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ギュギュっとあきた！週末イベントリレー

秋田港に搬入済みの基礎部材
（2021年4月撮影）

秋田洋上風力発電株式会社
2016年設立。県内企業7社を含む13社の株主で構成。
現在、秋田港及び能代港において、日本初となる商業ベースでの大型洋上風力発電所を建設中。
2022年末までの商業運転開始を目指している。
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秋田への感謝と想い
❹スタンプラリー

［秋田市観光クチコミ大使］
SOMPOビジネスソリューションズ株式会社
人財開発本部 部長
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岡 田 一 郎

氏

2015 年 4 月から 3 年間の在勤中は、秋田商工会

の対話力が大きな鍵となる 1on1、米国シリコンバ

議所の会員企業の皆さま、役職員の方々から、公

レー企業に端を発した組織内コミュニケーション

私ともに沢山のお力添えをいただき大変お世話に

方法は、現在では多くの国内企業にも広がってお

なりました。改めて感謝、お礼申し上げます。

ります。
在任中に感じたことの一つに、秋田の方々の「対

❻会議所レポート

秋田の伝統文化、四季折々の雄大な自然、豊か

話力」の高さがあります。お取引先や関係先の方々

な食、なにより心温かい人柄に魅了された秋田で

を中心に、目の前の一人ひとりと誠実、真摯に向

の経験は大変想い入れが深く、皆さまには感謝の

き合われることによる優れた言葉の力、五感で感

言葉しかありません。

じる対話力の高さを感じる機会が数多くありまし

竿燈まつりや土崎港曳山まつりをはじめとした

た。また、パートナーである保険代理店の皆さま、

県内各地の祭りは、季節ごとの秋田のパワー、伝

弊社支店職員はもちろん全国のお客さま対応を秋

統を感じる瞬間でした。パワーを感じるといえば

田の地から展開している秋田コールセンター室な

「秋田県民歌」、ノーザンハピネッツ試合会場での

ど、いずれも秋田の高いコミュニケーション力、

県民歌斉唱は心が震えるひと時でした。また、在

対話力に支えられてきている歴史を強く感じます。

任中には県の支援をいただき損保ジャパン本社ビ

秋田への想いを振り返るにあたり、秋田の今後

ルで企業マルシェ（秋田特産品の昼食メニューや

の一層の躍進に、「対話の力」が大きな後押しの一

物品販売）を開催、なまはげと一緒に社員食堂を

つになるのではないかと感じているところです。

❽新会員紹介

練り歩くなど、食と芸能の秋田を大いにアピール
できたことも懐かしい想い出です。

新型コロナウイルス第５波が猛威を振るうなど
厳しい状況が続く中ではありますが、これまでの

現在、私は、損保ジャパン（SJ）で昨年度から

秋田とのご縁に感謝しつつ、今後も、秋田市観光

本格導入している「SJ 版 1on1」の全国展開支援・

クチコミ大使の一員として、微力ではありますが、

推進を中心に、マネージャー層から担当者層まで

対話によって秋田の魅力を伝えるお手伝いを続け

を含めた人財育成に携わっております。

させていただければと思っております。

「1on1 ミーティング」という言葉を聞かれたこ

最後になりますが、秋田商工会議所、会員の皆

とがある方も多いかと思います。1on1 ミーティン

さま方の益々のご発展とご健勝を心よりお祈り申

グとは、リーダー（上司）とメンバー（部下）が

し上げます。

超プレミアお食事券

定 期 的 に 1 対 1 で 行 う 対 話 で あ り、 従 来 の 面 談
と大きく異なるのは「メンバーのための時間」と
いう点です。先行きが不透明で将来予測が困難な
VUCA の時代、ダイバーシティ、働き方改革など
の社会的背景の変化により、リーダーとメンバー
のコミュニケーションの質を変えていくことが求
められる中、心理的安全性の確保とともにメンバー
の可能性を引き出し、成長を促していくリーダー

■略歴
1966年
1989年

東京都生まれ
安田火災海上保険株式会社
（現 損害保険ジャパン㈱）入社
2015年 同社 秋田支店長
2018年 損保ジャパン日本興亜保険サービス株式
会社
（現 損保ジャパンパートナーズ㈱）
常務執行役員
2020年 現職

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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秋田の未来を
切り拓く
秋田洋上風力発電株式会社
代表取締役社長

まずはじめに、8 月下旬に発生した弊社工事での洋
上作業船内における新型コロナウイルス感染により、地
域の皆様、ご関係の皆様にご心配、ご迷惑をお掛けし
ており、心よりお詫び申し上げます。弊社は、人命・安
全を第一として、より厳格な感染防止対策を徹底の上、
工事を進めて参りますので、何卒ご理解賜りますと幸い
です。
秋田を気候変動問題解決の発信地に

本プロジェクトでは、建設から運転に亘る約 23 年間、
技術的に可能な限り、陸上・洋上工事や運転・保守
業務で県内企業を活用する方針としています。既に多く

岡 垣 啓 司氏

の県内企業が現場工事に携わっており、大変心強い
思いです。
本県では、一般海域において能代市・三種町・男
鹿市沖、由利本荘市沖（北側・南側）の両洋上風力
発電プロジェクトが公募手続中となっていることに加え、
後続プロジェクトも計画されています。さらに、洋上風
力発電設備の設置及び維持管理の拠点となる基地港湾
（全国で４港）として秋田港と能代港が指定されていま
す。基地港湾は、洋上風力発電設備の建設から撤去
に至るまで、工事・物流の拠点としての機能を担うため、
周辺地域では大きな経済効果が期待されます。
弊社としては、本プロジェクトが起爆剤となり、本県
における将来的な洋上風力関連産業の集積に繋げる
べく、関係自治体とも緊密に連携しています。
「共創」で明るい未来を

