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2011年に「トータルエステティックサロンＢｍｃ」を創業。顧客の悩みを解決するた
め、結果を出すことにこだわった施術で信頼を得ている。2019 年 7 月に開催された
第 9 回エステティックグランプリのフェイシャル技術部門において、厳しい審査を通過
し、東北勢初となるグランプリに輝いた。
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［秋田市観光クチコミ大使］
俳優 ･ ナレーター ･ 司会者

秋田を飛び出した 6 年前
1994 年に秋田市に生まれ、2013 年まで秋田で暮
らしました。小さい頃から目立ちたがりの男の子で、
最初は「いつかテレビに出てみたいな～」という漠
然とした思いでしたが、いつからか本気で「芸能界
に入りたい。役者やタレントになりたい」と考え始
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め、当時フォーラス（現秋田オーパ）で勤めていた
アパレルショップを退職し、19 歳の時に東京に乗
り込みました。
初めは手当たり次第にオーディションを受けて、
次にレッスンを積んで…というビジョンが頭にあり
ました。ところが、たまたま一番初めに受けた大き
めのオーディションに合格。そこで素直に思った
ことは、
「あ、なんか簡単かも」でした。
しかし、現実はそんなに甘いものではありません。
いざ事務所に入っても、次に待ち受けるのは仕事を
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取るための争奪戦。事務所に入ったからといって勝
手に仕事が降ってくるのは、スカウトされた人や、
大きなコンテストで賞を取ったほんの一握りの人達
だけ。アルバイト生活をしながら日々レッスンを重
ね、オーディションを受け、何とか必死に食らいつ
いてやろうという思いでいっぱいでした。

秋田を離れて感じた事は
秋田では経験出来ない様な毎日はすごく刺激的

 優良社員表彰

でした。私と同年代の人たちや、もっと若い人たち
からは「早く秋田を出たい」というような声をよく

き

すぎ

ゆう

すけ

木 杉 優 介

氏

いっぱいある、民俗芸能が沢山残っている、秋田県
民ってこんなに温かかったのか、などなど。この発
見こそが「秋田の為に何かをしたい」という想いに
なり、A ターンへと繋がっていくと思います。
秋田は他の都道府県に誇れる自慢を沢山持って
います。秋田の未来を担うのは、僕らのような若い
世代です。共にやってやりましょう。

クチコミ大使になって
僕の仕事はメディアやイベントに出ること。情
報やクチコミで秋田の良さを発信するクチコミ大使
にすごく向いていると思い、自ら立候補しました。
最近ではメディアの他にもイベントやスポーツの
MC 等、喋りの仕事が秋田でも増え、東京と秋田を
行き来する生活を送っています。これからも秋田の
良さを広めていき、多くの方々に秋田の魅力を知っ
てもらい、未来の秋田を作っていく一員になれたら
と感じております。
秋田はいいモノを持っているのに、それをうまく
アピール出来ていないと感じる場面が多々ありま
す。僕達クチコミ大使がそれらを発信して、役割を
果たしていきます。地元秋田をよく知らないという
方は、これを機会に少し秋田を知ってみて下さい。
きっと今までとは違う感情が芽生えるはずです。
僕が一番好きな場所…それは今もこの先も地元
「秋田」です。
■略歴

聞きます。地元を離れてやりたい事をやる、もしく

1994 年秋田市生まれ

は見つける事は大変良い事だと思います。しかし、

2013 年に行われたオーディション「avex audition

たとえ、秋田を離れることを選択したとしても、地

MAX2013 アクター部門」で、16,766 名の中から

元愛を忘れずに、秋田を想って貢献したいという気
持ちはずっと持っていてほしいです。
秋田を離れることで、秋田の良さを再発見できる
場面があると思います。秋田にはおいしい食べ物が

選ばれデビュー。現在はテレビ CM やドラマでの
俳優業、各種 MC やナレーター等、多岐に渡って活
動中。秋田をはじめ、東北各地のローカルな仕事も
担当している。

秋田市観光クチコミ大使 …秋田市に縁のある経済人や転勤等で過去に秋田市に在住経験のある方々に、身近な人々へのクチコ
ミやインターネットでの情報発信を通じて、秋田市の観光 PR にご協力いただくため委嘱している。
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エステティックを
身近な存在に
（株）MARK SAMY
代表取締役

美とは内面から

結果重視サロンとして

いい技術・いい商品

日本一に選ばれて

顧客満足度向上のために毎年、一般社団法人エス
テティックグランプリにエントリーしております。
エントリーすることで、まずは覆面調査が入ります。
覆面調査こそが「サロンの姿」を教えてくれる最大

笹 川 麻 世氏

の「お客様の声」だと思います。そしてそれは、エス
テティックが身近な存在になるためのヒントでもあ
るように感じられます。
全国を 7 つのエリアに分けて一次審査である覆面
モニター調査が行われ、覆面調査点数を東北 1 位で
通過し、得点上位 3 サロンが 4 月 24日仙台市で開催
されたエリアファイナルで、フェイシャル技術審査
が行われて優勝、東北代表に選ばれました。最終審
査は、7 月1日に全国各地からの代表 20 名のエステ
ティシャンが、審査委員の技術審査をうけ、翌日の
グランプリファイナル進出の 3 名に選ばれました。7
月 2日のグランプリファイナルは、会場となるパシフ
ィコ横浜の大型スクリーンに 3 名の施術状況が映し
出され、同業者である
エステティシャンなど
来場者約 2400 名から
の投票にてグランプリ
に選んで頂くことがで
きました。
当店は先日８周年を迎えました。お蔭様でたくさ
んの会員様に恵まれております。信頼し、ご来店く
ださっているお客様のためにも、そして働いている
スタッフのためにも、日本一のサロンにしたいとい
う一心で今回のグランプリに向けて取り組んでおり
ました。ですので、この様な素晴らしい賞を頂けた
ことは、多くの皆様のお蔭だと感謝しております。
今後もこの賞に恥じぬよう、結果重視サロンとして
「手から伝える愛情」でたくさんの皆様の美をサポー
トして参ります。
P r o f i l e●
■創
立 2011 年 7 月 27 日
■事業内容	痩身・フェイシャル・リラクゼーション・美容
サプリメント・化粧品販売などのトータルエ
ステティックサロン
■所 在 地 秋田市保戸野すわ町 8-12 千秋モール 2 Ｆ
TEL:018-896-1222
ＦＡＸ：018-896-1225
■Ｕ Ｒ Ｌ http://www.akitabmc.com

