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商業・工業・サービス部会!
合同で横手市、湯沢市を視察

昔のままの内蔵
「山吉肥料店」（座敷蔵）
（横手市増田町）

木造３階建ての「旧石田理吉家」前で記念写真!（横手市増田町）

３部会が合同で10月20日㈯、18名参加のもと、今話題の横手市の横手精工㈱平鹿工場の「植物工場」や、
昔を今に伝える「増田の蔵」をはじめ、湯沢市川連の「第20回川連塗りフェア2012」などを視察しました。
また、同日各３部会の総会が行われ、任期満了に伴う役員改選が行われました。
新部会長・副部会長は次のとおりです。
商業部会 部 会 長 佐々木義友さん
副部会長 佐藤 三男さん
工業部会 部 会 長 齊藤 一志さん
副部会長 五十嵐龍之介さん
サービス部会 部 会 長 戸井田喜美雄さん
副部会長 工藤 康憲さん

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）
「運命？宿命？天命？ 人生は自分でゆく道
を創造しています。
望む未来を喜びと楽しみと笑顔を引き寄せ、
幸せへの道を創造しましょう」
（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）

佐々木常務さん（左）より工場説明を受ける
参加者の皆さん（横手精工㈱平鹿工場内にて）

こころば

愛の心葉 Ⅴ

メッセージ

横手精工㈱平鹿工場内の新鮮野菜
「アイスプラント」栽培を視察

C O N T EN TS
P1 ３部会合同研修
P2 行政懇談会
P3 青年部・女性部だより
商品券の販売中止

P4 ネットde記帳お声ご紹介
P5 まるごとＪＡＮＧＯ自慢コーナー
P6 商工会の取り組みご紹介
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「行政懇談会」秋田市へ７項目を要望！

秋田市行政から商工部長、次長、各課長をはじめ10名、本会からは役員、職員合わせて14名が出席のもと、８月28
日㈫に「行政懇談会」が、雄和「Ｖillaフローラ」を会場に開催されました。

挨拶をする
髙橋商工部長

援 セ ン タ ー﹂︵仮 称︶の
創設について
３︑事業所税の非課税措置
等の適用について
４︑商工会館の土地︵秋田
市財産︶に対する無償貸
借の継続について
５︑﹁河 辺 雄 和 商 工 会 共 通
商品券﹂の発行支援につ
いて
６︑﹁秋 田 市 小 規 模 企 業 経
営 強 化 支 援 補 助 金︵仮
称︶﹂の創設について
７︑河辺雄和商工会合併
周年記念事業に対する支
援について
︵２︑４︑５︑６︑７は新
規要望です︶
10
真剣に議論された懇談会会場

河辺雄和
商工会では
﹁ま る ご と
Ｊ ＡＮ Ｇ Ｏ
河 辺 雄 和﹂
というキャ
ッチフレー
ズのもと︑河辺雄和
地域の豊かな自然環境︑特産品︑
技 術︑産 業 な ど のＰＲ活 動 を 行
っています︒このプロジェクト
の象徴である︑まるごとＪＡＮＧＯ
ロゴマークのピンバッジがこの
度完成致しました︒
このピンバッジを会員企業の
皆様や河辺雄和地域に縁のある
方々に購入していただき︑この
バッジを着けて地域の宣伝をす
る﹁ま る ご とＪＡＮＧＯ応 援 隊﹂
の輪を広げて行きたいと思いま
す︒

まるごとJANGO
ピンバッジ

ピンバッジを着け
て︑ふるさと河辺雄
和をみんなで応援し
ましょう！
１ケ 五〇〇円
︵商 工 会 に て 販 売 し
ております︶
皆様のご理解とご協
力をお願いします︒

「まるごとＪＡＮＧＯ応援隊」大募集！

河辺雄和の﹁ふるさと便﹂間もなく販売！

まるごとＪＡＮＧＯ「ピンバッジ」完成！

お歳暮シーズンに向けて河辺雄和の魅力ある特産品
をぎゅうぎゅう詰めにしたふるさとパック﹁まるごと
ＪＡＮＧＯ便﹂が間もなく完成し︑近々販売予定です︒
今年のお歳暮や︑県内・外の友人やご親戚の方々な
どへ︑河辺雄和の魅力あるふるさと特産品をお届けし
ませんか？
︵詳しくは商工会までお問い合わせ下さい︶

私もまるごとJANGO応援隊！

ふるさと便

挨拶をする
木村商工会長

初めに主催者を代表して
木村商工会長より挨拶があ
り︑続いて行政側を代表し
て髙橋秋田市商工部長より
ご挨拶を頂きました︒
その後︑行政側の各課長
より﹁平成 年度秋田市商
工部業務概要﹂の説明を受
け︑商工会側からは菊地課
長が﹁商工会の現状と課題﹂
について報告をしました︒
その後︑齊藤商工会副会
長が座長を務め︑意見交換
を行いました︒
当日の商工会から秋田市
への要望内容は次の７項目
です︒
１︑第６次秋田市総合都市
計画における地区別構想
の進捗について
２︑秋田市﹁第六次産業支
24
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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

