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山　王　敏　彦 氏
㈱ヤマイチ

谷　地　　　譲 氏
㈲谷地林業

城　内　　　治 氏
㈱ジュークス
（新任）

一　田　昭　彦  氏

◇会　　頭 ◇副 会 頭 ◇専務理事

会頭に山王敏彦氏が再任
第20回臨時議員総会開催

　任期満了に伴う当商工会議所の役員を選任する第20回臨時議員総会を11月１日（火）、ロイヤルパークカ
ワサキにて開催し、会頭に山王敏彦氏が再任されました。副会頭には谷地譲氏が再任、城内治氏が新たな副会
頭に選任され、専務理事には一田昭彦氏が再任されました。
　また、常議員、監事の選任については、新たな6名を含む常議員19名、監事2名が満場一致で選任されまし
た。選任された常議員と監事は２面をご覧ください。



わけがあるいい家には
人と環境を守る技術と経験

下舘建設株式会社
久慈市長内町24-126  q52-1717 T52-1727
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中平　浩志 氏
㈲久慈スズキ自動車販売

野場　美輝 氏※
㈲野場造花仏具店

圃田　　勝 氏
㈲はたけた

新田　久男 氏
久慈琥珀㈱

細谷地茂陽 氏※
㈱細谷地

中塚　和孝 氏
中吉林業土木㈱

一沢　明男 氏
一沢コンクリート工業㈱

小栁　正人 氏※
㈲小柳ヒューマン・デント

中新井田聡 氏
㈱中才貨物運送

對馬　博貴 氏
㈱つしま

下田　正志 氏※
北星鉱業㈱

山王　義明 氏
㈱ヤマノ機工

七十刈清明 氏
㈲七福神

細田　稔男 氏
㈱ファーマ・ラボ

菅原　博之 氏※
宮城建設㈱

外里　文人 氏
外里文人税理士事務所

（敬称略）

嵯峨　壱朗 氏
㈲竹屋製菓

晴山　良一 氏
㈲九戸印刷

齋藤　　豊 氏※
㈱一誠堂

上山　昭彦 氏
㈲上山琥珀工芸

橋本　　實 氏
プレステック㈱

新たに選任された常議員・監事

顧問・参与・相談役の紹介

◇常議員　19名

◇監事　２名

◇
顧
　
問

久慈市長 遠　藤　譲　一 久慈市議会議長 畑　中　勇　吉
岩手県議会議員 中　平　　　均 岩手県議会議員 岩　城　　　元
岩手県県北広域振興局長 坊　良　英　樹 元  会  頭 山　王　敏　男
元  会  頭 細谷地　諄　吉 前  会  頭 向　　　正　彰
元副会頭 小　坂　　　明 元副会頭 佐々木　　　明
前副会頭 嵯　峨　吉　彦

◇
参
　
与

日本地下石油備蓄㈱久慈事業所長 名　取　堅　司 岩手銀行久慈中央支店長 佐々木　武　志
みちのく銀行久慈支店長 照　井　義　征 東北銀行久慈支店長 三　浦　克　之
北日本銀行久慈支店長 一　兜　清　雅 盛岡信用金庫久慈支店長 小　森　勝　宏
東北電力ネットワーク久慈電力センター長 尾留川　芳　英

◇
相
談
役

元専務理事 桑　田　和　雄 元常議員 髙　松　義　弘
元常議員 黒　沼　忠　雄 元常議員 三　河　邦　彦
前常議員 桑　畑　　　博 前常議員 宮　澤　陽　一
前常議員 税　田　英　敏

※印の方は
　新任者です



いわて飲食店安心認証店・久慈市プレミアム付商品券取扱加盟店

久慈市本町3-28 TEL52-7183／OPEN 17:30～ 定休日 毎週火曜日・第4月曜日

忘・新年会予約お待ちしております
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当所ホームページに各種情報発信中 !!

　10月28日（金）、久慈グランドホテルにて、女性会臨
時総会を開催しました。３年の任期満了に伴い、役員改
選が行われ下記の通り会長・副会長が選任されました。
令和４年度新体制（任期：R４.11.1～R7.10.31）
会　長　佐々木　伊久子（佐々木刃物店） （新任）
副会長　深　瀬　和　子（社会福祉法人 修愛会） （再任）
副会長　三　河　えり子（㈱三河交通観光） （再任）
副会長　對　馬　豊　子（㈱つしま） （新任）