挑戦する企業…意欲的・先進的な取組を行っている会員企業を紹介しています。

 行事予定

当店では毎年 1 つ新コースをリリースしておりま
す。コース作りはオリジナルで、お客様のお悩みを
生でお聞きしたうえで、そのお悩みに合った内容で
考案し、実際にしっかりと結果が出るか自ら試しな
がらコース作りをしております。また、当店ではス
キンケア商品の販売も行っております。最近では特
に、ノーファンデーションを実現させるスキンケア
商品が人気となっております。こうした商品もオリ
ジナルコース同様に必ず自ら試し、結果が出るかを
確認してから販売しております。

よ
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当店は結果重視サロンとして信頼いただけるよう
に、たくさんのお客様のビフォーアフター集を作成
しております。このビフォーアフター集には、特に
ダイエットのお客様のビフォーアフターが数多くあ
り、たくさんの皆様のダイエット成功のお手伝いを
させて頂いております。ダイエットのお客様に限ら
ず、結果を出すためにお客様と真剣に向き合い愛情
を注ぐことを大切にしており、
「手から伝える愛情で
皆様の美をサポートする」ということをモットーに
しております。

ま
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秋田市保戸野にありますトータルエステティック
サロンＢｍｃは、痩身（ダイエット）
、リラクゼーシ
ョン、フェイシャル、ブライダルエステ、健康食品・
サプリメント・化粧品等の販売を行っているエステ
サロンです。
美とは外見のみならず内側からも醸し出されま
す。社是にも「美創心」と掲げておりますが、これは
「美しい身体を創るには心から」という想いで掲げて
おります。その想いを店名であるＢｍｃ＝ Beauty
mind clinic に込めました。

か わ

❺ ワンコインスタンプラリー

さ さ

❷ 活力あ る 秋 田

ワンコイン de

お買い得感たっぷり！

『買い物』
『体 験』

下記参加店舗がワンコインで商品提供

スタンプラリー

9月29日（日）～10月31日（木）
抽選で参加店共通商品券等が当たる !!

参加店でワンコイン（500 円税込）の商品購入
やサービス利用１回につきスタンプ１個。3 個集
めたら最寄りの参加店に設置の応募箱へ投函！
◎お問合せ
まちづくり推進課
TEL 866-6676

ワンコインスタンプラリー

４
●

ワンコイン de「買い物」参加店舗
店舗名
お菓子（16 店舗）
一乃穂本店
扇屋開運堂
㈱かおる堂

大町店

詳細はこちらから

※◆印は、それぞれ単品での提供となります。セットではありません。

商品・サービス内容
しとぎ菓子詰合せ
菓子詰合せ袋入（700 円相当）
お菓子詰合せ（800 円相当）
※提供する形態でのお渡し（箱詰め等不可）
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菓子舗榮太楼
秋 田駅トピコ店、いとく自
「赤まん青まん」5 ヶセット
衛隊通り店、いとく新国道
（600 円相当）
店、幸町店、松寿庵、生協茨
島店、南通店、仁井田店
㈱川口屋
おすすめお菓子詰合せ（3 割以上お得です！）
㈱光月堂
検討中
寿屋
ぽてとまんじゅう 5 個入 1P（550 円相当）
お好きな商品（1 個 151 円～ 162 円相当）
杉山壽山堂
を4点
杉山物産
菓子詰合せ（800 円相当）
酒類・食料品（11 店舗）
790 円相当詰合せ（稲庭うどん、男鹿の塩、
あきた県産品プラザ
リンゴジュース、トロリンゴ、ぼたん× 2）
市場の酒屋
福乃友大吟醸酒粕
「粕味 1 パック」
（900g 入）
お茶の辻吟
日本茶
◆缶チューハイ詰合せ
（700～ 800円相当）
酒の英雄
◆ワイン・日本酒（700 ～ 800 円相当）
高清水「倉 // 蔵」
高清水大吟醸 300ml 1 本

店舗名
八幡平ポーク
泉店、御野場店、広面店

商品・サービス内容
精肉セット（700 円相当）

ぱっぷや唐揚げ（5 個入）テイクアウト
（590 円相当）
㈲平野酒店
輸入ワイン 1 本
深堀商店
紅鮭 1 ケース（5 切入り）
趣味・その他サービス（4 店舗）
終活ノート「マイ・ウェイ」（定価 1,000 円相当）
㈱風間石材店
JIKODO
誕生数秘学ミニ鑑定書付守護石ブレスレット
パソコン専門店 COM
パソコン初期診断
フリー 3 ゲームもしくはセット 3 時間
マージャンカフェ ステップ
＆ドリンクバー（1,100 円相当）
スイーツ＆カフェ（19 店舗）
杏庵
ワンコイン特別セット
ケーキセット
秋田ビューホテル
（ホテルメイドケーキ＋コーヒー or 紅茶）
ラウンジさくら
（825 円相当）
◆ケーキ 350 円以下 2 個セット
菓子工房ぜんげつ
◆りんごタルト 12㎝（700 円相当）
キャッスルデリカ
焼菓子詰合せ（ホテルメイド）
選べるケーキ 2 点（対象ケーキのみ）
旭南高砂堂 旭南本店
※お一人様 1 セット限り
◆クッキー詰合せ（700 円相当）
ケーキの店 ボンボンの森
◆ケーキセット
ぱっぷや市民市場店
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保険とリース、相続・事業承継の
ご相談はお気軽にどうぞ！
！
株式会社