本県では、人口減少の加速化が大きな課題となって
います。将来に向けて県内で魅力的な産業を振興して
いくことにより、雇用も創出され、活気が生まれていきま
す。洋上風力関連産業は、その筆頭格として大きな潜
在性を秘めています。
新たな産業の振興に向けて、行政機関にはより積極
的に企業誘致や優遇制度の導入等の施策を打ち出し
て頂くことを期待しますが、あくまで主体は民間となりま
す。意欲的な民間企業が中心となり、既存産業を最大
限活用し、本県内外に加え海外の企業との連携も視野
に入れ、長期的視点で新産業を興すことが求められる
と考えます。本プロジェクトが一助となり、官民協調の下、
創意工夫により未来に繋がる産業が生み出されることを
切に願っています。
P r o f i l e●
■設
立 2016年4月21日
■事業内容	着床式洋上風力発電所及び
陸上送変電設備の建設・運転・保守
■所 在 地 大町三丁目4番1号 NLP秋田ビル5階
■Ｔ Ｅ Ｌ 838-5083
■Ｕ Ｒ Ｌ https://aow.co.jp/
■株
主	丸紅株式会社、株式会社大林組、東北
電力株式会社、コスモエコパワー株式
会社、関西電力株式会社、中部電力株
式会社、株式会社秋田銀行、大森建設
株式会社、株式会社沢木組、協和石油
株式会社、株式会社加藤建設、株式会
社寒風、三共株式会社
（計13社）

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。

 新議員さんの横顔

秋田港完成イメージ図

じ

❾会員情報プラザ

県内企業の更なる活躍に期待

け い

❼補助金・支援施策の紹介

弊社は、秋田港・能代港の両港湾区域において、
日本初の商業ベースでの大型洋上風力発電事業となる
着床式洋上風力発電所及び陸上送変電設備の建設・
運転・保守を行うプロジェクトを推進しています。
本プロジェクトは、秋田県が 2014 年に県内の再生
可能エネルギーの導入拡大及び産業振興を目的として
実施した公募に基づくもので、弊社は、約 5 年に亘る
開発期間を経て 2020 年 2 月に着工しました。現在、
陸上での送変電工事及び洋上での基礎据付・海底ケー
ブル敷設工事を並行して進めており、2022 年末までの
商業運転開始を目指しています。
本県は、既に陸上風力では全国トップを走っていま
すが、洋上風力でも県主導による先進的な取り組みに
より着々と案件形成が進んでいます。目下、気候変動
対策が地球規模の課題となっている中で、洋上風力発
電は日本における再生可能エネルギー拡大の切り札と
されています。本プロジェクトは、今後日本で洋上風力
発電の導入が拡大するかどうかの試金石と位置付けら
れていることから、弊社は、本プロジェクトを通じて成
功事例をお示しできるよう日々業務に取り組んでいます。

が き
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スタンプラリー
店舗

2021

お買い得感たっぷり！

ワンコイン（500円税込）
、ツーコイン（1,000円税込）でお買い物

体験

無料もあります !
プロから
楽しく学べる体験講座

9月13日（月）～10月17日（日）
35 日間開催 !!

参加店で商品購入・サービス利用につき、スタンプ 1
個。合計 3 個集めて応募したお客様に、抽選で「景
品｣ が当たります！！

❹スタンプラリー

◎お問合せ

まちづくり推進課
TEL 866-6676

「買い物」参加店舗
店舗名
ランチ＆ディナー
秋田駅前酒房ぐらん炭

商品・サービス内容

価格

炙り蟹みそ塩ラーメン&ミニ鉄火丼（1,150円相当）1,000円
チキンカレー＋ライス（815円相当）������ 500円

ベンガルカレー亭マンナン ビリヤンセット
（1,200円相当）���������� 1,000円
5種前菜盛り合わせ＋選べるパスタセット（1,500円相当）1,000円
イタリア食堂ビランチャ

エッグカレー（コロッケ1個、アイスコーヒーorウーロン茶付） 500円
チキンカレー（コロッケ1個、アイスコーヒーorウーロン茶付） 500円
日替チキンカレー弁当（650円相当）������ 500円
インドレストラン ピーコック Peacook弁当（1,250円相当）����������� 1,000円
ふぐ唐揚テイクアウト������������������� 1,000円
創鮓 庵河豚
ふぐ刺身テイクアウト������������������� 1,000円
「オムライススタジアム」優秀店のオムライス（780円相当） 500円
ブッチャーノ
カレーハウスCoCo壱番屋 レトルトポークカレー・甘口ポークカレーのセット 500円
(秋田土崎店・秋田東通店・ お持ち帰り用ポークカレー・甘口ポークカレーの
セット
（ルーのみ）������������������������ 500円
ラウンドワン秋田店）
インド&ネパールレストラン 日替りカレー＋ナン�������������������� 500円
パナス
（土崎店・御野場店） ※飲み物、サラダ、おかわりはなし
稲庭特製中華そば（1,500円相当）������� 1,000円
稲庭中華そば 秋田本店
お肉とワイン コジコジ秋田駅前店 マルゲリータ 1枚（1,298円相当）�������� 1,000円
晩酌セット
（生ビール1杯＋おつまみ1,500円相当）1,000円
札幌かに本家秋田店
※おつまみの内容は日により違います
カラアゲボックス Sサイズ（560円相当）
�� 500円
ヌードルバル オクト
シーフードナポリタンセット
ほっとコーナー（西武秋田店）（コーヒー、シフォンケーキ付き1,500円相当）1,000円
ポークカレーセット
ほっとコーナー（クロッセ店）（コーヒー、シフォンケーキ付き1,500円相当）1,000円
生ビール1杯＋おつまみセット����������� 500円
食の館 香味
生ビール2杯＋おつまみセット����������� 1,000円
実の色 秋セット
（ビーフカレー＋コーヒー＋
ティールーム陶
ホットケーキのセット1,280円相当）������ 1,000円
ミートソースのフィットチーネ（サラダ、デミタ
Pi Café
スサイズのコーヒー付き）
 ��������������� 500円
鶏中華そば（680円相当）��������������� 500円
らーめん処珍竹林
J a z z & L i v e T H E・ 晩酌セット（生ビールorグラスワイン1杯＋
洋風オードブル）����������������������� 1,000円
CATWALK
鶏照焼重（味噌汁付き）������������������ 500円
セリオンキッチン
ワンドリンク＋おつまみ3品orツードリンク
炭火焼 志庵
＋おつまみ2品（2,000円相当）���������� 1,000円
あやめ卵の卵かけご飯セット
（550円相当） 500円
秋田畑
※売切れ次第終了
きくらげ玉子あんかけラーメン
（コーヒー付き） 500円
小金龍 土崎店
チラシ寿司���������������������������� 1,000円
回鮮 まぐろ亭
特選3貫盛り 本マグロ赤身・活〆真鯛・トロ
太助寿司 本店
サーモン（660円相当）����������������� 500円
コーヒー&アイスセット ※お食事の方 ���� 500円
御廚 光琳
本日のパスタ＋ドリンク
（コーヒーor紅茶）
セット 1,000円
ナガハマコーヒー秋田駅前店 ※ランチタイム限定
選べるドリンク＋おすすめの小鉢2品
1,000円
食堂ぽめ。
冷麺＋生ビール（又はノンアルコールドリンク）セット 1,000円
禁煙ばー縁～ENISHI～
日替り定食・その日のおすすめ定食（1日限定10食）1,000円
西丸
賄い醤油ラーメン（780円相当）���������� 500円
ラーメン鈴弥 秋田本店
チゲらーめん＋餃子（1,330円相当）
����� 1,000円
いちばん寿司特製海鮮ちらし������������ 1,000円
市場いちばん寿司
※月～土ランチライム（11：00～13：30）限定。1日20食限定。