久慈市
からの

お知らせ

市では燃油価格・物価高騰の影響を受け経営環境が悪化している中小企業者の事業の継続を支援するため、中
小企業者物価高騰対策給付金を支給します。
 支給対象  令和４年度中小企業者緊急支援臨時給付金の支給の決定を受けた者
 支給金額  １事業者当たり10万円
 申請方法  対象者に申請書を郵送しますので、申請期限までに申請してください。
 申請期間  令和４年11月14日（月）～12月28日（水）
 受付場所  久慈市役所１階　商工観光課　☎：0194-52-2123（商工観光課商工振興係）

　久慈市では、新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けている「飲食
業」「小売業」等を対象に利用できる、久慈市プレミアム付商品券（飲食券・共通券）
を発行します！

●購 入 対 象 者： どなたでも！
●購　入　限　度： １家族、商品券（飲食券・共通券）５冊まで
 ※団体・法人での購入はできません。
●販売・使用期間： 令和４年12月４日（日）から
●使 用 終 了 予 定： 令和５年２月28日（火）

①特別販売： 12月４日（日）、５日（月）10時～16時
 アンバーホール
②通常販売： 12月６日（火）以降は
 ①久慈商工会議所本所　②久慈商工会議所山形支所
  ③やませ土風館風の館　④YOMUNOSUでのプレイガイド販売
 　　①②は9時～16時（平日のみ）、
 　　③④は9時～18時（予定）

▲

 飲食券等の種類

申込・問合先 久慈商工会議所地域振興課　〒028-0065　久慈市十八日町1-45
 TEL：0194-52-1000　FAX：0194-52-1051　Mail：kuji@kujicci-iwate.jp

久慈市プレミアム付
飲食券・共通券

販売価格１冊 4,000 円〈5,000 円分を 4,000 円で販売〉
（30,000 冊発行予定）
（飲食券 500 円× 5 枚、共通券 500 円× 5 枚　合計 10 枚つづり）

プレミアム率
 25％

令和4年度久慈市プレミアム付商品券を発行します！

取扱加盟店随時募集中！
募集要項・加盟店申込書兼誓約書
は、当所ＨＰからダウ
ンロードできます。
※ チラシ等への掲載は遅

れますので予めご了承
ください。

女性会臨時総会を開催

▲

 販売方法



FAX 52ー1323　久慈市新井田 久慈インターすぐそば
営業時間　午前8時00分～午後6時（日、祝）午前８時00分～午後5時
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雫石軽トラ市を視察しました

青年部 福島ふるさと交流マルシェ
　10 月 29 日（土）福島駅前通りにて朝ドラ
ロケ地連携事業「ふるさと交流マルシェ」に
参加し、会場には久慈 YEG をはじめ、朝ドラ
ロケ地の福島 YEG・豊橋 YEG・気仙沼 YEG
など、多くの出店がありました。
　久慈 YEG からは、「岩手赤鶏のやきとり（㈱
吉成食品）」、「木炭（㈲谷地林業）」を販売し、
久慈市の魅力を PR してきました。
　今後も久慈
商工会議所青
年部として朝
ドラロケ地連
携事業を検討
していきたい
と思います。

　11 月 6 日㈰、商業部会、サービス業部会共
催で雫石軽トラ市の視察を行いました。雫石
軽トラ市は 2005 年から 17 年続いているこの
地域を代表するイベントの一つで、その取り
組みを学び、久慈での取り組みの参考にすべ
く実施しました。会場は 50 台以上が参加し、
グルメだけでなく鈑金、靴など幅広い業種が
参加するものでした。事務局の実行委員長か
らは「全国的に軽トラ市が広がっているが雫
石は元祖である。マンネリ化にならないよう
に常に工夫している」と話されました。

　10 月 26 日 ( 水 )、観光交通業部会、サービ
ス業部会及び北三陸あまちゃん観光推進協議
会共催のもと、「地元の魅力再発見」視察を実
施しました。
　今年度は、久慈市と歴史的に関わりがある
二戸市の九戸城跡をボランティアガイドの案
内で約１時間散策しました。あいにくの小雨
でしたが、堀や本丸の石垣を見ることができ、
城の様子を感じることができました。
　終了後は自助工房四季の里で昼食をとり、小
松製菓の店舗である２door と 10 月にリニュー
アルオープンしたオドデ館を視察しました。

地元の魅力再発見

今年度最後の「べっぴん夜市」
盛大に開催

　10 月 28 日 ( 金 ) 夕方、今年度最後となる
「べっぴん夜市」を開催しました。会場は歴
通路広場、旧岩銀久慈支店跡、みちのく銀行
久慈支店駐車場、駅前いつくし広場の４か所。
天気にも恵まれ気温もあまり低くならず大勢
のお客さんが商店街に足を運びました。開始
時刻の午後５時には辺りはすっかり暗くなり、
会場の明かりが商店街を明るく照らしました。
会場では焼き鳥などの温かいグルメが人気を
集めていました。



習慣づける
ためにも
明治の宅配を
御利用下さい。

試供品をご希望の方は
お気軽にご連絡ください！

株式会社　en 代  表 工藤　琢生
明治牛乳久慈宅配センター TEL （0194）52－8154
〒028－0041久慈市長内町37－21－15 FAX （0194）53－2960
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当所ホームページに各種情報発信中 !!

