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　今年度、３年ぶりの開催となる県北地方最大の久慈秋まつりを、来る９月 17 日㈯に 
山車展示開催で実施することになりました。
　なお、例年開催している前夜祭、パレード等は実施いたしません。

久慈秋まつりの開催のお知らせ 詳しくはこちらをご覧ください➡➡

　６月28日（火）、久慈グランドホテ
ルにおいて、第85回通常議員総会を開
催しました。委任状を含め議員53名の
出席のもと、令和３年度事業報告、収支
決算について原案通り承認されました。
山王敏彦会頭は「今年創立100周年とな
る日本商工会議所のスローガン『地域と
ともに未来を創る』のもと、当会議所と
しても、国等の支援策も含め、様々な情
報をいち早く事業所等にお届けし、各事
業所に寄り添った丁寧な対応を行うとと
もに、地域活性化のイベント等について
も前向きに取り組んで参りたい」と挨拶
しました。山王会頭による挨拶
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①小規模事業者持続化補助金　（難易度：★★☆☆☆）　締切：令和4年9月20日（火）
　○内容＝販路拡大等に伴う必要備品の購入及び付随する広告費等
　○対象者：小規模事業者　○補助金上限：50万円　○補助率：２／３
②事業再構築補助金　（難易度：★★★★★）　今年度あと2～3回募集予定
　○内容＝新たな販路拡大・業種転換・新分野参入に必要な建物や備品等の費用等　○対象者：中小企業者等
　○補助金額：100～8,000万円　○補助率：１／２　　※補助上限は従業員数により変動（最小は20人以下＝2,000万円）
③IT導入補助金　（難易度：★★★☆☆）　締切　令和4年8月8日（月）
　○内容＝ITツールによる業務効率化と販路拡大に要する費用等
　○対象者：中小企業者・小規模事業者　○補助額：30～450万円　○補助率：１／２
　※デジタル化基盤導入枠あり⇒5～350万円　補助率：３／４ or ２／３
④ものづくり・商業・サービス生産性向上補助金　（難易度：★★★★☆）　締切：令和4年8月18日（木）
　○内容＝商品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資費用等
　○対象者：中小企業・組合・法人格を有する任意の団体など　○補助金額：100～1,000万円
　○補助率：中小企業：１／２　小規模事業者：２／3

久慈商工会議所では、各種補助金申請、事業計画作成を無料にて専門家の派遣支援を行い、会員の
皆様をサポートいたします。お気軽にご相談下さい。担当：経営支援課　TEL 0194-52-1000

補助金の情報や申請は
Jグランツから

電子申請の際は必須！
さまざまな補助金や行政サービス
利用がジービズで可能に。

※難易度★は5段階評価で多いほど難易度

令和４年度第１回常議員会

役員・議員の選挙日程などを承認
　６月16日（木）、久慈商工会館において、令和４年度第１回常議員会を行いました。通常議
員総会提出議案、新入会員の承認、本年10月末日をもって、現在の役員・議員が任期満了とな
ることから、第16期の当所役員・議員の選挙日程について次のとおり承認されました。

日　程 内　　容
８月31日 (水) 選挙人名簿調整日

９月 ６日 (火）
第２回常議員会
3号議員選任（９名）
2号議員の部会別選任数の割当

９月 ９日 (金) 選挙委員会

９月13日 (火)

選挙期日公告
１号議員候補者届出開始
2号議員選任開始（18名）
10月2日（日）までに割当数に従って各部会総会で選任

10月 ３日 (月) 選挙人名簿の確定
10月 ６日 (木) 1号議員候補者届出締切

10月14日 (金) 投票・開票
１号議員（33名）確定

10月21日 (金) 第3回常議員会
10月31日 (月) 現議員・役員の任期満了
11月 １日 (火) 臨時議員総会（役員選任）



鰻のご注文は丑の日にかかわらず、通年承ります。
お持ち帰りのご用命も承ります。お気軽にどうぞ。

久慈市巽町1-12
TEL53-2522　鰻屋・割烹  小   龍

小龍のうなぎで暑気払い!!

7月23日㈯・８月４日㈭
　土用の丑の日

・うな重（国産活鰻使用）…4,000円
・うな丼（国産活鰻使用）…2,000円税込

税込
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当所ホームページに各種情報発信中 !!