北日本ベストサポート
〒010-0967 秋田市高陽幸町8番17号 岸ビル内
TEL.018-883-1888 ㈹ FAX.018-883-1822
URL http://www.knbs.jp

経営上のお悩みは、経営革新等支援機関の当商工会議所へご相談ください【経営支援課 TEL.866-6677】

店舗名
那波紙店
ナベヤ自転車店
botanico（ボタニコ）
ホビーハウス・ルピナス
㈲めがねの平和堂
美容・健康（6 店舗）
カイロプラクティック LINK

商品・サービス内容
和小物詰合せセットなど（800 円相当）
◆ BS 高品質サイクルオイル
◆サドルカバー◆ワイヤー錠
多肉植物
◆ストラップ◆指編みアクリルタワシ
◆ブレスレット
メガネ拭き（800 円相当）

ワンコイン de「体験」参加店舗（16 店舗）
店舗名

JIKODO

誕生数秘学ミニ鑑定（解説付）

開催回数
※お問合せください
2 回 10/5（土）、22（火）14:00 ～
個別に日程調整します
※事前要予約
2回

10/12（土）、27（金）10:00 ～ 11:30

個別に日程調整します ※事前要予約
（土）11:00 ～、25
（金）11:00 ～
2 回 10/19
各先着 4 名

階層・分野ごとに体系化された研修で企業の中核人材を育成～ビジネススクール凌雲塾【経営支援課 TEL.866-6677】

 行事予定

コーヒーの生い立ちなどを学びながら、実際にドリップを体験してみま
杉本珈琲店
3 回 10/4（金）、18（金）、25
（金）
しょう
4回
シゴトも遊びも全力で楽しむ頑張りオトナ女子のための
10/2（水）10:00 ～ 11:00/11:30 ～ 12:30、
3 Re.therapy
「オシリほぐしセラピーアンチエイジングスイッチ温 ON」体験 30 分
10/4（金）13:00 ～ 14:00/14:30 ～ 15:30
筋トレ初心者でもできるパワープレートトレーニング体験 15 分～短時
TIARE*（ティアレ）
希望日時 ※要予約
間でトレーニング効果を上げたい方へ～
時計・メガネのイチノセキ 広面店 「分かりやすく、知っててお得なお話」賢い消費者になろう！  ※無料
1 回 10/20（日）～ 25（金）
6 回 10/5（土）    10:00 ～ 12:00、
  10/17
（木）  10:00 ～ 12:00、
Noevir Beauty Studio K2
自己流になりがちなお肌のお手入れのコツを「コスメコンシェルジュ」
  10/17
（木）  18:30 ～ 20:30、
（ケーツー） が伝授致します。10 年度もより美しいお肌を
  10/19
（土）  10:00 ～ 12:00、
  10/21
（月）  13:00 ～ 15:00、
  10/30
（水）  10:00 ～ 12:00
beauty salon gerbera
健康に美しくなるための美肌スキンケアレッスン
3 回 10/8（火）、10/17（木）、10/22（火）
   
（各 10：00～12：00）
  （ジェルブラ）
＆美メイクレッスン～印象をかえて笑顔になりましょう～
①ソープカービング 石鹸をナイフで彫刻して香るインテリアを作ります 3 回（1 日 2 回）
②メークレッスン
自分に合うファンデーション眉の描き方
  10/1
（火）、10（木）、20（日）
POLA エステイン famy
秋冬のメークで新しい自分を発見してみませんか？
  10:00 ～ 11:30/13:30 ～ 15:00
マルシュ
2 回 10/9（水）   10:30 ～、
足・靴・歩き方のトラブル対策講座 ～初級編～
（女性の足専門サロン＆ショップ）
  10/20
（土）10:30 ～
、
10（木）
、
17（木）
、
24（木）
、
31（木）
理容・美容 つばめカンパニー（樹）ティラピス・ヨガ
5 回 10/3（木）
3 回 10/6（日）   14:00 ～ 15:00、
ルーシーダットン シエル
ルーシーダットン（ヨガやルーシーダットンが初めての方歓迎♪）
  10/10
（木）20:00 ～ 21:00、
  10/20
（日）14:00 ～ 15:00
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体験内容
太極拳、武術カンフー、入門空手、気孔体操、ジャズストレッチ体操、
アスク秋田シニアスポーツクラブ
エアロジャズ体操
アロマテラピーショップ Pfrè
初めてのアロマテラピー講座＆アロマスプレー作り
韓国語・中国語 40 分の体験個人レッスン
金森韓国語・中国語教室
※ 1 言語おひとり様 1 回限り
親子で楽しむヨガとかんたんスポーツ体験！
GENKIDS ☆あそび塾
～幼児から小学生までの親子が対象～
ゴルフディア
体験レッスン（1 回のみ 55 分）

❼会議所レポート

頭・目の周りほぐし 10 分
選べるワンコイン施術！
かえる治療院
お目目ぱっちり美容鍼 or ヘッドマッサー
ジ（15 分）
たった 1 回でも効果を実感‼
佐野薬局 本店
「15 分の軌跡 シンデレラエステ」※要予約
お顔や雰囲気にあわせたアイブロウ（眉）と
美容室シャトレー
眉カットをワンコインで !!
ユーランドホテル八橋
お試し体験 酵素 BOX30 分
◆前髪カット◆シャンプーのみ◆爪磨き
理容・美容つばめカンパニー
◆ハンドマッサージ
ランチ＆ディナー（14 店舗）
回鮮まぐろ亭
海鮮丼
カレーハウス．ブー
◆エッグカレー◆チキンカレー  ジュース付
金龍酒家
生ビール or ハイボール 1 杯・おつまみ 1 品
小金龍 土崎店
トマトあんかけラーメン
小金龍 茨島店
麻ラー麺
グラスワイン（赤・白）＋ワンディッシュ（お
Dining 想
つまみ）
生ラムジンギスカン
生ラム焼き＆ワンドリンク（グラスビール／
ラムだっちゃ
角ハイ／レモンサワー／ソフトドリンク等）
ナン・カレーセット（サラダ・ソフトドリン
ハラールレストランデラ山王
ク付）※日替りのみ
Pi Café
スパゲッティミートソース（サラダ＆珈琲付）
ブッチャーノ
『オムライススタジアム』優秀店のオムライス
ベンガルカレー亭マンナン
チキンカレーとライスのセット
ポニーテール
晩酌セット（生ビールとおつまみ 1 品）
ら～めん ジル
こってりラーメン
ラーメン鈴弥 秋田本店
ネギみそラーメン