クリーンアップ事業の実施

６月10日㈰ 全国統一事業「“絆”感謝運動」において和田駅周辺のクリーン
アップ事業を実施しました。

青年部主張発表

第15回秋田県大会

８月30日㈭ ビューホテルで開催され、佐々木義人副部長が「地域貢献＋地域おこし＝祭の
継承」のテーマで発表し、見事「優秀賞」を受賞しました!!

この他、各種イベント事業にも積極的に参加しました!!
８月３日㈮〜６日㈪

８月18日㈯〜19日㈰

10月７日㈰〜８日㈪

10月13日㈯〜14日㈰

ご当地グルメフェスティバル

ジャズインプレッション

産学交流フェスティバル

全県商工会おもてなしまつり2012

大町イベント広場

千秋公園

国際教養大学

アゴラ広場

女性部だより
女性部視察研修inにかほ市 ７月24日㈫
今年の女性部視察研修は、部員22名、事務局２名の総勢24名で、にかほ市へ
行ってきました。今回のコースは午前中に人気観光スポットである土田牧場を
訪れ、交流懇親会を兼ねた昼食会はホテルエクセルキクスイで、午後は白瀬南
白瀬南極探検隊記念館前で
極探検隊記念館、道の駅ねむの丘を視察、帰りに西目のハーブワールドＡＫ
Ｉ
ＴＡ
に立ち寄るという盛りだくさんの研修内容で、楽しく充実した一日を過ごすことができました。

女性部手作りのお守り配布 〜秋の交通安全週間〜 ９月21日㈮
秋の交通安全週間の初日となる９月２
１日、雄和地区交通安全推進協議会と共に、雄和の
長者山付近にて通過する車両に「交通安全」の呼びかけを行い、商工会女性部員の手作り
のお守りを配布しました。
この他、女性部が取り組んだ主な事業内容です。
●エコ石けん作り………………………………９月４日㈫
●交通安全お守り作り・畳コースター作り…９月12日㈬
●高尾山まつり…………………………………９月23日㈰
●産学交流フェスティバル…………１
０月７日㈰〜８日㈪

交通安全を呼び
かける女性部員
女性部売店で（産学交流フェスティバル）

お知らせコーナー
「共通商品券」販売中止について
この度、加入店の減少や、維持管理費の高騰から、残
念ながら６月12日をもって販売を中止させていただきま
した。今までのご利用に心から感謝を申し上げます。
なお、商品券の有効期
限は、発行日より６カ月
以内となっておりますの
で、お早めの交換をお願
い致します。

「雄和支所」会館の利用者募集！
地域商工業発展のための利用者を公募しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
お問合せ先
河辺雄和商工会本所
電話 ０１８−８８２−３５２３
担当 菊地、佐々木
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記帳で
悩んでいませんか？

父の代から事業を引き継ぎ、平成４年に法人化、有限会社京極電
気となりました。業務は地元の住宅配線工事や、県内全域での公衆
ネットde記帳
電話の修繕工事などを請け負っています。日々心掛けているのは、
利用して
！
た
っ
か
よ
「無事故」と「再確認」です。一つ一つの作業を丁寧に、ネジの締
め忘れがないよう細心の注意をしています。
「ネットde記帳」は税務等わからな
有限会社 京極電気
代表取締役 京極 順一さん いことを確認しながら商工会にお願い
一般電気工事業（利用７年目） しています。毎日の現金出納帳をエク
セルで管理し、できるだけ毎月商工会
へ届けながら、帳簿内容を確認しています。今年から担当職員も税理
士も変わったので内容を詳しく伝えられるようにしています。

お声ご紹介

【事務局より】 新たに御社を担当することになりました原田です。
取引内容で分からないところがあるかと思いますが、いろいろご相
談させて頂きながら頑張ります。
「無事故」「再確認」がモットーの
今後ともよろしくお願い致します。
京極社長さん

11月は「商工貯蓄共済」・「会員福祉共済」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。
11月は加入増強運動月間です。職員が皆様を訪問させていただきますので、その節は宜しくお願い致します。

【商工貯蓄共済】

「１つの掛金で「貯蓄・生命保障・融資斡旋」３つの備え」
掛
金：１口 ２，
０００円（月額）（最高15口まで）
共 済 期 間：10年・５年
保 険 料：性別、年齢により異なります。
死亡共済金：500万円〜 25万円。
事務手数料：１口 1,200円（年）
積 立 金：保険料、事務手数料を差し引いた残りが積立金となります。
加入から１年を経過した積立金は、一部払出しで、急な資金繰りにも
ご利用できます。
その他特典：５口以上の加入で人間ドックの費用を一部助成致します。

