や緑の

感謝状の贈呈
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新役員 のご紹介

︻会 長︼
木村 友勝︵和 田 地 区︶︵再任︶
︻副会長︼
齊藤 善悦︵川 添 地 区︶︵再任︶
岡部 正高︵豊 島 地 区︶︵再任︶
︻理 事︼
鈴木 幸次︵川 添 地 区︶︵再任︶
佐々木義友︵和 田 地 区︶︵再任︶
齊藤敏比己︵大正寺地区︶
︵再任︶
戸井田喜美雄︵ 岩見三内地区︶
︵再任︶
佐藤 三男︵川 添 地 区︶︵再任︶
岡部 秋男︵豊 島 地 区︶︵再任︶
齊藤 一志︵川 添 地 区︶︵再任︶
吉田 憲充︵大正寺地区︶
︵再任︶
石塚 勝己︵ 岩見三内地区︶
︵再任︶
舟山 賢治︵川 添 地 区︶︵再任︶
五十嵐龍之介︵和 田 地 区︶
︵再任︶
伊藤
久︵ 戸米川・種平地区︶
︵再任︶
工藤
司︵大正寺地区︶︵再任︶
髙橋 昇吉︵和 田 地 区︶
︵再任︶
田村 一之︵和 田 地 区︶
︵再任︶
田口
悟︵和 田 地 区︶
︵再任︶
高屋 貞一︵豊 島 地 区︶
︵再任︶
工藤 康憲︵川 添 地 区︶
︵再任︶
齊藤 秀徳︵大正寺地区︶
︵再任︶
髙橋 仁司︵ 岩見三内地区︶
︵再任︶
佐藤 総栄︵豊 島 地 区︶︵再任︶
今
鐐悦︵ 戸米川・種平地区︶
︵新任︶
髙橋 啓正︵青 年 部 長︶
︵新任︶
佐々木睦子︵女 性 部 長︶
︵新任︶
︻監 事︼
加賀谷 亨︵川 添 地 区︶
︵新任︶
木村 昌永︵和 田 地 区︶
︵再任︶
︵任期３年間︶
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青年部だより

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

平成24年度青年部通常総会開催
４月25日㈬午後６時から、雄和観光交流館「Villa・フローラ」を会場に平成24年度青年部通常総
会が開催されました。総会には委任状を含め18名の部員が出席し、23年度の事業・決算報告、24年度
の事業・予算についての審議、部役員欠員に
伴う補充選任が行われ、新体制のもと以下の
重点事業が決定いたしました。

平成24年度重点事業
①頑張る企業の牽引者の養成
②地域リーダーの養成
③産学交流事業の実施
④ネットワーク強化・交流事業の実施

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！

平成２４年度「通常部員総会」開催

４月23日㈪午前11時より、河辺の「戸島鯉クラブ」にて平成24年度通常部員総会が開催されました。
当日の出席者は31名（内委任状出席者12名）で、平成23年度の事業報告・収支決算、平成24年度の事
業計画・収支予算案が満場一致で承認決定されました。また、今年度は任期満了に伴う役員改選が行
われ、部長に佐々木睦子さん、副部長に由良綾子さん、佐藤泰子さん、佐々木昌子さん、その他常任
委員11名、監査委員２名が選任されました。
総会終了後は、今年度着任した加藤慎也主査、高橋太栄紅主任、原田武史主事を交えて歓迎懇親会
が開催され、歌と踊りで大いに盛り上がりました。最後に『故郷』と『上を向いて歩こう』を合唱し、
今後の女性部活動の発展を願い終了しました。
女性部の今年度の重点事業は以下の通りです。

平成24年度重点事業
①仲間づくり運動の推進
②研修事業の実施
③地域振興事業の実施
④エコ活動の実施
⑤奉仕活動事業の実施
⑥交通安全推進運動の実施

新女性部長の佐々木睦子さん
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記帳で
悩んでいませんか？

2007年度よりネットde記帳システムを利用しています。きっ
かけは税理士の紹介でした。日々の現金の流れや元帳については商
ネットde記帳
工会に管理していただきながら、あわせて四半期ごとに税理士の確
利用して
！
よかった
認もいただいています。商工会の担当職員からは毎月試算表を作成
していただき、資産や負債の現況を常に正確に管理、把握すること
で会社運営に役立てています。
農事組合法人 河辺農産加工組合
組合長理事 藤原 貢さん
こうして経理事務作業を軽減することで、積極的に営業活動をす
味噌製造業（利用6年目）
ることができるとともに、新商品の
開発にも専念することができました。
近年では体験教室の開催など新たな取り組みにも挑戦しています。
今後も商工会の力をお借りしながら、地域に密着した商品を提供
していきたいと考えています。