❺ ワンコインスタンプラリー

商品・サービス内容
ワンコインオリジナルブレンド「秋のそら」
150g
◆スペシャリティコーヒー豆（100 ｇ）
さん・サン TheCoffee
◆スペシャリティコーヒー＆クッキー
週替わりのチーズロールハーフ
スイーツガーデン セレステ翔
（冷菓でお渡しします）
タンザニア AB リビングストン 150 ｇ
杉本珈琲店
甘味、コク、ふくよかさ、フルーツ感のある
クリーンな風味
ティールーム陶
あんみつ（こぶ茶付）
チュイールクッキー 3 種
手づくりケーキ グランシェフ（アーモンド、ごま、かぼちゃの種）
※ 1 人 3 セットまで
ナガハマコーヒー
本日のサンドセット（サンドウィッチ・サラ
秋田駅前店、御野場店、
ダ・ドリンク）ドリンクはコーヒー or 紅茶
山王店
※平日限定
パティスリー ミルシュー
ケーキセット（ケーキ・ドリンク付）
マダム・コロー
スフレチーズ 4 号ホール（800 円相当）
珈琲豆・紅茶量り売り   600 円以上の商品を
まめまめハウス本店
各 3 種類ずつ 500 円に！
ロールケーキハーフ
わたゆう
（売切れ時はシュー 4 個）
日用品・生活雑貨（16 店舗）
アロマテラピーショップ Pfré お好きな精油（3㎖）648円の商品を500円で
◆補聴器電池 1 枚 6 個入り（1,000 円相当）
カモヤ眼鏡店
◆浮世絵レンズ拭き（864 円相当）
おしぼり・タオル・バスタオル
島田屋
（税込 580 円以上の品を 500 円均一で）
常設フリーマーケット
店内商品 5 点で 500 円（1,000 円相当）
えこまーる
ワンコイン福袋（ごはんがつきにくいしゃもじ入）
食器のさかいだ
◆手づくり小ざぶとん
滝城ふとん店
◆フェイスタオル上代￥400 2本セット
design shop 秋田贔屓
様々な石鹸詰合せセット（800 円相当）
陶苑むらき
◆有田焼箸置 ◆若狭塗の箸
㈲通町花のさとう
お好きな花束（800 円相当）
時計・メガネのイチノセキ
◆補聴器電池（1,200 円相当）◆メガネク
広面店、桜店
リーナー（800 円相当） ※視力測定無料
珈琲工房ビーンズ

❸ 挑戦す る 企 業

店舗名

❷ 活力あ る 秋 田

金属製錬技術と先進光技術を紹介
～工業部会・第17回ものづくり技術連携交流会～

7／26

❹ ワンコインスタンプラリー

市内製造業の技術者・研究者が持つ強みや特徴を共有しながら、連携の可能性を探ることを目的に交流会
を開催し、部会員 23 名が参加した。
はじめに、秋田製錬㈱取締役の猪股寛成氏と技術部長の河合浩太郎氏が自社の取組について説明。
主要製品である亜鉛について、
「世界で唯一の方法『ヘマタイト法』を用い、有価金属を世界一の高効率で回
収している。ブラッシュアップは現在も続いており、有価物を 100％回収することに
挑戦し続けている」と述べた。
続いて、秋田大学大学院准教授の河村希典氏が液晶レンズを用いた先進光技術につ
いて説明。「電圧印加のみで制御が可能となる特性を活かした新たな機能を研究してお
り、構想の実現化のため団体を設立し、取組を進める」と述べた。
猪股取締役と河合部長
その後の交流会では、参加者同士が活発な情報交換を行った。

秋田の元気は港から

7／27

～秋田港海の祭典「マリンフェスティバル」～ ・28

❻ 会議所レポート
❽ 外国人材活用ニーズ調査結果

海の日制定の意義を広く PR し秋田港の賑わいづ
くりに貢献することを目的に、道の駅「あきた港
ポートタワー・セリオン」をメイン会場として開催。
時折小雨が降る中、延べ 33,900 人が来場した。
両日とも、海上自衛隊の護衛艦など国内で活躍す
る船舶の一般公開や体験航海、ステージイベント、
制服試着体験などの各種催しの他、屋台村での飲食
提供等が行われた。
また、27 日には港
商友会による「港花火
大会」が併催され、秋
田港の特性を活かし
た水中花火で会場全
体を賑わせた。
乗船を待つ来場者

県内主要３港で国に港湾整備促進を要望
～当所・秋田港振興会ほか～

7／29

 優良社員表彰

秋田港、船川港、能代港
の関 係 者 22 名 が参 加 し、
国土交通省への要望活動
を実 施 した。 港 湾 局 の髙
髙田港湾局長（写真中央） 田昌行局長等に要望書を
手交し、秋田港からは「洋上風力発電の建設及びメ
ンテナンスのための港湾インフラの整備への支援」
「クルーズ船受入環境整備への支援」
「港内静穏度の
向上を図る国直轄事業による外郭施設の整備促進」
「港湾背後地の人命・財産を守るための津波対策施
設整備への支援」の 4 点を要望した。また、港湾局
計画課の中村晃之課長、海洋・環境課の松良精三課
長等を囲み勉強会を開催し、各港の将来構想等につ
いて意見交換を行った。