カレーハウス．
ブー

❻会議所レポート
❽新会員紹介
超プレミアお食事券

お菓子 & スイーツ
杉山物産
旭南高砂堂 旭南本店
手づくりケーキ
グランシェフ

お菓子詰め合わせ（800円相当）��������� 500円
オリジナル菓子詰め合わせ�������������� 500円
チュイール（ごま・かぼちゃ・アーモンド）3種セット 500円
※お一人様2セットまで
スペシャルティコーヒー豆（100ｇ）
������� 500円
さん・サンTheCoffee
スペシャルティコーヒー&ケーキ��������� 500円
ポンドール（杉山壽山堂） 和菓子4個（1個151円～172円相当）���� 500円
お菓子詰め合わせ（800円相当）��������� 500円
翁屋開運堂
しとぎ菓子詰め合わせ������������������ 500円
秋田粢菓子 一乃穂本店
お菓子詰め合わせ（800円相当）���������
500円
かおる堂 大町店
※袋に入れてお渡し
（箱詰め、内容変更不可）
ロールケーキハーフ
（600円相当）�������� 500円
ロールケーキ1本（1,300円相当）�������� 1,000円
渡勇菓子舗
※売り切れた場合はシュークリーム
スイーツガーデン
気まぐれチーズロール������������������ 500円
※冷凍でお渡しします
セレステ 翔

店舗名
マダムコロー
キャッスル・デリカ

最新情報はこちらから

商品・サービス内容

価格

スフレチーズケーキ4号（1,080円相当）�� 500円
焼き菓子（700円相当）����������������� 500円
カトールスティック4本������������������ 500円
光月堂
カトールスティック8本������������������ 1,000円
クッキー詰め合わせ（750円相当）�������� 500円
ケーキの店 ボンボンの森 クッキー詰め合わせ（1,500円相当）������ 1,000円
ケーキ付きカレーセット���������������� 1,000円
パンケーキ2個・バニラトッピング＋ミニドリン
Souffle Pancake Rocco ク（IECコーヒー・紅茶 or HOTコーヒー・紅茶） 1,000円
お好きなお惣菜こっぺぱん1つ＋ハチトニあん
ハチトニ製パン
ホイップ
（S）
＋コーヒー
（HOT or COLD）
セット 500円

菓子舗榮太楼
（秋田駅トピコ店・いとく 赤まん・青まん6個入（810円相当）������� 500円
さなづら8枚入（840円相当）������������ 500円
新国道店・幸町店・いと 冷凍 生どら焼き5個セット
（1,150円相当） 1,000円
く自 衛 隊 通り店・南 通 冷凍 ちょこっとさなづら5袋セット（1,250円相当）1,000円
店・仁井田店）

フルーツサンデー（お好きなフルーツ1種）＋ドリ
ンク
（セットドリンクから1つ）セット ※平日限定 500円
お菓子詰め合わせ（600～700円相当）��� 500円
カステラハーフ
（594円相当）
������������ 500円
自慢のお菓子セット
（1,178円相当）������ 1,000円
リンゴタルト12㎝（735円相当）���������� 500円
シフォン4ヶ入りセット
（628円相当）������ 500円
※袋代、箱代は別途有料となります
（持参の場合は無料）

Frult Cafe frukkly
郷土菓子司 勝月
お菓子の川口屋
菓子工房ぜんげつ
酒類・食料品
お茶の辻吟

ワンコイン茶60ｇ���������������������� 500円
あきたこまち3kg or ひとめぼれ3kg
（1,518円相当）����������������������� 1,000円
オリジナルブレンドコーヒー
「秋のそら」
150ｇ 500円
珈琲工房ビーンズ
八幡平ポーク直売所
精肉セット
（700円相当）���������������� 500円
（泉店・御野場店・広面店） 焼豚ブロック（1,300円相当）������������ 1,000円
缶チューハイ詰め合わせ
（700～800円相当） 500円
酒の英雄 本店
ワイン・清酒（700～800円相当）��������� 500円
生ラムジンギスカン ラムだっちゃ 味付きラムショルダー（安藤醸造謹製タレ味） 500円
ハーブティー飲み比べ4種セット
（864円相当） 500円
Ｈerbal Cafe PRANA
オーダーメイドハーブティー30ｇ
（1,728円相当）1,000円
お酒1本＋おつまみ1袋����������������� 500円
なるみ酒店 本店
稲庭うどん、男鹿の塩、
リンゴジュース、
トロ
秋田県産品プラザ
リンゴ、ぼたん2個（800円相当）���������� 500円
ヤマキウ 焼ねぎ秋田味噌��������������� 500円
グランマート外旭川店
グアテマラ アンティグア ジャスミン 150ｇ 500円
杉本珈琲店
スペインの辛口スパークリングワイン
後藤酒店
（1,200円相当）����������������������� 1,000円
ぱっぷや
5種類の味から選べる
「ぱっぷや唐揚げ」
テイ
（620円相当）������������������ 500円
（まるごと市場店・市民市場店）クアウト
サーモンいくら 100ｇ1パック����������� 500円
進藤水産
たらこ200ｇ
（600円相当）�������������� 500円
高寅
辛口筋子（切れ子）100ｇ1パック�������� 500円
加藤本店
糠いわし 3本�������������������������� 500円
旬な果物����������������������������� 1,000円
伊藤商店
日替わりおさしみセット���������������� 1,000円
すっぽんかがや