12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）

 9 日（金）

お問い合わせは 

久慈商工会議所まで 

℡　52-1000

地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする
火災（延焼・拡大を含みます。）・損壊・埋没・流失によって、共済の対象である

建物に損害を受けた場合に地震共済金をお支払いします。

火災共済のご案内

同封のチラシにて、会費を添えて12月12日㈪までに
お申し込みください。

創業・創立記念を迎えた
 事業所を表彰します

日時： 新年交歓会で表彰状を贈呈します
対象： 令和４年1/1～12/31までの間に
 10年を単位とした記念日を迎えて
 いる事業所
申込： 同封のチラシでお申し込みください

留意事項
・ 申込は先着順とし、総勢 200 名を上限といたします。
・ 感染状況によっては、祝宴に替えて折詰テイクアウトに変更する場合
 がございます。詳しくは同封のチラシをご覧ください。

日　　時
令和５年１月13日㈮ 午後5時30分より
場　　所
ロイヤルパークカワサキ
会　　費
5,000円

申し込み

【問い合わせ先】
	久慈商工会議所			地域振興課

	 TEL52-1000　FAX52-1051

　10 月 30 日（日）、中心市街地において「まち
なかハロウィン 2022」を開催しました。
　参加者は駅前のいつくし広場で受付を済ませる
と、仮装した姿で各商店街を歩き、お菓子スポッ
トでお菓子をもらうととても嬉しそうな姿が見ら
れました。その後いつくし広場で希望者による仮
装コンテストが行われ、それぞれ工夫を凝らした
自慢の衣装を審査員にアピールしていました。
　今年は 230 名を超える方に参加いただき、中心
市街地に賑わいを創出することができました。

仮装コンテストの優勝者

トリックオアトリート！
まちなかハロウィン2022
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プランタンいずみ×OMATSURI×三陸鉄道がコラボ

　10 月 31 日、YOMUNOSU で「さんてつ時刻表パーカー」
のお披露目会を行いました。この企画は、㈱プランタンいず
みが「さんりく基金」を活用して三陸鉄道㈱と共同で行った
もので、デザインは元お笑いコンビ「ザブングル」の松尾陽
介氏が代表を務める㈱ OMATSURI が担当しました。
　㈱プランタンいずみの代表取締役社長の寿松木亨氏は「コ
ロナ渦で低迷している時に、元々知り合いだった松尾さんに

『何か一緒にできないか』と相談したのが始まり。職人が一
つ一つ作り上げているので、ぜひ皆さんに着ていただきたい
です」と語りました。
　この「さんてつ時刻表パーカー」は三陸鉄道直営店「さん
てつや」やオンラインショップ「さんてつ屋」で販売されて
おり、今後久慈市のふるさと納税の返礼品としても採用され
る予定です。

（左から）
三陸鉄道㈱　石川社長、㈱ OMATSURI　松尾社長、
㈱プランタンいずみ　寿松木社長、遠藤久慈市長

 三陸鉄道久慈駅の出発列車番号と
出発時刻がプリントされています

ロイヤルパークカワサキ事業所
取材

　ロイヤルパークカワサキは、久慈市に医療現場でも使用される高
機能マスク「N95」と不織布のマスクあわせて 3 万 9000 枚を寄付
しました。マスクは今年８月に市役所に届けられ、その後も市内高
齢者施設等へ救急対策セットとして消毒液の容器、医療用の帽子を
寄付しました。10 月 18 日に久慈市役所で行われた、贈呈式では松
本浩代表取締役が「久慈市には支えていただいている。市の様々な
事業に活用してもらいたい」と伝えました。
　また、ロイヤルパークカワサキは、今年のべっぴん夜市とヤマセ
あきんど祭りに出店しました。青森県産にんにくがたっぷり入った
東スポ餃子や国産鶏の肩小肉を使った東スポからあげ等を販売し、
多くの方が買い求めていました。
　ほかにも新型コロナウイルス感染症のワクチン接種会場や選挙で
の開票会場等としても久慈市に貢献しています。

〒 028-0041 岩手県久慈市長内町 27-27-1
TEL：0194-53-5500　FAX	0194-52-0713　HP：https://rpk.co.jp/

様々な形で久慈市を盛り上げていきます

べっぴん夜市の様子

松本代表取締役（右から 2 番目）

「さんてつ時刻表パーカー」を製作！