高校生に向け県内企業の魅力をＰＲ
～新規高卒者・中小企業等就職促進セミナー～

7／28

地元中小企業の魅力を十分
に伝え、県内就職の促進に繋
げることを目的に秋田ビュー
ホテルで開催。県内18校か
真剣な表情で聞き入る生徒
ら就職希望の生徒や保護者、
学校関係者など338名が参加した。
三浦会頭は「県内企業の魅力を知っていただき、ひ
とりでも多くの皆さんが、この秋田で社会人としての
第一歩をスタートしてほしい」とあいさつ。
企業担当者からの自社紹介のほか、高校卒業後に社
会人として経験を積んだ先輩からのアドバイスや
エールに、参加者は真剣な表情で聞き入っていた。
引き続き開催された情報交換会でも参加した62社
の採用担当者と生徒らによる熱心な意見が交わされた。

あきた発酵ツーリズムを体験
～観光料飲部会（オープン）～

8／8

県の食文化を観光資源として活用し、誘客に結び
つけようと秋田県秋田うまいもの販売課が取り組
んでいる「あきた発酵ツーリズム」をテーマに、その
モデルコースとなっている秋田酒類製造㈱の酒造
見学施設「倉 // 蔵（くらくら）
」で開催。部会員等 12
名が参加した。
当ツーリズムの概要説明を県秋田うまいもの販
売課より伺った後、秋田酒類製造㈱より拠点整備の
取組等を説明いただき、仙人蔵では酒造りの映像や
昔の道具を見学した。また、
全国の発酵ツーリズムの事
例や効果を、㈱ JTB 法人営
業部秋田支店より紹介いた
だいた。
仙人蔵での見学模様

事業再生計画・経営改善計画の策定のご相談に応じます【秋田県中小企業再生支援協議会 TEL.896-6150】

～ご当地グルメフェスティバル2019～

8／3
〜6

～第１回情報通信部会（オープン）～

8／21

働き方改革に対応したクラウドサービスの導入
と活用方法について、イヤタカにてセミナーを開

あきた観光レディー

日沿道の早期実現に向け決議
～第21回日沿道建設促進フォーラム～

8／22

約 340 名が参加し、新潟県のホテルイタリア軒に
て開催。日本海沿岸東北自動車道の早期開通に向け
た意見発表等が行われた。由利本荘青年会議所理事
長の工藤啓太氏は「災害対応の観点から日沿道は必
要不可欠。また、物流で企業間をつなぐことは地域
経済と日本経済を結ぶことにもなり、沿線地域の交
流人口が増加することによる大きな経済効果が期待
できる」と意見発表した。
次に、日本みち研究所理事長の石田東生氏が「社会
システムのイノベーションと道路政策～高速道路と
観光・シーニックバイウェイ・道の駅～」と題し講演
した。引き続き、日沿道
の早期実現に向けた大
会決議案を採択した。
当フォーラムは来年
度秋田県において開催
される。
フォーラムの様子

❾会員情報プラザ

催。19 名が参加した。
第一部ではサイボウズ（株）の武田卓也氏が、現在
利用が 12,000 社を突破したクラウド型のデータ
キ ン ト ー ン
ベースソフト「kintone」について説明し、その活用
方法についてマイルアップ（資）代表の熊谷美威氏
が「kintone を導入して大幅な効率化が実現し、業
績アップに繋がっている」と述べた。
第二部では、
（株）オービックビジネスコンサルタ
ント仙台営業所長の簗場治氏が「勤怠管理システム
の導入により年次休暇や労働時間管理がリアルタ
イムで把握できる。働き方改革関連法への対応に役
立ててもらいたい」と述べた。講演後は秋田県産業
労働部産業振興課デジタルイノベーション戦略室
の佐藤信吾氏よりＩＴツールの導入に利用できる補
助金等について情報提供いただいた。

竿燈まつり期間中の賑わい創出と来訪者へのお
もてなしを目的として、ＪＲ東日本秋田支社協力の
もと、当所と秋田観光コンベンション協会共催によ
る秋田新幹線内での歓迎事業を実施した。
あきた観光レディーが、新幹線こまち号車内にお
いて竿燈まつりを紹介するとともに、観光案内パン
フレット等を配布して来県を歓迎。
乗客からは、拍手とともに写真や動画による記念
撮影を多数求められた。
また、国籍を問わず外国
人観光客も多く乗車して
いたことから、竿燈まつ
りや市内観光スポットを
紹介する多言語版パンフ
レットを配布して対応し
た。

❼会議所レポート

働き方改革に対応したＩＴツールを学ぶ

～秋田新幹線内での観光ＰＲ～

8／3
〜6
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竿燈まつり期間中の
賑わい創出と秋田の食
の魅力発信を目的に、
大町イベント広場で開
催。開催期間中は連日
気温 30 度を超える真
店舗前の行列
夏日となり、昨年度を
上回る 16 万 5 千人が来場。地ビールや横手焼きそ
ば・本荘ハムフライ・稲庭うどん等のご当地グルメ
に舌鼓を打った。
当所青年部スタッフによりスムーズな運営管理・
清掃が行われ、会場に準備したイス 700 席は夕暮
れとともに満席となり、戻り竿燈が披露される終了
時間まで賑わいは続いた。
今回は、会場内に無料Ｗｉ－Ｆｉスポットを提供し
たほか、外国人観光客に対応するため翻訳機を設置
し、多くの来場客の満足度が高められた。

あきた観光レディーが来県を歓迎

❸ 挑戦す る 企 業

竿燈まつりで食の魅力発信

 行事予定

親族・従業員・第三者～会社の事業承継のご相談に応じます【秋田県事業引継ぎ支援センター TEL. 883-3551】

❷ 活力あ る 秋 田

外国人材受入 3 割の企業が前向き

～外国人材活用ニーズ調査および国内先進地視察の結果～
当所では、今年度、会員企業等を対象とした外国人材受入支援事業の検討を進めるために、関係機関によ
る外国人材受入支援事業検討会を設置し、市内企業を対象に外国人材活用ニーズ調査や、国内先進地視察
を実施した。
外国人材活用ニーズ調査（調査期間：5/10 ～ 5/24）