山王米穀

市場の酒場
（あきた市民市場メイト）
深堀商店
上村鮮魚店
ポルミート

福乃友 吟醸酒粕「粕味」900ｇ1パック����

ひらの酒店
美容・健康
カイロプラクティック LINK
BEETLE
D-SENCE by Beetle
ヘアスペースつばめカンパニー
ユーランドホテル八橋
Relaxation salon arch
TRUE ☆ HAIR Spring
美容室シャトレ―
佐野薬局本店

500円

紅鮭1ケース（5切入り）�����������������
お刺身盛り合わせ
（700円～800円相当）
 ��
特設コーナーソーセージ（1,000円相当）��

500円
500円
500円
500円
輸入ワイン1本 ������������������������
1,000円

頭・目の周りのほぐし10 分������������� 500円
前髪カット＋眉カット（2,200 円相当）���� 1,000円
前髪カット＋眉カット（2,200 円相当）���� 1,000円
ドライヘッドマッサージ ��������������� 500円
高気圧酸素 BOX 30 分利用 ����������� 500円
鼻毛ワックス脱毛（1,650 円相当）������� 1,000円
カウンセリング & ボディスキャン（1,000円相当） 500円
前髪カット（1,000 円相当）
������������� 500円
マスク映えする大人女性の眉カット������� 500円
普 段 使 いのかわいいキッチ ン 雑 貨 セット
（1,200 円相当）※先着 30 名������������ 500円

外国人材受入相談窓口開設中【企画振興課 TEL.866-6679】

商品・サービス内容

価格

店舗名

秋田杉、青森ヒバ商品、菓子セット
（550～700円相当） 500円
水引HALUアクセサリー（1,500円相当）
�� 1,000円
ミンクストラップ（バックチャーム）
�������� 1,000円

文具等詰め合わせ（750円相当）��������� 500円
（1,500円相当）������� 1,000円
1,000円くじ ハーバリウム等
（2,000円相当）1,000円
アロマテラピーショップ
精油3ml（660円相当）������������������ 500円
精油2本＋アロマストーン（1,870円相当）
� 1,000円
Pfré
補聴器電池6粒入り1パック
（1,200円相当） 500円
めがねの平和堂
※補聴器のご相談は無料で行っております
補聴器電池1パック
（1,200円相当）������ 500円
時計・メガネのイチノセキ 腕時計電池交換 ※ただし、特別な電池交換品を除く 1,000円
メガネ専用クリーナー
（800円相当）������ 500円
（広面店・桜店）
※視力測定・聴力測定無料
有田焼白磁多用皿��������������������� 1,000円
陶苑むらき
東部ガスプ・ラ・ザ 秋田中央店 くり型ごはん鍋  ※限定20個������������ 1,000円
ワンコイン福袋「moz」
シリーズ���������� 500円
食器のさかいだ
オリジナルコーヒー豆、紅茶のセット
（700円相当） 500円
まめまめハウス本店
輸入菓子の詰め合わせ（700円相当）����� 500円
便箋・封筒などの和小物詰め合わせ（800円相当） 500円
那波紙店
500円
コーアロマティカ
アロマストーン各種 �������������������� 1,000円
サロンアンドスクール
感染対策に◎！ユーカリ精油10ml�������� 1,000円
“こころを伝える”パールジュエリーマナーブック
JIKODO
500円
＋お手入れ用真珠テリクロス（1,265円相当）
保冷も保温もおまかせ 高性能ミニサイズボトル 1,000円
喫茶コ
紳士用・婦人用肌着1枚����������������� 500円
島田屋
タオル2枚組 �������������������������� 500円
デニム裾上げチェーンステッチ����������� 1,000円
カジュアルショップ JOE
お好きなお花（800円相当）������������� 500円
通町花のさとう

イシカワ

店舗名
金森韓国語・中国語教室

POLA エステイン famy

趣味・その他サービス
タイヤガーデン秋田中央 軽自動車限定（ハイブリッド車を除く）オイル交換 1,000円
終活ノート『マイ・ウェイ』（1,000 円相当） 500円
風間石材店
秋田県立博物館ミュージアムショップ 菅江真澄絵はがき（900 円相当） ������� 500円
みかみ写真館

よつやドライクリーニング商会
ク
 リーニング アピア 仁井田本店
クリーニング アピア 楢山店
クリーニング アピア 外旭川ナイス店 雨や汚れをはじく「はっ水加工」or
クリーニング アピア 泉タカヤナギ店 大切な人を菌やウイルスから守る「V ガード」 500円
クリーニング アピア 割山ナイス店
クリーニング アッと！新屋ナイス店
クリーニング アッと！御野場ナイス店
ママ号のクリーニング 山手台店
クレセント☆スター

体験内容

開催日

韓国語・中国語 40 分の個人体験レッスン（1 言語お一人様 1 回限り）
リース・ハーバリウムのワークショップ
①エッセンシャルオイル香るサシェ・バスソルト手作り体験
②ハンドトリートメント、メークレッスン、セルフマッサージレッスン

テニスボールで腸もみセルフケア
※免疫アップや体質改善に効果的な腸セラピーをレクチャーします

体験クライミング（レンタルシューズは無料）60 分
トドクライミング
beauty salon gerbera
ツヤ肌スキンケア & ベースメイクレッスン & 美眉作り！！
（ビューティーサロンジェルブラ）
ジャズダンスのレッスン体験

