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今年も熱い夏まつりを満喫

ヤマセあきんど祭り開催

商店街に飾られた七夕飾り

たくさんの方で賑わいました

７月 31 日の十八日町商店会のたいない夜市を皮切りに、８月６日から８日まで中心市街地を会場に第 31 回ヤ
マセあきんど祭りが開催されました。各会場では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、テイクアウ
ト限定による出店と手指消毒の徹底を図りました。
ヤマセあきんど祭り期間中、各商店会では趣向を凝らしたイベントが催され、新町中央パーキングと駅前いつ
くし広場では音楽ライブやダンスパフォーマンス、ローソン久慈二十八日町店駐車場ではビンゴ大会が行われま
した。また、商店街の様々な場所に七夕飾りと市内保育園児が書いた短冊が飾られ、会場を彩りました。
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《各種補助金・支援金等紹介コーナー》
①小規模事業者持続化補助金 締切：令和4年9月20日(火) ※電子申請必須
○	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物価高騰対策支援金 申請期間：令和4年8月8日(月)～令和4年11月30日(水)
○	内 容＝ 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少及び物価
			
高騰等による費用増加に直面している事業者への事業継続
			
に向けた支援金
○	対象者＝ 中小企業者 ※要件あり
○	支援金＝ a.原材料等支援金 原材料等の価格上昇への支援金
			
b.家賃支援金 対象期間における家賃等の賃貸費用支援金
※その他詳細は折り込みチラシを参照ください

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。

③久慈市中小企業者緊急支援臨時給付金 締切：令和4年10月31日(月)
○	内 容＝	新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を受けている事業者の経営を支援する給付金
○	対象者＝	令和元年の売上が100万円以上の、法人は納税地、個人は所在地が久慈市である事業者（業種要件
あり）
○	給付金＝	1事業者あたり10万円
○	申請先＝	久慈市

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

省エネルギー対策推進事業のお知らせ

取得
しましたか？

県内の中小事業者等における地球温暖化対策の推進を図
るため、既存の設備を高効率な LED 照明、空調設備、給湯
設備、変圧器への更新する費用の一部を補助します。

マイナンバーカードの導入で生活が便利になります。たとえば・・・

＜受付期間＞

2022 年４月８日（金）～ 2023 年１月 31 日（火）
＜補助対象設備＞
対象設備
LED 照明
空調設備
給湯設備

補助要件

補

50% 以上
電力削減

省エネルギー診
ヒートポンプ式、 断の結果で示さ
潜熱回収型又は熱
れた提案通りの
電供給システム
エネルギー効
変圧器
率、能力の設備
変圧器本体部分に
限る

一般

1/3

助

率

いわて
地球環境に
やさしい
事業所

上限

30 万円

※対応する医療機関・薬局は順次拡大しています。

1/2
上限

50 万円

※省エネルギー診断を受診し、施設全体の省エネ提案を受けていることが条件
です。通常は申請前に受診が必要ですが、LED 照明のみの導入の場合は、申
請後から ( 完了報告 ) 請求書の提出前までに診断を受けることでも構いません。
（省エネルギー診断の例 : 一般財団法人省エネルギーセンター、プラットフォー
ム構築事業者等による診断）

マイナポイント第 2 弾は、マイナンバーカードの申請期限は 2022 年 9 月末
まで、マイナポイントの申込み期限は 2023 年 2 月末までです。

＜お問合せ先＞
岩手県環境生活部環境生活企画室
グリーン社会推進担当

TEL：019-629-5271

FAX：019-629-5334

ご法要

ご自宅でお召し上がりいただくお持ち帰りの
折り詰めは、配達にも対応いたします

配達料
無料

お通夜膳

会場代
無料

【ご葬儀後の会食や四十九日、回忌法要に】

・ 精進膳 ・ 法要膳 ・ 折詰 ・ お弁当
●ご家族だけなど少人数から対応可能です
●会場内ではイス、
テーブルがご利用いただけます
●ご予算に応じて承ります。お気軽にご相談ください

法要膳

（季節により献立が異なります）

三
密
を
避
け
た
ホ
テ
ル
会
場
で
の
ご
法
要

〒028-0041 岩手県久慈市長内町17322
メールアドレス kunnoko@rnac.ne.jp
電話（0194）530589 FAX（0194）669166

お買い物は、地元のお店で
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今年度は役員・議 員 の 改 選 期 で す
10月末日任期満了により役員、議員が選任されます。
新役員・議員の任期は３年間です。（任期：令和４年11月１日から令和６年10月31日まで）
●役員とは
議員総会において、会員のうちから選任します。
議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任します。
議員総会の同意を得て、会頭が選任します。
議員総会において、会員のうちから選任します。
議員総会において、議員のうちから選任します。

会
頭
副 会 頭
専務理事
監
事
常 議 員

●議員とは
商工会議所の議員は様々な地域業種の会員及び特定商工業者の中から選ばれ、会員の意見を代表し
て商工会議所を運営していく重要な職務です。
１号議員
２号議員
３号議員

会員及び特定商工業者から選挙により選出される議員です。
会員の業種別に分類した５部会から部会毎の割当数に基づいて選任される議員です。
会頭が常議員の同意を得て会員のうちから選任された議員です。

選挙資格のため、会費納入期限は ８月31日（水）です

久慈地方商工団体連絡協議会総会 開催
８月１日（月）、令和４年度久慈地方商工団体連絡協議会総会が開催されました。総会では、当地
域と県内陸部を結ぶ横軸道路等の整備促進、地域活性化の推進の要望活動や広域的な地域振興のため
一層の連携強化を図る事が確認されました。総会終了後、
岩手県県北広域振興局長坊良英樹氏より「人
口減少下における若者女性活躍支援」と題し、県北地域等における人口減少の課題と対応の方向、若
者女性活躍支援の取組み等について講演を頂きました。