❹ ワンコインスタンプラリー

◇有効調査対象数：市内企業 498 社 ／ うち回答企業数（回答割合）：194 社（39.0％）
◇調査項目・結果
１．人員の確保状況（現状・5 年後見通し）
（現

状）全体の 50.0％が「不足している」と回答している

（５ 年 後）66.5％以上の企業が人手不足に陥ると予測している
（業 種 別）建設、製造、印刷製本、自動車整備、介護において、現状と比べ 5 年後「人手が不足する」と
の回答が多かった。
２．外国人材の受入状況等（受入経験の有無、今後の受入予定、希望する能力・国籍等）
（過

去）外国人材の受入経験がある企業は 18.5％で全体の 2 割近くとなっている

（今

後）外 国人材の雇用・受入を前向きに考えている企業は 32.4％であり、業種別にみると宿泊

❻会議所レポート

50.0％、外食 50.0％、自動車整備 47.7％と高くなっている
（苦労した点）外国人材を受入した企業は、言語、価値観の違いに苦労している
（希望能力）業務経験よりも人柄や日本語・コミュニケーション力を望む企業が多い
（希望国籍）①ベトナム 50.8％

②タイ 33.3％

③フィリピン 30.2％

④中国 7.9％

３．外国人材の受入に関して行政や商工会議所に望む支援内容

❽ 外国人材活用ニーズ調査結果

①日本語教育の充実

44.8％

②雇用ノウハウ・事例等の提供 41.2％

③受入費用の援助

32.5％

④雇用に関する相談窓口の充実 31.4％

⑤生活環境の整備

31.4％

⑥マッチング支援

⑦受入支援施設の整備

20.1％

24.7％

［調査内容の詳細は当所ホームページをご覧ください］
国内先進地視察（実施期間：8/1 ～ 8/2）
◇視察参加者 9 人（当所、秋田労働局、秋田県、国際教養大学、金融機関等民間企業）
◇主な視察先・取組内容
徳島県庁
・2019 年度当初予算に 1 億 6 千万円を計上し、外国人材の受入環境の整備等に取組む
徳島大学
・留学生向け就職ガイダンスや就職説明会を開催するなどし地元定着を促している

 優良社員表彰

社会福祉法人健祥会（介護事業者）
・経済連携協定に基づく外国人介護士、介護職での技能
実習生の受入経験が豊富
・施設敷地内に、外国人材向けの日本語教育と介護福祉士
試験の対策講座を行う教育施設を併設
有限会社ダイチ建設（建設事業者）
・ベトナム人の技能実習生を受け入れている
・実習生の寮を整備するほか、残業代の算出方法を工夫し、
待遇改善に努めている

介護福祉士試験対策講座の模様

もしもの備えに、業務上・業務外を問わず 24 時間保障～生命共済制度【総務課 TEL.866-6674】

疲れを癒して、幸せにかえるお手伝い
住所／山手台三丁目１４-１
TEL／８１１-2460
営業時間／9：00～18：00
完全予約制（当日可）
定休日／日曜、祝日
URL／https://twitter.com/kaer
         utiryouin

かえる治療院
代表

今井 美樹

お店のシンボル
「かえる」
がお出迎え

秋田犬の未来のために
一般社団法人

ONE FOR AKITA

三浦 廣巳

当法人は「ONE FOR AKITA プロジェクト」を軸に活
動を行っております。ONE FOR AKITA プロジェクトと
は秋田犬の繁殖者の高齢化や、秋田犬の殺処分、血統の
劣化により、正統な秋田犬の頭数が年々減る現状を改善
し、秋田犬の保存・保護活動を目的とするプロジェクト
です。皆さまにご支援いただくことにより、救える命が
そこにあります。秋田犬の未来のために、皆さまのワン
アクションをお願いします！

高橋 めぐみ

企業が適正な人員を確保し、業績を伸ばしていくこと
は非常に大変です。働き方改革などで職場環境が目まぐ
るしく変化する今、従業員に十分なパフォーマンスをし
てもらうための適切な提案をいたします。社会・労働保
険事務、就業規則の見直しや給与計算業務のほか、メン
タルヘルスやパワハラ対策の研修会開催、病気を治療し
ながら働きたい方の支援も行っております。経営者も従
業員も気持ちよく働ける職場づくりをしませんか？

事務所外観

お気軽にご相談ください

お米愛つよめのカフェランチ＆スイーツ
アール

テーブル

Ｒ ｔａｂｌｅ
企画室長・販売事業部長代理

藤原 聡子

住所／南通みその町４-57
TEL／853-7737
営業時間／10:30～17:00
(ランチタイム11:00～L.O.14:00)
定休日／毎週水曜日、
第２・４木曜日
Facebook＆Instagram／
@rtable.1022

おいしい自慢のお米をより多くの方に味わっていただ
こうと、
「人と Rice- お米が Ring- 輪に Relay- つながる」
の 3 つの“R”
を店名に冠する住宅街のカフェ。人気のロー
ストビーフ丼やラザニア等に加え、季節ごとの米粉メ
ニュー（SNS で最新情報をチェック！）も大好評で、解放
感あふれる店内やテラス席で召し上がれるほか、テイクア
ウトできるメニューも。店舗正面とエントランス側に駐
車場をご用意しておりますので、是非ご来店ください。

エリアなかいち
「秋田犬ステーション」

お米のような優しい白が基調の店内

人気№１のローストビーフ丼

簿記・販売士・ビジネス実務法務等々、社員のスキルアップに商工会議所検定のご活用を！

 行事予定

ふわっふわな米粉パンケーキ

９
●

会員情報プラザ

理事長

住所／八橋南一丁目1-3
TEL・FAX／807-2535
営業時間／9:00～18：00
定休日(事務所)／土日祝
URL／http://www.saveakita.or.
jp/ofa/