梅屋楽器店

津軽三味線コース・お琴コース和楽器体験

500円

無料
500円
10/8（金）
、10（日）14：00 ～ 16：00

1,000円
9/14（火）、30
（木）、10/7（木）、14（木）
10：30～12：00 ※人数により終了時刻変更あり

マルシュ
姿勢改善・痛み対策・質の高いウォーキングのヒントに！
（女性の足専門サロン＆ショップ）「初回 姿勢 & 歩行ミニレッスン（20 分）」（1,650 円相当）

SSS 秋田スタジオ

3min stretch（体験ストレッチ）
※身体の悩みに合わせて 4 ～ 5 手技で解消します
大人のメイクレッスン（マスクをしてもキレイに見えるメイクレッスンです）

500円

500円

1,000円
1,000円

9/17（金）、24
（金）、10/1（金）、8（金）、15
（金）
18：00～19：00

コーヒードリップ体験

1,000円

500円
1,000円
9/22（水）18：30～、27（月）10：30〜、
10/3（日）10：30～、9（土）13：30〜
（定員各日4名）

杉本珈琲店

1,000円

9/19
（日）
、
20
（月）
、
10/3
（日）
、
4
（月）
、
10
（日）
、
11
（月）
10：00 ～ 11：00
1,000円
（各日定員員 4 名）

筋トレ初心者でもできるパワープレートトレーニング 15 分体験
「シミケア 5 ショット体験」フェイシャルパック付き
はぴほる先生の楽しい瞑想レッスン☆

価格


9/18
（土）
、23
（木）
、10/2
（土）
、9
（土）
、16
（土）

10：00～12：00
1,000円
（9/23
（木）
、10/9
（土）は 13：00～15：00にも開催）
※最終受付は 30 分前まで
①  9/18
（土）14：00 ～ 15：00、
10/15
（金）11：00 ～ 12：00
1,000円
無料
②期間中無料サービス

9/13（月）、15
（水）、17（金）、22（水）、27（月）
10/4（月）、6
（水）、11（月）、13（水）、15（金）
（夕方以降の時間帯）
9/25（土） 11：00～14：00【お琴】
15：00～18：00【三味線】
10/9（土） 11：00～14：00【三味線】
15：00～18：00【お琴】

ヒーリングスクール Ai・balance 1 日 10 分の習慣ではっぴーになる！！ 約 70 分

Beauty Studio K2

500円

500円

❾会員情報プラザ

ダンススタジオ S.T.Rays

TIARE*

「タロット占い」or「西洋手相占い」（10 分程度）
※お一人 1 回限り。要事前予約。

●体験は、個別に日程調整となりますので、お電話等で事前予約をしてください。
●開催日が記載されていないものは、期間中対応しています。

時計・メガネのイチノセキ 広面店 白内障術後等のレンズの選び方・補聴器の進化と音声体験
初心者限定！15 分ゴルフ体験（プロのアドバイス付き）
ゴルフディア
Natural Kitchen アンジェリカ 免疫力アップのおいしい薬膳スイーツと体質別薬膳茶の作り方体験
KuKuRu

マイナンバーカード用写真＋ポートレート
写真のセット（3,000 円相当）����������� 1,000円

❼補助金・支援施策の紹介

イシカワ

価格

ミニ有田市コーナー��������������������

❺スタンプラリー

「体験」参加店舗

商品・サービス内容

500円
1,000円
ドライフラワー（ミニブーケ）
������������� 500円
秋田中央生花
南蛮屋あおい／器屋あおい大町店 竿燈まつり小布（50㎝×50㎝）���������� 1,000円
補聴器電池（1,200円相当）������������� 500円
めがねくもり止めクリーナー＋携帯用アル
カモヤ眼鏡店
コール除菌ジェル（1,050円相当）�������� 500円
ワイヤーロック MT-718
（1,210円相当）
 �� 500円
サイクルショップ タカハシ 多目的オイル ワコーズ・ラスペネ180ml
（1,320円相当）����������������������� 1,000円
特設ワゴンコーナー商品に限り1点������� 500円
しふぉん
キャンディーソープバー（小605円、
小500円
大1,100円相当）���������������������� 大1,000円
風と地と吾
アンティークトレー（小770円、大990円相当） 小大500円

千釜陶器店

❸挑戦する企業

店舗名
日用品・生活雑貨
暮らし楽しみ店
『story cat』
ロイヤルミンク田中
ダイヤパレス中通 本店

1,000円
1,000円

 新議員さんの横顔

新型コロナに関する国の支援策を総覧

新型コロナ対策サポートナビ

検索

❷活力ある秋田

飲食店等への支援金制度の創設を
～秋田県に緊急支援を要望～

8／31

❹スタンプラリー
❻会議所レポート

三 浦 会 頭、 観 光 料
飲部会の松村部会長、
榊 田 副 部 会 長 代 理、
水澤専務理事の 4 名
で、佐竹知事に対し
て「コロナ禍で影響
佐竹知事へ要望書を手交
を受けている事業者
に対する緊急支援」について緊急要望を行った。
要望内容は、飲食店を対象とした支援金制度の創
設と支給要件の緩和、ホテル・旅館業を対象とした
支援金制度の創設、幅広い業種を対象とした緊急支
援金の支給を求めるもの。
8 月に入り県内の新型コロナウイルスの感染者数
が過去最大を更新し、県では家族以外との会食自粛
を求める一方、営業補償が伴わないことから、飲食
業をはじめ幅広い業種が苦境に立たされている。三
浦会頭は「アフターコロナを見据え、タイムリーな
支援策を講じていただきたい」と支援を求めたのに
対し、佐竹知事は「申請要件を緩和し売上規模に応
じた新たな支援金制度や新たな県民割宿泊券など、
補正予算で対応する」と述べた。