【会員福祉共済】

「全国商工会連合会が運営する商工会員の為の傷害共済です」
掛
金：１口 1,000円（月額）（最高５口まで）
死亡共済金：１口あたり610万円（年齢、性別に関係なく一律）
入院共済金：１日あたり3,000円（１日目〜 1,000日目）
通院共済金：１日あたり2,000円（１日目〜 90日目）
後遺障害共済金、手術共済金：内容に応じて支払います。
※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。また「がん」に重点をおいた「がん重点補償共済」もございます。

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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5
私が
作ってます！！

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5回目は雄和の
手漉き和紙工房「出羽和紙」（い
ではわし）をご紹介いたします。

コースターセット

雄和椿川にある工房「出羽和紙」は平成１
９年にオープンしました。和紙職人の
高橋朋子氏は茨城県無形文化財西の内和紙の漉き手、菊地正氣氏に弟子入りして
修行した後、雄和の地で日々新たな作品づくりに励んでいます。工房に雄和を選
んだのは、和紙造りに欠かせない良質の水が近くに湧き出ていることが理由であ
和紙職人
るそうです。
工房は店舗も兼ねておりコースターやはがき、便箋セ
高橋 朋子さん
ットなど、手漉き和紙独特の温かみを感じさせる小物が
そろっていま
す。商品は季節
所在地：秋田市雄和椿川字館の下125
ＴＥＬ：018ー886ー8910
ごとに入れ替わ
HP：http://www.naba-net.co.jp/idehawashi/
るので、ぜひお
営業時間：平日 12:00〜17:00
見逃しのないよ
土日 12:00〜15:00
う工房に足をお
定休日：毎週水曜日
干支の置物始めました！ 秋田名物を取り入れたはがき 運びください。
平成24年度企画提案型事業

第1回

体験ツアー開催！

８月24日㈮、農作業やもの作り体験、企業見学などをしながら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。参加者は秋田市内から12名、午前中は雄和の椿台第一市民農園で農作業体験を行った
後、糠塚の雄和トールケーゼ組合を見学、昼食は秋田市雄和観光交流館Ｖｉ
ｌ
ｌ
ａフローラで美味しいランチ
をいただきました。午後からは雄和の手漉き和紙職人「出羽和紙」の高橋朋子氏を講師に迎え、里の家に
て和紙のキャンドルホルダー作り体験を行いました。参加者は高橋氏に手漉き和紙について様々な質問な
どをしながら、思い思いの作品作りに励みました。その後、河辺に移動してみちのくコカ・コーラプロダ
クツ㈱秋田工場を見学、最後は㈲さっぽろ屋の直売所に立ち寄り、お土産をたくさん買って大満足で帰路
につきました。参加者からのア
ンケートには「今まで知らなか
った河辺雄和地域の魅力を知る
ことができた」、「また是非来た
い」という嬉しい声が寄せられ
ました。今後も魅力ある河辺雄
和地域をPRしていきたいと考
キャンドルホルダー作り体験
コカ･コーラ工場見学
市民農園で記念撮影
えております。
秋田県の最低賃金が改正
時間額

ご存知
ですか？

654円

発効日：平成24年10月13日

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。

記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大
平成26年１月より、個人の白色申告者で、事業所
得、不動産所得、又は山林所得が生じる全ての方が
対象となります。

日本政策金融公庫

国民生活事業による

『一日公庫』ｉ
ｎ 河辺雄和商工会
開催日：平成24年11月20日㈫ 午前10時〜午後３時
場 所：河辺雄和商工会館
この度日本公庫と連携し、当商工会にて、上記の日程で
「一日公庫」を開催いたします。
「一日公庫」はお得！
・日本公庫まで足を運ばなくても、当商工会で融資
担当とのご面談が可能です。
・原則として、「一日公庫」の当日中に審査結果が
分かるので、手続きがスムーズです。
・ご相談や融資制度のお問い合わせも可能です。
お申込・ご相談を希望される方は、11月14日㈬までに、
当商工会（８８２−３５２３）までご連絡ください。
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商工会の取り組みご紹介（６月〜１０月）
第18回秋田長持唄全国大会

秋田長持唄全国大会が７月15日、
秋田市雄和の市立雄和体育館で開催
されました。
今年は、県内外から96人が出場。一
全国から集まった出場者の皆さん 般の部に50人、
熟年の部に34人、少年
少女の部に12人が参加し、
自慢ののどが披露されました。
一般の部で黒森このみさん（23）
＝北海道札幌市、熟年の部で
大森吉治さん（70）
＝秋田市将軍野、少年少女の部で立石静玖さ
ん（10）
＝大館市比内町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
長谷川久子さんがアレンジし、現在の「秋田長持
唄」として広まった唄で、結婚式の祝い唄だけで
見事一般の部で優勝した
なく全国の民謡ファンから愛唱されております。
黒森このみさん