お声ご紹介

【事務局より】 毎月定期的に現金出納帳を提出していただきあり
がとうございます。今後も密に連絡を取り合いながら、正しい帳簿
の作成を心掛けたいと思います。よろしくお願いします。

万一の備えは大丈夫ですか？

商工会の共済制度

会員皆様の「もしも？」に役立ちます！

【商工貯蓄共済】
月々 1口2,000円の掛金で貯蓄（自己資金の充実）生
命保障（企業や家族の安心）融資斡旋（資金繰り）の備
えができます。
【会員福祉共済】
業種・年齢に関係なくケガによる入通院等を月額1,000
円の掛金で補償します。特約（月額1,000円）を付加す
ることにより、病気による入院・手術も補償します。
【がん重点補償制度】
「がん」と診断されると診断共済
金として100万円の補償が受け
られます。がんの入院手術はもち
ろん、がん 以 外 の 病 気・ケガの
場合も補償します。月額3,000
円満6歳から74歳まで加入でき、
加入後は告知なしで自動更新され
ますので、再発・転移にも安心です。

おいしいと評判の手づくり味噌

【休業補償制度】（団体所得補償保険）
ケガや病気による就業不能期間の所得を補償します。
職種を問わず保険料は一律。月額1口1,000円
【小規模企業共済】
事業主や会社役員のみなさんを応援する「国がつくった
共済制度」、いわば事業主の退職金制度です。税制面で
も大きなメリットがあり、個人事業主の「共同経営者」も
加入できます。
【経営セーフティ共済】（中小企業倒産防止共済）
取引先企業が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった
場合に、貸付けが受けられる制度です。
【中小企業退職金共済】
安全・確実・有利な中小企業のための国の退職金制度で
す。従業員の確かな安心のために備えましょう。
【自動車共済】
安い掛金で大きな安心、スピーディ、きめ細かなサービ
スで対応します。
【火災共済】
幅広い補償で、建物、家財、什器・備品を手厚くサポー
トします。

頑張る中小企業を応援します！
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。

TEL:018-863-9016

FAX:018-863-9010
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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４回目は河辺岩見三内の菓子製造
小売店「小野寺つくし堂」をご紹介いたします。
小野寺つくし堂は大正時代に創業、当時から素材にこだわり、

私が
作ってます！！ 手作りの菓子づくり一筋に歩んでいます。事業主の小野寺繁四郎さんは２代目

小野寺つくし堂

小野寺繁四郎さん

として昭和23年に事業を承継、地元の素材を生かしたお菓子を作りたいという思
いから、30年ほど前に岩見三内で採れる舞茸を羊羹に練り込んだ「舞茸ようかん」
を開発しました。独特の風味が堪能できる自然豊かな地域ならではのお菓子です。
また、きんつば、桜餅も有名で、地元の河辺のみならず遠くから足を運んで買
いに来る方もたくさんいます。小野寺さんにこだわりを伺ったところ「国産の安
全で確かな材料を使い、添加物を使用しないこと」とおっしゃっていました。なお、
桜餅は春限定、きんつばは秋から春にかけての販売
です。和菓子の他、チョコロール、ロールカステラ
も販売しております。お近くに訪れる際は、ぜひお
立ち寄りくだ
所在地：秋田市河辺三内字外川原143
さい。
ＴＥＬ：018ー883ー2029

店舗外観

名物

営業時間：7:00〜18:00
定休日：第3日曜日

舞茸ようかん

「まるごとJANGO」とは…河辺雄和地域の自然豊かな魅力ある環境と地域資源を活
用し、地域ブランドの確立や観光開発を行うことで、全国へ河辺雄和をアピールし、
誘客と地域経済の発展を図るプロジェクトです。
JANGO＝田舎・在郷を表わす。

平成２４年度企画提案型事業

⑵まるごとJANGO体験ツアー（３回）
・秋田市内の住民、国際教養大学の学生を対象として、
ものづくり体験や農業体験など河辺雄和の魅力をまる
ごと楽しめる日帰り体験バスツアーを実施します。

「まるごとＪＡＮＧＯプロジェクト」について

【事業の目的】
１．「まるごとＪＡＮＧＯ河辺雄和」というキャッチフ
レーズのもと、地域の特産品をＪＡＮＧＯブランドと
⑶特産品詰め合わせパック「JANGO便」の試作販売
して浸透させ、全国へ向けて情報を発信します。
・河辺雄和の特産品をまるごと詰め込んだ贈答用セット
２．体験型観光のスタイルを確立させ、地域の交流人
を限定１
００セット販売します。
口の増大を図り、地区内の経済効果の促進を図ります。