受賞者11名を表彰
～北前船ペーパークラフトキッズコンテスト～

8／15

秋田港海の祭典実行委員会では、今年度中止となっ
た「秋田港海の祭典」の代替事業として、小学生を
対象とした秋田港や北前船の歴史・文化を学ぶワー
クショップと、北前船のペーパークラフト制作・展
示を行う「北前船ペーパークラフトキッズコンテス
ト」を土崎みなと歴史伝承館において 7月22日・
26日・28日の3日間で、児童生徒32名の参加を得
て開催した。
また、制作した作品は 7月30日～8月15日まで秋
田市ポートタワーセリオンで展示され、8月2日には、
実行委員会役員による審査を行い作品 11 点（大賞
1名、入選3名、佳作7名）を選出した。
表彰式は、8月15日に秋田市ポートタワーセリオ
ンで開催し、秋田県の新型コロナウイルス感染警戒
レベルが４に引き上げら
れたことを受け、一堂に
介しては行わず、個別に
来 場 し た 受 賞 者 に 対 し、
三浦茂人会長から賞状と
賞品を贈呈した。
受賞者との記念撮影

補助金・支援施策の紹介
▶月次支援金

❽新会員紹介

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う影響により、売上が減少した中小法人・個人事業者等に支
援金を給付
対 象 者 ①と②を満たせば業種／地域を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影
響を受けていること
②月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50％以上減少していること
給  付  額 中小法人等：上限20万円／月、個人事業者等：上限10万円／月
申請期間 7月分：2021年8月1日
（日）～9月30日（木）、8月分：2021年9月1日
（水）～10月31日
（日）
お問合せ 相談窓口 TEL：0120-211-240

▶事業再構築補助金

超プレミアお食事券

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の事業再構築を支援
対 象 者 一定の要件を満たす中小企業等
補助金額 【中小企業】通常枠：100万～従業員数に応じて8,000万円、
卒業枠：6,000万超～1億円
【中堅企業】
通常枠：100万円～従業員数に応じて8,000万円、
グローバルV字回復枠：8,000万
円超～１億円
【緊急事態宣言特別枠】100万円～従業員数に応じて1,500万円
※その他新設枠は当所ホームページでご覧ください。
補  助  率 【中小企業】通常枠：2／3（6,000万円超は1／2）
、卒業枠：2／3
【中堅企業】通常枠：1／2（4,000万円超は1／3）
、グローバルV字回復枠：1／2
【緊急事態宣言特別枠】中小事業：3／4、中堅事業:2／3
申込締切 2021年9月21日
（火）
お問合せ 事業再構築補助金事務局コールセンター TEL：0570-012-088
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】

小規模事業者が商工会議所と一体になって持続的な経営計画を作成し、それに基づいた販路開拓等に要す
る経費の一部を補助
一

般

型

低感染リスク型ビジネス枠
機械装置等、広報費、オンライン展示会等出展費、
開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、
設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、
委託費、外注費、感染防止対策費（補助金総額の
1/4が上限）

補助金額 上限

上限

50万円

補  助  率 補助対象経費の2/3以内

補助対象経費の3/4以内

申込締切 2021年10月1日(金)
【郵送（当日消印有効）または電子申請】
経営支援課

100万円

2021年11月10日(水)
【電子申請のみ】

TEL：866-6677

❺スタンプラリー

対象経費 機械装置等、広報費、展示会等出展費、
旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、
借料、専門家謝金、専門家旅費、
設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、
委託費、外注費

お問合せ 秋田商工会議所

❸挑戦する企業

▶小規模事業者持続化補助金

▶ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を支援
対  象  者 一定の要件を満たす事業計画（3～5年）を策定・実施する中小企業等
補  助  率 1／2（低感染リスク型ビジネス枠・小規模事業者：2／3）
申込締切 2021年11月11日
（木）
お問合せ ものづくり補助金事務局サポートセンター

TEL：050-8880-4053

▶飲食店感染予防環境整備支援事業補助金（新型コロナ対策認証枠）
「秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証」を取得しようとする県内飲食店を支援
対象者

補助金額 上限 1店舗あたり30万円
※複数店舗の設備導入を行う場合も店舗ごとに上限30万円となります。
補  助  率 4/5以内
対象期間 2021年4月1日
（木）～2022年2月28日
（月）
申込締切 2022年2月28日
（月）
お問合せ 秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証事務局

TEL：896-6622

❾会員情報プラザ

次の全てを満たす事業者
・県内で客席を設けて食事等を提供する飲食店を営む事業者（宿泊業及び大企業を除く）
・
「飲食店認証」の申請をしている者（同時申請が必要です）

❼補助金・支援施策の紹介

補  助  額 一般型：上限1,000万円、
グローバル展開型：上限3,000万円

※各支援策の詳細については各事務局のホームページにてご覧ください。

ご相談はお気軽にどうぞ！
！

〒 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

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

 新議員さんの横顔

保険とリース、新規取次ぎ「フラット35」

❷活力ある秋田

信用の証し
「会員章プレート」を掲げて
会議所会員をＰＲ
※販売価格 2,200円
（税込）
オフィスうるは
ライティング、ディレクション、
ブランディング、
ＰＲコンサルティング

