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完走した選手へおもてなす女性部員の皆さん 参加協力いただいた女性部員の皆さん 

  

  

あしろｈａｎａ花フェスタ 2019 
 

６月２１日（金）から２３日（日）までの

３日間、安代地区の荒屋新町商店街

と西根地区のサラダファームヴィレッ

ジ「ガーデンパーク」で、「あしろ 

hana 花フェスタ 2019 」を開催し

ました。 イベント内容としては 、 一

般家庭で手入れされたオープンガー

デンなどを巡る「お花めぐりスタンプラ

リー」等を行い、数多くの参加をいた

だきました。最終的には開催期間で 延 2,000人 以上の方が来場されました。 

また、IBC 岩手放送の清水康志アナウンサーと行くバスツアーには、 27 人が参加し、４ヶ所

の庭園の他、ふうせつ花や味噌茶屋などでのお買い物、さらに、新安比温泉の入浴等参加者は

楽しまれました。  
第２８回岩手山焼走りマラソン全国大会  

 

去る７月７日（日）に平笠の岩手山焼走り国際交流村をゴール地点として、女性部員並びに事

務局を合せて１２名が選手接待係として参加いたしました。 

当日は、昨年のような豪雨の中での開催とはうってかわって、曇り空模様ではありましたが、

暑すぎない最善の気候での開催でした。 

なお、最終的には、大会出場選手及び関係者総勢約２，０００名が体調を崩すことなく大会運

営ができました。 

最後に、参加部員皆様のご協力により、無事大会を終えることができたことに感謝いたします。 
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熊谷邸のバラの前で写真撮影をする清水アナとバスツアーのお客様 
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情報誌ハチクラを興味深々に眺め、説明を 

聞き入る来訪者 

トラクター乗りを体験する参加者 

Ｎｏｕｊｙｏ－Ｃａｍｐ２０１９  
 

今年で５回目となるＮｏｕｊｙｏ－Ｃａｍｐ２０１９が

８月１７日（土）～１８日（日）に開催されました。 

当日は、前日までの豪雨を吹き飛ばすかのよ

うな晴天に恵まれ、ルーデンス農場を会場として、

市内外事業者の出店さらに今回は、当商工会も

出店し、当会が発行している「情報誌ハチクラ」の

第１号から最新号第２２号並びに「ハチクラ別冊 

八幡平スタンプラリー２０１９」の展示配布を行い

ＰＲを図りました。 

そのほか、トラクター乗りやキャンプファイヤー

等、来場者参加型のイベントとして実施され、多

数の方が訪れました。 

中には、１泊２日で参加される方もおり、八幡平

市の自然と触れ合い、地元食材を堪能し、参加さ

れた皆さんが満足のいくイベントでありました。 

 

＜青年部＞   従業員交流定着促進事業 
 

去る８月２３日（金）に大更の「おらほの温泉（（株）Palazzone）」を会場として、青年部の新規

事業「従業員交流定着促進事業」を実施いたしました。 

当日は、第１部のセミナーではＣＯ．ＣＯＲＯサポート代表藤村七美氏を講師としてお招きし、若

手従業員向けのビジネスマナーについて御講演いただきました。 

第２部においては、参加者の交流を図り企業間の従業員の方々同士の横の連携が図られるよ

うバーベキューを囲んでの交流会を開催しました。 

セミナーには１９名、交流会には２１名の参加者がありました。 

 今後も、参加者や参加企業からのアンケートをもとによりよい事業となるよう努力し、次回以降

も開催していきたいと思います。 

                     名刺交換を行う参加者の皆さん 交流を深める参加者の皆さん 
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酒蔵内にて佐々木杜氏の話を興味深々に聞き入る 