㈱岩手銀行
　久慈中央支店

　支店長　佐
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し

　この度、岩手銀行久慈中央支店に着任いたし
ました佐々木と申します。
　私どもでは、地域との共存共栄を実現するた
め、地域が抱える様々な課題に正面から向き合
い、その解決に取り組むことで共通価値を創造
し、共に成長していくことを目指しております。
　このような観点から、住みよいまちづくりの
お手伝いを積極的に進める中で、地域社会の
発展に貢献できるよう努めてまいりますので、
益々のお引き立てを賜りますようお願い申し上
げます。

新 任 の ご 挨 拶

　６月６日（月）に久慈青色申告会（会長　下道利幸）、６
月 14 日（火）に久慈地区青色申告会連合会（会長　下道利幸）、
６月 21 日（火）に久慈税務関係団体協議会（会長　嵯峨吉
彦）の令和４年度総会を久慈グランドホテルにて開催しまし
た。令和３年度事業報告並びに収支決算、令和４年度事業計
画案並びに収支予算案について審議し、原案通り承認されま
した。
　久慈青色申告会では、任期満了に伴う役員改選があり、新
副会長に久保田敏晴氏（㈲クボタ水道工業所）、新理事に寿
松木亨氏（㈱プランタンいずみ）が新たに選任され、その他
役員は再任となりました。
　久慈税務関係団体協議会の総会終了後は、久慈税務署長　
夏坂聡志氏より「税務行政の現状について」、久慈税務署　
統括国税調査官　齋藤満喜氏より「インボイス制度について」
の講演をいただき、令和５年 10 月１日から開始されるイン
ボイス制度について理解を深めました。

久慈青申会、地区連、税団協の総会を開催

久慈税務関係団体協議会総会の様子

岩手県商工会議所連合会会長表彰
東北六県連商工会議所連合会役員議員表彰
勤続 20 年以上

役員・議員 税　田　英　敏　（北星鉱業㈱）
役員・議員 中　塚　和　孝　（中吉林業土木㈱）
議　　　員 大　宮　清　一　（㈱大宮）
議　　　員 齋　藤　　　豊　（㈱一誠堂）

岩手県商工観光業表彰
会　　　頭 山　王　敏　彦　（㈱ヤマイチ）
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酒・食料品・雑貨

み

んな
明るくサンショップ

お酒・お米・食料品のご用命はフリーダイヤルで

久慈市中央四丁目29番地

0194-53-3940TEL
0120-153940
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事　業　所　名 代表者名 所　在　地 業　種

とき花 清　水　誉　一 大沢 8-29-5 飲食業

かずさ 佐々木　　　仁 川崎町 10-21 飲食業

すなっく　もも子 向川戸　和　子 川崎町 8-18　吹上ビル 205 飲食業

りあす運転代行 中　村　優　子 西の沢 5-26-2 運転代行業

スナック　かざ花 川　代　勝　子 中央 1-12 飲食業

新山保険事務所 新　山　明　彦 寺里 27-53-12 保険代理業

スナック　人魚 中　目　夕　香 川崎町 8-18 飲食業

スナック　おるごーる 下　田　浩　二 川崎町 10-21 飲食業

デジタルスタジオキャッツ 橋　本　清　美 山形町川井 10-8-6 情報サービス業

外舘魚店 外　舘　正　樹 中央 2-20 小売業

あほうどり 林　崎　みや子 川崎町 8-21　吹上ビル 102 号 飲食業

㈱ flamingo 山　口　祥　乃 川貫 5-20-57 WEB コンサル業　ヨガ教室

スナック　月のうさぎ 野　中　真喜子 川崎町 7-18 飲食業

かっぱ寿司 三　上　敏　美 中の橋 1-22 飲食業

明色美容室 播　磨　アツ子 中央 3-51 美容業

スナック　カサブランカ 中　田　ノブ子 本町 1-45 飲食業

スナック　赤い靴 坂　本　多恵子 川崎町 10-16 飲食業

ファッションハウス　すずや 鈴　木　晴　美 中央 3-52 小売業

ブルボン 大　澤　諒　子 巽町 1-7 飲食業

お食事処　三太夫 灰玉平　一　氏 川崎町 7-25 飲食業

本家かまどや久慈店 久　保　文　男 二十八日町 2-25 小売業

スナック　わがまま 小笠原　志津子 本町 3-28　カヌカビル 2 階 飲食業

スナック　ハッピー 進　藤　康　三 川崎町 7-25 飲食業

佐々木製菓 佐々木　孝　造 湊町 17-50-3 製造業

奥の店 藤　原　カズ子 巽町 2-16 飲食業

パブスナック　アラジン タクイシ　マリセルディビナー 巽町 2-15 飲食業

スナック　ZERO 前　野　純　子 川崎町 6-17　晴山ビル 2F 飲食業

焼肉三平 外　舘　孝　二 中央 2-20 飲食業

スナック　あめあがり 赤　坂　律　子 川崎町 4-17 飲食業

cafe soramame 佐々木　智　子 山根町下戸鎖 6-22-2 飲食業

スナック　な々 尾　坪　孝　子 本町 1-36　サンビル 1F 飲食業

ワンショットプラザ　ハーヴェスト 小野寺　久美子 本町 1-18 飲食業

マリオネット 海老名　ひろ子 中央 1-18-2 飲食業

澤里設備サービス 澤　里　淑　弘 宇部町 4-110 機械修理業

なかむらスポーツ整骨院 中　村　文　昭 門前 3-150-3 施術業

藤幸商事 藤　　　浩　幸 門前 2-2-1 運送業

ゲストルーム　らびあん 上　野　栄　子 柏崎 1-2-3　アップル柏崎 1 号館 B 号 飲食業

佐々木林業 佐々木　喜代志 山形町日野沢 4-78-90 林　業

～新入会員のご紹介～ （令和４年３月 16 日～　申し込み順）
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8月の
定期相談日 