杉田  和可子
090-7337-8449
御所野元町七丁目１６-１６

❹スタンプラリー

Relaxation salon
arch

モデルクラブステラ所属、
タイ古式マッサージ、wax 脱毛

㈱不動産管理アンドエム

カラオケスナック
しゃるむ

㈱ Shake heart
秋田営業所

いろは

三浦 高陽

佐藤  三枝子

晝間  忠男

佐藤  弘仁

853-5780
手形字山崎１６０-３

866-2123
山王二丁目１０-３９
（武藤ビル２階２０３号）

838-7166
泉中央六丁目 5-18
（シャロム泉 E 号室）

836-0118
中通六丁目 13-20

Giftlink

（有）小松クラフト
スペース

しゅう

不動産業、リフォーム業

（LLC）
トライアングル
不動産の所有、賃貸、
管理及び売買

鎌田  瞳

佐々木  洋輔

807-4818
八橋本町三丁目 13-17
（イノベーションビル 2 階 201）

090-7662-3980
泉釜ノ町 26-20

Sous-sus
フランス料理

澁谷  瑛子

❻会議所レポート

853-7614
大町一丁目 2-40
（フォースクエアハウス）

町家

飲食店

渡邊  照子
834-0504
中通四丁目 16-11

A BOMBER 秋田

ジュエリー、レザー商品、
雑貨

松本  直樹

カラオケスナック

販促メディア &
ソリューション事業

植村  太一
下浜八田字水無 9

cafe&lunch 
Bolderiz
飲食店

内田  正憲

827-5680
中通二丁目 8-1

090-7017-7348
大町三丁目 2-37
（藤本ビル 1 階）

蓮池労政事務所

グラント
行政書士事務所

社会労働保険労務管理事務他

蓮池  幸男
823-1067
大町一丁目 3-8
（秋田ディライトビル 4 階）

軽貨物運送

工芸品の販売

小松  和彦
837-1118
中通四丁目 17-9

Souffle Pancake
Rocco

飲食店
( スフレパンケーキ・ドリンク )

鎌田  晴久
070-8494-3331
手形山崎町 3-20

Avanti

飲食店

飲食店

山本  周一
090-2999-8215
大町五丁目 2-43
（秋田屋台村）

あたまサロン 
金星と月
リラクゼーション

筒井  真由美
070-4403-7937
泉中央四丁目 1-10
（スイートアネックス水野 101）

小川治療所 .

行政書士事務所

イタリアンレストラン

骨の矯正 ( 緩やかな )

米光  有美

備前  麻美

小川  ゆき

090-7520-8908
山王三丁目 1-1
（県庁第二庁舎 3 階）

080-1806-1142
中通五丁目 3-15

857-3466
将軍野東三丁目 2-9

❽新会員紹介
超プレミアお食事券
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【検定・共済推進課 TEL.866-6678】

毎日でも食べられるらぁ麺
親鶏らぁ麺
いし川
代表

住所／中通2-1-48 仲小路ビル1F
TEL ／874-8830
営業時間／[朝]7：00〜10：00

(LO9：45)
[昼]11：00〜15：00
定休日／火曜日
Instagram：
oyadori.ishikawa

石川 裕
ゆ

う

グラント
行政書士事務所
代表行政書士

米光 有美

住所／山王3丁目1-1
秋田県庁第二庁舎3F
TEL ／ 090-7520-8908
営業時間／月〜金曜日 9：00〜18：00
Mail／info@grant-gyosei.com
URL／https://grant-gyosei.com

はじめまして！行政書士の米光と申します。当事務所
は秋田の建設業者のみなさまの許可申請や経営事項審
査、入札のサポートを行っております。『建設業許可を
取得するには？ 公共工事を受注するにはどうしらたい
い？ 経営事項審査のメリットデメリットを知りたい…』
等、建設業の行政手続きに関することなら、ぜひ当事務
所にお問い合わせください。女性行政書士が、迅速かつ
丁寧にご対応いたします。

イベントのライブ配信ならお任せください
ファイオン
株式会社

北嶋 友暁

リモートワーク、オンライン会議、ZOOM 飲み…感
染症拡大防止のため今や日常的なものになりました。コ
ロナ収束後も以前の状態に戻ることは考えにくく、遠方、
多数の人同士で双方向のコミュニケーションを取れるオ
ンラインイベントは今後ますます需要が高まると思われ
ます。イベントのライブ配信をお考えの方、会議、研修、
総会、面接、説明会など各種オンラインイベントの立案
を含めファイオンまでお気軽にご相談ください！

伊国情緒あふれる創作料理店
Branzi-no Akita
（ブランジーノ アキタ）
代表

鈴木 一矢

住所／中通2丁目2番7号
トラストワンビル21地下1階
TEL ／ 838-5922
営業時間／ランチ 11:30 〜 15:30(LO14:30)
ディナー 17:30 〜 22:30(LO21:30)
定休日／月曜日
URL ／https://www.branzi-
no-akita.com/sp/

イタリアと東京で10年修行、秋田でも料理長として従
事し料理歴15 年のシェフが織りなす秋田とイタリア郷
土料理の饗宴。秋田県産の食材を豊富に使い、地産地消
にこだわった秋田の魅力溢れる一皿を提供いたします。
昨年9月にオープンして、皆様のおかげで1周年を迎え
ます。1 周年を記念して「光×音×秋田×食」をテーマ
とした秋田で初めての企画を開催し、食を通して自分た
ちが出来ることをブランジーノアキタは発信し続けます。

❾会員情報プラザ

代表取締役

住所／旭北栄町1-48
トラパンツビル605号室
TEL ／838-6347
営業時間／9：00 ～ 17：00
定休日／不定休
URL／https://phiomn.com
Twitter／@phiomn
facebook ／https://fb.me/phiomn.akita/

ご相談下さい!

❼補助金・支援施策の紹介

仲小路で長く愛されるお店を目指し 「朝らぁ麺」普通盛り 670円
ています

❺スタンプラリー

店主の地元、由利本荘市で古くから愛され、ソウルフ
ードとなっている「親鶏」を使ったラーメンを提供して
います。油分の少ないあっさりしたラーメンは、老若男
女問わず親しんでいただけるものと思っております。
現在、週末限定で居酒屋営業を計画しているほか、お
店のある仲小路のイベントにも積極的に参加していま
す。最新情報はインスタグラムをご確認ください。
お店でもイベントでも、ご来店をお待ちしております。

建設業許可・経審・入札サポート

❸挑戦する企業

わが社の自慢

新議員さんの横顔

ライブ配信用機材の数々
左：ゴトウモエ氏
右：マティログ氏（北嶋代表）

コース料理はリクエストにお答えします！

パソコンスキルの向上に！商工会議所パソコン教室【TEL.827-3265】

❷活力ある秋田

抽選で購入できる!