⑷国際教養大学との連携
・国際教養大学の大学祭と同時開催で産学交流フェステ
ィバルを開催し、県内外から訪れる来場者に地域産業
の情報や地域の魅力を発信します。
地域の特産品を使った学食メニュー「まるごとＪＡＮＧＯ
ランチ」を開発します。

【事業の概要】
⑴「まるごとJANGO応援隊」の結成
・河辺雄和にゆかりがあり現在各分野で活動中のメン
バーを中心に、田舎（ＪＡＮＧＯ）らしい人情あふれ
る河辺雄和の体験を通した観光と、開発された特産
品販売のための応援隊を結成します。

新会員のご紹介

求人コーディネーターを配置

今年度新しく商工会の会員になら
れた方です。
どうぞ宜しくお願いします。
●加

藤

建

材 （建設業）
加 藤 文 春 さん

秋田市雄和女米木字川崎71

尾

形

正

彦

求人コーディネーター

前河辺雄和商工会経営指導員

河辺雄和商工会本所に４月９日より嘱託職員
として採用されました。
求人の相談や各種助成金の活用方法など、
お気軽にご相談下さい。
地区内の巡回訪問の際はどうぞ宜しくお願
いします。

6

商工会の取り組みご紹介（１月〜５月）
移動商工会

理容経営講習会

河辺の３地区（和田支部、岩見三内支部、豊島支部）にて、１月16日㈪、
２月10日㈮、13日㈪に、各々移動商工会が開催され、延べ31名の会員の皆
様よりご出席頂きました。
内容は次のとおりです。
１．商工会経営実態調査について（報告）
２．商工会事業に対する要望について
３．その他
このなかで、雄和支所の今後のあり方について、昨年11月に開催した雄
和の３地区での移動商工会の内容報告をしました。

３月５日㈪、河辺雄和商工会
館で「理容経営講習会」が開催
されました。
県の理容講師高橋聖拓氏を招
き、13名が出席「女性のカット・
白髪染め」について、講師から
技術を学んでおりました。

決算個別指導会
河辺雄和商工会館で、２月27日㈪、３月２日㈮、６日㈫、８日㈭、12日
㈪、14日㈬の６日間、正しい申告・納税を行っていただくため、４名の税
理士を講師に招き決算個別指導会を開催しました。
延べ57事業所が、平成23年分に係る決算書や確定申告書の作成指導を受
け、47事業所がe−Taxを利用し確定申告を行いました。

お知らせ

31

経営課長

事務局長

加藤

菊地

慎也

功

佐々木義文

16

借入を希望する関係機関
や団体等の皆さん︑どうぞ
お気軽にご相談下さい︒

査

主

栄美

査 千葉恵美子

査 石井

任 高橋太栄紅

武史

︵由利本荘市商工会より転入︶

主

主

主

事 原田

︵秋田県商工会連合会より転入︶

主

︵よこて市商工会より転入︶

〜どうぞ宜しくお願いします〜

58

河辺雄和商工会

（平成２４年４月１日付）

24

﹁雄和支所﹂会館の
利用者募集について

職員の異動をお知らせします。

昭和 年から旧雄和町商
工会館として︑また平成
年からは河辺雄和商工会の
雄和支所として︑地域や地
元企業に活用されてきた会
館を︑商工会業務の一層の
効 率 化 と 経 費 削 減 の た め︑
平成 年３月 日をもって
閉所致しました︒
これを受けて今後の支所
会館は︑地域のための公共
性や公益性に優位性を持た
せ︑利用者を公募すること
となりました︒

河辺雄和商工会の
職員紹介

真剣に取り組む受講生

雄和支所（会館）の全景
１階の事務室

７名の新体制で地域や会員企業のため頑張ります！
宜しくお願いします。（前列３名が転入職員です）

（お世話になりました）
○尾形経営指導員は定年退職。
○大友経営支援員は白神八峰商工会の経
営指導員に昇格。
○堀経営支援員は由利本荘市商工会の経
営支援員として転出しました。

【雄和支所】
秋田市雄和妙法字上大部22
総床面積 302㎡（92坪）
（鉄骨造り、総２階建て）

問合せ先
河辺雄和商工会本所
電話：０１８−８８２−３５２３
担当：菊地、佐々木まで

２階の和室
２階の研修室