代表

住所／新屋豊町10-32-2
TEL：／863-3467
営業時間／8：00～17：00
定休日／日曜（事前予約で定休日
・時間外対応可）
URL／http://www.mgmtsr.com/

❼会議所レポート

ゆっくり安らげる店内

高橋めぐみ
社会保険労務士事務所

❺ ワンコインスタンプラリー

山手台の住宅地の中で、お客様の日々の疲れを癒すと
ともに、
「痛い」「辛い」にきちんと向き合って国家資格を
持った施術者が施術を行います。時間をかけるオイル
マッサージから気軽にできるマッサージなど、時間と予
算にあったメニューを準備。女性に人気の美容鍼灸も
行っています。10 月はワンコインスタンプラリーの「お
目目ぱっちり美容鍼」や「ヘッドマッサージ 15 分」がオ
ススメです！癒やしのメニューで心と体に幸せを♪

従業員との信頼関係構築をサポート

❸ 挑戦す る 企 業

わが社の自慢

❷ 活力あ る 秋 田

第62回優良社員表彰式＆記念講演会
◆日 時 10 月 23 日（水）15：00 ～
◆場 所 秋田ビューホテル
◆内 容
15：00 ～ 優良社員表彰式
16：00 ～ 記念講演会
「劇団四季の公演活動について」
講師：四季株式会社
代表取締役会長 佐々木典夫氏
17：00 ～ 祝賀パーティ（参加費 6,000 円）

◆申込み
郵送・ＦＡＸでのご案内、
当所ホームページより
◆問合せ
秋田商工会議所 総務課
TEL 866-6674

講師
佐々木典夫氏

❹ ワンコインスタンプラリー

「歩き愛です」とは…
●日

時：2019 年

専用歩数計を持って歩いて

9 月 29 日（日）10：00〜14：00

観光、お買い物をしながら、

（参加受付：10：00〜11：00 まで） 雨天決行（荒天中止）

●場 所：秋田駅前大屋根下（スタート・ゴール地点）
●参加費：1,000 円

❻会議所レポート

●定

地元を愛する気持ちを高め
るウォーキングイベントです。

員：先着 300 名（事前申込） ※ホームページより申込できます

お問合せ・申込先 秋田商工会議所 まちづくり推進課 TEL 866-6676
❽ 外国人材活用ニーズ調査結果

公益財団法人産業雇用センターは失業なき労働移動をサポートします。
・お気軽にご相談、
連絡ください。
当センターの全職員は皆様方のご期待、
ご要望に応えるべく努力いたします。

当センターの4つの特色

■企業間の人材マッチングをサポート
・人材を必要としている企業の皆様へ
⇒人材情報の提供・斡旋をします。
・雇用調整を検討している企業の皆様へ
→従業員様の再就職をサポートします。

1 30年以上の実績と信頼

3 全国ネットのサービス

経済・産業団体と厚生労働省の協

全国 47 都道府県に事務所があり、

力で設立された公益財団法人で、

全国ネットでサービスを提供して

30 年以上の実績と信頼を得てい

おります。

ます。

■優秀な人材の育成、
職場の活性化をサポート
・経験豊富な講師が、活力ある職場づくりを
各種セミナーを通じてお手伝いします。

ご利用は無料
録
相 談

あっせん

援をしております。

針に基づき厳守いたします。

ハローワーク等と併用が可能
ハローワーク等と併用し、全国ネットで
の再就職・人材確保の支援が可能です。

市民グラウンド

小規模事業者（従業員 20 人以下・商業・サービス業は 5 人以下）向け、無担保・無保証人・低利（6 月13 日現在 1.11％）の
「マル経融資」をご利用ください。【経営支援課 TEL.866-6677】

裁判所●

●秋田市役所

山王大通り

● アイデックスビル

●日本銀行

木内
●
広小路
千秋
公園

東カン秋田ビル
秋田県庁●

みずほ
銀行●

山王十字路

産業雇用安定センター

ホームページは
こちらから

中央通り
秋田駅

FAX 018-883-4215

メールでもお問合わせいただけます  Akita-2@sangyokoyo.or.jp
ホームページもご覧ください

は、当センターの個人情報保護方

独自の人材情報を提供

産業雇用安定センター 秋田事務所

TEL 018-823-7024

企業情報・個人情報に関しまして

当センター独自の人材情報を提供し、
再就職・人材確保の支援が可能です。

〒010-0951 秋田市山王3-1-7 東カン秋田ビル4階

sangyokoyo.or.jp

企業との間で出向・移籍による支

秋田県庁●
第二庁舎

公益財団法人

成立（再就職）

人材が余剰の企業と不足している

4 企業・個人情報は厳守

秋田銀行本店●

 優良社員表彰

登

2 雇用調整対象者に再就職支援

行事

9/13 建設部会総会
情報通信部会総会

時間

場所

10：30～ 当所 7 階
15：00～ 当所 7 階

9/19 商業部会総会
9/20 専門サービス部会総会

15：00～ 当所 7 階

工業部会総会

15：00～ 当所 7 階

10：30～ 当所 7 階
10：30～ 当所 7 階

理財部会総会
9/25 運輸交通部会総会
9/30 常議員会

14：00～ イヤタカ

議員懇談会

15：00～ 当所 7 階
16：00～ ホテルメトロ
ポリタン秋田
17：00～

経営のヒント！

経営に役立つ
サイトを紹介

ハンズオン支援／中小企業基盤整備機構

ハンズオン支援

検索

～小規模事業者の
ＩＣＴ導入に対する取組を支援します～

小規模事業者ＩＣＴ活用促進事業
《補助対象者》
県内に事業拠点を有する小規模事業者で、常時使用する従業員
が 20 人以下（商業・サービス業は 5 人以下）

①商 工団体等の支援を受けて作成するＩＣＴ活用計画書に基
づいて実施すること
②原 則として県内に事業所を置くＩＣＴ事業者から調達する
こと
《補助率等》
・補助率 1/2（グループ導入（5社以上）は 2/3）
・限度額 50 万円（グループ導入は全体で 300 万円）
・件数
50 件程度
・補助事業の実施期間 交付決定から令和 2 年 2 月末まで