第26回「高尾山まつり」

「高尾山まつりが」が９月23日、雄和女米
木にて高尾山奉納すもう大会とウオーキン
グが開催され、高尾山の自然、歴史、文化
気合の入ったすもう大会
にふれながら、地域の観光振興と活性化を
図ることを目的に今年で26回目を迎えました。
残暑が厳しく暑い日が続く毎日のなか、当日は朝から少し雲が
あり、肌寒く感じられる天気で心配されましたが、相撲大会は学
童９チーム、一般３チームで個人戦、団体戦が大きな歓声のな
か熱戦が繰り広げられました。今年から学童の個人戦を、１年生
から６年生までの学年別の対抗戦とし、学年毎の優勝を争い熱
戦が繰り広げられました。
また、高尾山山頂近くの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から老若男女（７歳〜79
歳）11人が参加、ガイドから草木の種類や地域の歴史などの説
明を受け、心地よい汗を流しながら自然に親しんでおりました。

ホームページ作成・ネット販売システム活用セミナー

（応用編）

９月５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8社が参加されました。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。応用編である今回は、ツイッター
やフェイスブックの活用についても説明がありました。
この「SHIFT」の更新情報は商工会・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。
真剣に取り組む受講生の皆さん

産学交流フェスティバル

〜和紙を使った小物作り体験教室の開催〜

今年も10月7日、8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。当日は大学の
オープンキャンパスも開催されたほか、2日間晴天に恵まれたこ
とから予想以上の人出があり、露店や各企画は例年以上の盛り
上がりを見せました。商工会の目玉企画である体験教室も今年
で3回目を迎え、毎年留学生や来場者に大変な好評を博してい
ます。今年も雄和の手漉き和紙職人「出羽和紙」の高橋朋子氏
を講師に迎え、和紙を使ったペーパーウェイトとポプリ作り体験
を行いました。毎年人気の体験企画は、今年も用意した60セット
が予定時間より早くなくなってしまうほどの盛況ぶりでした。
また、ステージ企画として毎年恒例の「コーラ早飲み大会」や「と
ろろ飯早食い大会」など、学生を交えての楽しい企画も女性部
等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
学との連携が図られ、充実した2日間でした。

「全県商工会おもてなしまつり2012」開催

県内各地のご当地グルメや特産品が一堂に会した「全県商工
会おもてなしまつり」が10月13日と14日に開催されました。プレ・
餅つき体験を
にぎわう体験教室
人気のとろろ飯早食い大会！
する教養大生
デスティネーションキャンペーン
（プレDC）に合わせ、観光客らに
県内各地の魅力を知ってもらおう
と県商工会連合会が主催。
秋田県商工会連合会が主催する「移動県連」が、10月30日に
河辺雄和商工会では、青年部の
中央地区６商工会の役職員等約50名が参加のもと、河辺戸島の
「バリコロ焼き」が、2日間とも完 「プラザ・クリプトン」を会場に開催されました。本会からも木村
売し予想以上の売り上げがありま
会長や齊藤、岡部両副会長等が出席をしました。
おもてなしまつり開会式
した。また、地域ブランドコーナー
また、パネリスト
（アゴラ広場ステージ）
では、「ゆう菜 家」のモロヘイヤ
として本会サービ
めん、
ヤ―コンめん、
シイタケめん、
ス部副部会長の工
古代紫米麺、さらに「出羽和紙」
藤康憲さん（高尾
の和紙コースター、手紙セットな
ハイヤー㈱代表取
どを 販 売し観 光・特 産 品 をPR。
締役）
が、広域観光
来場者は県内各地の味を堪能しな
振興についてご意
観光振興をテーマに
意見を述べる
河辺雄和地域のブランドコーナー
がら買い物を楽しんでいました。
意見交換が行われた会場
工藤サービス部副部会長 見を述べました。

平成２４年度中央地区「移動県連」

お知らせ

新春のつどい
（商工会員交流会）

入場
無料

講師

落語家

桂 三 若氏

「住みます芸人プロジェクト」初代秋田お笑い大使の“桂三若さん”をお迎えします。
楽しいトークのひとときをどうぞお楽しみ下さい。
会員の皆様をはじめ、従業員、ご家族の方々もお気軽にお出で下さい。
と き
平成25年１月12日㈯ 午後２時30分〜
ところ
プラザ・クリプトン（河辺戸島）
講演後の会員交流会（懇親会）は、会費制となります。