【 場　所 】

商工会館 3 階相談室

岩手県信用
保証協会 

（10 時～ 16 時）

 2 日（火）

16 日（火）

23 日（火）

日本政策金融公庫 
国民生活事業
（9 時～ 12 時）

 12 日（金）

お問い合わせは 

久慈商工会議所まで 

℡　52-1000

能力開発セミナーのお知らせ
  Excelビジネス活用応用   

日　時： 8月22日（月）・23日（火）の2日間
 9時～16時（昼休み12時～13時）
場　所： 久慈高等職業訓練校
受講料：  無料（テキスト代などの実費は、自己

負担）
締切日：8月2日（火）

   若手社員研修  
日　時： 9月1日（木）・2日（金）の2日間
 9時～16時（昼休み12時～13時）
場　所： 久慈高等職業訓練校
受講料：  無料（テキスト代などの実費は、自己

負担）
締切日：8月16日（火）

  問合せ・申込先  
岩手県立二戸高等技術専門校

TEL 0195-23-2227 FAX 0195-23-9081

第25回会員親睦

ゴルフ大会
のご案内

 日　時 
令和4年9月23日（金・祝）
 場　所 
ニュー軽米

カントリークラブ　
（TEL：0195-45-3331）
 参加料 
2,000 円

プレイ費等は各自負担
詳細は折込チラシを

ご覧ください。

 お問い合わせ 
久慈商工会議所総務課
　TEL：52-1000
　FAX：52-1051

７月２２日（金）
５月～10月 第4金曜日
17：00～20：00
やませ土風館 歴通路広場・みちのく銀行久慈支店駐車場
三陸鉄道久慈駅前いつくし広場・旧岩手銀行久慈支店跡

入門から学べる

夜間簿記講座
日　時： ９～11月　延べ25日間
 午後６時半～午後８時半
※講師の都合等により日程を変更する場合があります。

場　所： 久慈商工会館　３階　第一研修室

講　師： 岩手県久慈東高等学校教諭

受講料： 3,500円（資料代）

詳細は折込チラシを
ご覧ください

 お問い合わせ 
久慈商工会議所　TEL　52-1000

こちらも開催されます !
たいない夜市　（7月31日㈰）
ヤマセあきんど祭り（8月6日㈯〜8日㈪）



岩手県久慈市新中の橋 37－101－3
TEL 0194－53－3321・ FAX 0194－52－1651

長内店 久慈市長内町 18－61－3　TELFAX 兼用 0194－61－1313

24時間年中無休 セレモニーホール

代表取締役会長　野 場 正 輝
代表取締役社長　野 場 美 輝

久慈市十八日町二丁目九番地　TEL 52-2010 FAX 52-3130

㈲野場造花仏具店
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ガタゴン夜市を開催しました！
　６月 18 日（土）、山形町のガタゴン広場で今
年最初の「ガタゴン夜市」を開催しました。広場
には焼き鳥や短角牛の串焼き、まめぶ等の他に射
的や雑貨など、様々なお店が出店しました。ま
た、新たな試みとして広場の真ん中に設置された
休憩・飲食スペースは、購入した商品を食べたり、

知り合い同士で話をしたりと憩いの場として活用
されていました。当日は気温が上がり、天候にも
恵まれ、夜市を楽しむ多くの家族連れや地元のお
客さんで賑わいました。
　来月はガタゴン夜市だけでなく、ガタゴンまつ
りも予定しています。ぜひご来場ください。

小田商店事業所
取材

　山形町にある小田商店は、商店での営業を行いながら、移動販売を行っ
ています。山形町の 8 地区を毎週月曜日から土曜日の約一週間で回り、
お年寄りの多いところでは一軒ずつ家の前に止まって販売しています。
移動販売車であるトラックの中は、新鮮な青果物から洗剤などの日用品
まで様々な商品が並んでいました。中でも人気の商品は、野菜や八戸市
場から仕入れている鮮魚です
　代表者の息子　小田勇気氏は、「学生時代は違う職業を目指していま
したが、家族が移動販売を行っていたことと地元のために役立ちたいと
思い、家業を継ぐことを決めました。移動販売自体は 40 年以上前から
行っており、その日の訪問先に合わせて品揃えしています。これからも
山形町の皆さんに新鮮な食材を提供していきたい」と語りました。

〒 028-8605　岩手県久慈市山形町来内 23-60-1　TEL・FAX：0194-72-2842
【商　　店】営業時間： 6 :00 ～ 19:30　　定休日：不定休
【移動販売】営業時間：10:30 ～ 19:30　　定休日：毎週日曜日

移動販売で地元を応援してます

いろいろな商品を揃えています