㍿

当所ホームページに各種情報発信中 !!
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「電子帳簿保存法対策」セミナー開催
7月27日（水）ロイヤルパークカワサキを会場として
「電子帳簿保存法対策」をテーマとした講習会を開催
し、25名が参加しました。講師に小野寺剛氏（小野寺
税理士社会保険労務士事務所）を迎えて帳簿書類につい
て、電子データ保存の要件や、電子データでやり取りし
た取引情報の保存義務について分かりやすく説明いただ
きました。
「電子帳簿・電子書類保存」「スキャナ保存」は法律
上任意、「電子取引」は全ての法人・個人事業者が義務
となるので、きちんとした電子保存が必要になります。
質問にその都度答えながらの進行で、令和４年１月から
施行されたが、２年間の経過措置があることなど分かり
やすく解説いただきました。
今後、当会議所は実務上の課題や不安点解消のため、
丁寧に対応していきます。

国税庁のホームペー
ジでは、「電子帳簿
等保存制度」の特設
サイトが開設されて
います。こちらもご
覧ください。

令和４年度久慈地区エネルギー協議会総会・講演会
７月28日（木）、久慈地区エネルギー協議会（山王敏彦会長）では令和４年度総会を開催し、令
和3年度事業報告・収取決算、令和４年度事業計画・収支予算案が原案通り承認されました。
総会終了後には、講師に一般社団法人海外電力調査会上席研究員 黒田雄二氏を迎え、「世界のエ
ネルギー情勢の変化と新しい動き」と題し講演を頂きました。講演の中では、世界のエネルギー需要
の変化や再生可能エネルギーの状況、ウクライナ侵攻がもたらしている影響、原子力発電との向き合
い方について様々なデータを用いて分かりやすくお話を頂きました。

お買い物は、地元のお店で
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ガタゴン広場

８月２７日（金）

まつり

（久慈市山形町川井 8-14）

５月〜10月 第4金曜日
17：00〜20：00

ガタゴン夜市

▶ ちびっこパーク開設
・バルーンアートプレゼント（午後２時〜）
▶ ステージイベント（午後４時〜）
仲町東通・小国こども大黒舞
山形中学校よさこいソーラン
岩泉高校郷土芸能同好会
葛巻高校郷土芸能部
久慈東高校吹奏楽部
山形太鼓同好会
戸呂町神楽
小田代直子歌謡ショー＆三味線演奏

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

午後４時〜

▶ フィナーレ（ガタゴン花火大会）（午後８時〜）

新型コロナ感染症の感染
拡大防止や悪天候等によ
りイベントの中止や内容
が変更となる場合がござ
います

能力開発セミナーのお知らせ
パワーポイントビジネス活用基礎
日

時： ９月26日（月）・27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：９月６日（火）

新入社員研修Ⅱ（フォローアップ）
日

時： 10月６日（木）・７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：９月16日（金）

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

私たちと一緒に
エネルギーについて
考えませんか？
久慈地区エネルギー協議会
では、会員を募集しています。
私たちと一緒に、地域開発の
進展や安定した生活環境づく
りに不可欠なエネルギーに関
する知識を深め、将来のエネ
ルギー問題について考えませ
んか？
●加入要件 なし
●会

９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）

6 日（火）
13 日（火）
20 日（火）

日本政策金融公庫
国民生活事業
（9 時～ 12 時）

費 年額1口1,000円
（1 口以上）

●事 務 局 久慈商工会議所
TEL 52-1000

9 日（金）
お問い合わせは
久慈商工会議所まで
℡ 52-1000

電 気 の 匠

当所ホームページに各種情報発信中 !!
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小久慈焼のカップ等も取り扱っています

呉服

えんどう

呉服えんどうは、和服、洋服、祭り用品だけでなく、小久慈焼のカッ
プ & ソーサー等も販売しています。きっかけは久慈市が舞台となっ
た朝ドラ「あまちゃん」
。放送当時、呉服えんどうではあまちゃん絣
半てんを販売していました。
「たくさんのあまちゃんファン、観光客
の方々にもっと喜んでもらえる物は？」と考え、劇中でも使用され
た小久慈焼のコーヒーカップと絣のランチョンマットをセットにし
て販売しようと小久慈焼様とのコラボで始まりました。
代表の遠藤則幸氏は「今では小久慈焼の魅力に魅せられて色々な
マグカップやカップ & ソーサーを展示販売するようになりました。
近年では、山根町の陶器 里一様のマグカップ等も販売中で陶器ファ
ンもご来店頂いてます」と語りました。
〒 028-0061 岩手県久慈市中央 3-32 TEL・FAX：0194-52-2327
営業時間：10:00 ～ 19:00 定休日：不定休

久慈の歴史を学ぼう！！

地元学講演会を開催しました
観光交通業部会（上山昭彦部会長）では、７月
21日（木）、久慈グランドホテルにおいて、「大
浦光信と津軽為信 久慈に関わりの深い偉人を知
ろう！」をテーマとして講演会を開催し、約90
名が聴講しました。
講師には、鰺ヶ沢町
教育委員会総括学芸
員の中田書矢氏をお
招きしました。光信
公は下久慈から軍を率いて種里城へ入部したとされ、為信公は久慈出
身であることが定説になっていること等を講演いただき、久慈城が今
年、県の史跡指定となり、今後も交流と伝承を加速させたいとお話し
いただきました。
講師の中田書也氏

第二〇回全国菓子博覧会

第二十三回全国菓子博覧会

全菓博大賞受賞

技術優秀賞受賞

お菓 子 を 作 り 続 け て … 90 年

お菓子の 沢 菊 久慈市十八日町 ℡52-3555
お買い物は、地元のお店で