お問い合わせ 秋田市保健所
電話番号 018-883-1178

保健予防課

《補助対象となる経費》
経営課題の解決に向けたＩＣＴ活用計画に基づく事業に要す
る経費（業務用ソフトウェア導入費やシステム構築費（機器購
入、設置費等も含む）等）を補助します。
例）会計・生産管理等のパッケージソフトウェア、各種クラウ
ドサービス、ＥＣサイト構築 等
《募集期間》
一次募集：令 和元年 8 月 1日（木）～令和元年 9 月 30日（月）
必着
※予算状況に応じて、二次募集を行う場合があります。
《申請書類提出・お問合せ先》
秋田県産業労働部産業政策課  デジタルイノベーション戦略室
〒 010-8572 秋田市山王三丁目 1-1 県庁第 2 庁舎 3 階
TEL 018-860-2245 FAX 018-860-3887
《申請方法》
上記申請先に郵送または持参により提出して
ください。
申請書類は県のウェブサイトからダウンロー
ドしてください。

私たちが選ばれる理由
トラブル発生時の迅速な対応
技術力と組織力で信頼の点検
災害時は広域応援体制で対応
一般財団法人

東北電気保安協会
秋田事業所 ℡ :018-863-6355

New!

現 場 に 、未 来 が や っ て く る 。

デマンド監視新時代
・初期費用なし
・自動負荷制御標準
◇エネルギー監視サ
ービス
電力量見える化
＋
自動負荷制御

会員向けメールマガジン配信中！経営に役立つ情報をお届けしています
ご登録は「maga@akitacci.or.jp」宛てに企業名をお知らせください【企画振興課 TEL.866-6679】

 行事予定

電気は〈安全・安心〉が第一！

電気設備の保守管理は東北電気保安協会へ

❾会員情報プラザ

《補助対象事業》
地域の商工団体等と連携しながら、生産性や付加価値の向上等
を図るための情報技術・情報サービス等
（ＩＣＴ）
の導入に関す
る取組を対象とし、次の要件すべてを満たす事業となります。

秋田市公式
ホームページ
二次元バーコード

❼会議所レポート

ハンズオン支援（専門家派遣）には、①専門家派遣
継続事業、②戦略的 CIO 育成支援事業、③経営実務
支援事業、④販路開拓コーディネート事業の４つの
支援メニューがあります。企業の実情に合わせて、適
切なアドバイスを行い課題解決のサポートをします。
是非ご活用ください。

❺ ワンコインスタンプラリー

9/24 観光料飲部会総会

健康増進法の一部改正により、飲食店、事業所、
工場、ホテル・旅館などの多数の者が利用する全て
の施設において、原則屋内禁煙となります。しかし
ながら、施設における事業の内容や経営規模への配
慮から、これの類型・場所ごとに、喫煙のための各
種喫煙室の設置が認められています。
既存の経営規模の小さな飲食店（＝既存特定飲食
提供施設）については、事業継続に影響を与えるこ
とが考えられることから、これに配慮し、経過措置と
して喫煙可能室の設置を認めています。
既存特定飲食提供施設の要件や設置可能な喫煙室
等の改正された健康増進法の内容につきましては、
秋田市公式ホームページ（
「秋田市 改正健康増進法」
で検索又は以下の二次元バーコードを読取り）に掲
載していますので、そちらも併せてご覧ください。

❸ 挑戦す る 企 業

月日

事業者のみなさんへ
健康増進法の一部改正により、2020 年
4 月 1 日から原則屋内禁煙となります。

者
対象
限定

最大 5,000 円おトクな

秋田市プレミアム付商品券 を 販売します
発売日

No.828

2019年10月1日（火）

▶事業目的

消費税率 10% への引き上げに伴い、市県民税が非課税の方
や子育て世帯の消費に与える影響緩和と本市の消費喚起・下
支えのため、25％のプレミアム付商品券を販売します。

9

▶購入対象者（対象者の方には、秋田市から購入引換券または引換券交付申請書が届きます）
① 2019 年度市県民税非課税者

②平成 28 年４月 2 日～令和元年 9 月 30 日に生まれた子の世帯主

令和元年九月十日
（毎月一回十日発行）

S ep.2019

▶商品券の内容
１冊

4,000 円（内容：1,000 円券× 5 枚） ※おひとり 5 冊まで購入できます。

▶有効期間

2019 年 10 月 1 日（火）～ 2020 年 2 月 29 日（土） ※ 3 月 1 日以降は使用できません。

▶商品券購入方法

秋田市から発行された「購入引換券」をご持参のうえ、販売所窓口でご購入ください。

▶利用可能店舗

秋田市内のお店・事業所

97 店舗

1,772 店（8 月 15 日現在）でご利用できます。

※利用可能店舗は、12 月 27 日（金）まで随時募集しております。
（購入対象者に同封の取扱店リストには掲載できません。ホームページへの掲載のみとなります）
編集発行人

詳しくは、ホームページをご覧ください

お問合せ

秋田市プレミアム付商品券事業実行委員会事務所 TEL：018-838-1035
秋田商工会議所企画振興課 TEL：018-866-6679

働き方改革

好評
販売中

秋田市卸町 1-3-2 秋ト協ビル
TEL 018-853-5005

社会保険労務士

http://www.kappan.co.jp/

高橋 朱実

社会保険労務士
社会保険労務士

冨沢 克次
武田 明子

【本社】〒011- 0901 秋田県秋田市寺内字三千刈110-1
TEL.018-888-3500（代）

秋田市旭北錦町一番四七号（秋田県商工会館内）
ＴＥＬ（〇一八）八六三─
四一四一

経営者目線で
支援しております。

中小企業活性化サポート

相場哲也

検索

発行◎秋田商工会議所

通巻八二八号

（商品券販売所）秋田市内の金融機関本支店・商業施設・スーパー各店舗