秋田かやき協議会

超プレミアムお食事券2021

5,000 円で 10,000 円分のお食事ができる超プレミアムお食事券を販売します。
この機会に、お得にお食事をお楽しみいただき、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた飲食店を
ご支援ください。

1 概要
発

行

数

200セット

❹スタンプラリー

販 売 価 格

1セット5,000円

額

1セット10,000円
（1,000円券×8枚、500円券×4枚）

面

購入対象者

秋田県内在住者

購入限度額

1世帯1セット
（同一住所1セット）

券の有効期限

2021年12月31日
（金）
まで

使用可能店舗

秋田かやき協議会加盟の飲食店20店舗

2 申込・購入
（1）
申込方法（3通りのいずれか）

❻会議所レポート

①秋田かやき協議会のホームページ
（右下QRコード）
から申込み
②はがきで申込み
（当日消印有効）
郵便番号、住所、氏名、電話番号をご記入の上、下記まで郵送ください。
〒010-0923 旭北錦町1-47 秋田商工会議所
「秋田かやき協議会超プレミアムお食事券」
係
③専用申込用紙で申込み
秋田商工会議所か協議会加盟店にある専用申込用紙に必要事項をご記入の上、投函箱へ提出してください。

（2）
受付期間

9月13日（月）～10月11日（月）
（はがき消印有効）

※10月15日
（予定）
に抽選会を開催し、当選された方のみに購入引換券をお送りします。落選された方には通知いたしません。
※販売場所は秋田商工会議所
（秋田市旭北錦町1-47）
になります。購入引換券と現金をご持参ください。
※期間中に引換しなかった場合は無効となります。

お問合せ・申込先／秋田かやき協議会
（事務局：秋田商工会議所 まちづくり推進課 TEL：866-6679）

申込み・詳細
はこちらから

❽新会員紹介
超プレミアお食事券
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（9月1日現在1.21％）の
「マル経融資」をご利用ください。【経営支援課 TEL.866-6677】

月日

行事

9/15 工業部会（企業視察）
9/21 建設部会
9/22 第２回制度改正に伴う専門家
派遣等事業
9/24 企画政策委員会
9/27 常議員会

10/4 商業部会
10/7 販路拡大支援セミナー

場所

11：00～ 大橋鉄工秋田㈱
13：30～ 当所 7 階
13：00～ イヤタカ
10：00～ 当所 7 階
16：00～ 秋田キャッスル
ホテル
17：00～ 秋田キャッスル
ホテル
14：00～ 当所 7 階
13：00～ ホテルメトロポ
リタン秋田

※新 型コロナウイルス感染症の影響により、各種行事
は中止または延期になる可能性があります

秋田地方法務局人権擁護課からのお知らせ

代表取締役社長

加賀屋 篤 氏

我が社は、昭和25年の創業以来、今年で71年

を迎えます。秋田市の中央地区に位置し、地元と

共に成長し、総合建設業として土木・建築・舗装・
造園・管・水道等を通して安全・安心をモットー

に誠心誠意、満足感を得られる事業を目標に推
進しています。

また、社会環境保護の充実のため技術の向上、

施工業務の環境の改善を目標とし地域との調和

及び安全・環境に配慮し、地域密着型企業とし

て社会に貢献しています。

昨年から続いている新型コロナウイルスの影響

で、様々なお祭り、イベントが中止になり各方面
で多大なる影響をもたらしている中、建設業は現

場でのもの作りがメインであり、リモートでの職

場改善ができないため、従業員の安全・安心を
念頭に対策を講じながら日々操業しております。

今後、秋田商工会議所会員企業の皆様方とお

知り合いになり、建設業以外のノウハウも勉強し

て今後のビジネスに活かしていきたいと思いま
す。

最後に地域のため災害時や、除雪等地域密着

型企業を目指して今後も邁進してまいりますの

で、どうぞよろしくお願いします。

秋田市内のおもな書店、道の駅にて販売中！詳しくは秋田活版印刷ホームページで

❾会員情報プラザ

現 場 に 、未 来 が や っ て く る 。

❼補助金・支援施策の紹介

近年、
「人権」
に関する社会的な関心の高まりを
背景に、ビジネスの分野において人権への意識が
高まっています。ビジネスを行う上で人権を尊重
することは、企業価値向上に貢献することとなり、
逆に軽視すれば、企業活動において様々な人権問
題が発生し，企業価値が低下することになりかね
ません。
秋田地方法務局人権擁護課では
「ビジネスと人
権」として、企業が尊重すべき人権、また人権に
関するリスクについて各企業様に説明するととも
に、各種研修を無料で行っておりますので、研修
講師の派遣依頼など、お気軽にお問合せください。
●問い合わせ先 秋田地方法務局人権擁護課
TEL 018-862-1443

株式会社 加賀屋組

❺スタンプラリー

臨時議員総会

時間

❸挑戦する企業

新議員さんの横顔

 新議員さんの横顔

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】

No.852

今

開 年も
幕
！
！

安心で安全に！
秋田市で楽しむ秋田の週末！

9
令和三年九月十日
（毎月一回十日発行）

September.2021

2021年

9月4日●▶11月7日●
土

日

編集発行人

イベント情報は
！
こちら！

水澤 聡

gyugyutto-akita.com
イベントによっては、新型コロナウイルス感染状況により、
中止・変更する場合がありますのでご了承ください。
主催

TEL

ギュギュっとあきた週末イベントリレー
実行委員会事務局（秋田商工会議所）
018-866-6676

MAIL

machi@akitacci.or.jp

※写真は前回等の開催画像を使用しております。

新型コロナウイルス感染拡大
防止対策に関するお願い
ギュギュっとあきた週末イベントリレーでは
感染症対策の実施を徹底いたします！
安全に楽しいイベント開催にご協力をお願いいたします。

ご来場の際は、
マスクの着用をお願いします。

消毒液を配置しております。手指消毒にご協力ください。

体温が37.5℃以上の方はご来場をお控えください。
また、
発熱がない場合でも、
咳や倦怠感など
体調に不安のある方は、
ご来場をご遠慮ください。

場内において大声等での会話はご遠慮ください。

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

ギュギュっとあきた 検索

発行◎秋田商工会議所

通巻八五二号 

秋の秋田を満喫できる
お楽しみイベントが盛り沢山！
秋の週末は秋田市中心市街地に集合！