女性部員 
新里佳子代表取締役を囲んでの集合写真 

＜女性部＞    視察研修 ～遠野市～ 
 

去る９月５日（木）に、女性部員及び事務局を合せて１７名の参加により、商工会女性部視察研

修を行いました。 

今回は、遠野市の上閉伊酒造株式会社にて代表取締役の新里佳子様より「女性経営者として

のあゆみ」と題し、突然の代表取締役就任で戸惑いもありながら、クラウドファンディングへの挑

戦や地域未来牽引企業の認定、更に小規模事業者持続化補助金承認等様々企業力向上を図

るために奮闘された話を伺い、参加部員が各々感銘を受けたのと同時に興味深く聞き入ってお

りました。 

また、その後酒蔵見学を行い、なかなか拝見することのない酒蔵内にこちらも興味深々でし

た。 

その後、遠野商工会女性部の皆様の同行により、市内の街中散策を行い、最後はかっぱ淵の

散策と遠野伝承園を見学し、全体的に部員の資質向上が図られた内容であり有意義な視察研

修でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者持続化補助金の取り組み状況 
 

 国では、自社の販路開拓に際し、事業計画を立てて取り組むことを推奨しております。このた

び、平成３０年度補正の持続化補助金の採択結果が発表になりましたので、お知らせします。 
 

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

採択 

件数 

１０件採択

/ 

１７件申請 

１次 

  ６件採択/ 

１７件申請 

２次 

１４件採択/ 

１８件申請 

３次 

 ３件採択/

３件申請 

１次 

１３件採択/ 

24件申請 

２次 

５件採択/ 

１０件申請 

 ４件採択/ 

１２件申請 

７件採択/ 

９件申請 

１次 

１０件採択/ 

１０件申請 

２次 

１０件採択/ 

１０件申請 

採択率 76.9％ 60.5％ 52.9％ 33.3％ 77.7％ 100.0％ 



4 

 

八幡平スタンプラリ－2019 ～グルメ＆温泉～  
８月１日（木）から翌年１月３１日（金）まで、「八幡平スタンプラ

リー2019グルメ＆温泉」を実施しています。 

今年度は、大盛企画が登場！大盛協賛店は１２店舗を含め、

全６５店舗（グルメ店舗が 50 店舗、温泉館が１５ 店舗）でスタ

ンプを集めよう！どのお店のスタンプでも５個集めると 3,000

円の商品券（同事業の店舗のみ使用）が２０名に、スタンプ２０

個以上には、ペア宿泊券が ９ 組の方に抽選で当たります。ペ

ア宿泊券が外れた方には、もれなく温泉入浴券や割引券をプレ

ゼントします。 
 
子ども向け職業体験事業の開催のお知らせ  

来たる９月２２日（日）に大更の「八幡平市総合運動公園体育館」を会場に、青年部の子ども向

け職業体験事業である「Little Bee of Hachimantai～わくわくおしごとたんけん広場～」

を開催いたします。 

当日は、様々な職業の体験ができる「おしごと体験」のブース、おしごと系の車の展示や乗車

体験を行う「はたらく車」ブース、ミニ電車などの遊びを満喫できる「アクティビティブース」、食事

を販売する「ケータリングブース」など子どもたちが楽しむ事が出来るものをたくさん用意してお

ります。 

会員事業所の皆様におかれましてもお子さんやお孫さんを連れて、ぜひ会場へお越しください

ますようご案内申し上げます。来年度以降の出展に向けて是非見学にもいらしてください。   
事 業 名：担い手育成事業「子ども向け職業体験事業」 

「Little Bee of Hachimantai～わくわくおしごとたんけん広場～」  

開催日時：令和元年９月２２日（日）９時３０分～１５時 
 

会   場：八幡平市大更「八幡平市総合運動公園体育館」及び周辺施設 
 

参加対象：小学生（小学４年生以下は保護者等大人の同伴が必須）  ※ 参加費： 無 料  
 
申  込：各小学校より配布される申込書を商工会へ提出するか、申込専用サイトへ必要 

情報を入力し送信する。  

問 合 先：八幡平市商工会 電話 0195-76-2040 担当：藤平      
「ぶらっと一日体験工房バスツアー」のお知らせ 

 
10月6日（日）に、岩手めんこいテレビの滝澤 悠希アナウンサーと行く体験工房バスツアーを

開催します。（本事業の旅行企画実施は、トラベル・リンク株)盛岡駅発着で、箸の絵付け体験や

くるみ味噌付けたんぽつくりなどの体験や不動の滝・縁結びの木の散策、お買い物の他３ヶ所の

ソフトクリームを食べ、麹屋もとみやでは、味噌盛り放題にチャレンジし ます。また同日、麹屋もと

みやでは、第 6回味噌茶屋まつり、北舘製麺本社前では、新そば祭り（感謝祭）が開催されます。 
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新会員のお知らせ 
 

下記の理事会において、６事業所が承認され入会致しました。 

 

消費税の増税対策はお済みですか。 
令和元年10月 1日から消費税率が10%（軽減税率品は８％）になります。消費税軽減税率制

度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者の方々には複数税率対応レジの

導入などの費用の一部を補助する軽減税率対策補助金制度があります。 

 複数税率対応レジの導入やその補助金、また、キャッシュレスで決済をした消費者には５％

（２％）を還元する事業への登録方法やキャッシュレス手段についてお悩みでありませんか。 

また、簡単な決済方法として利用者が増えているQR決済ですが、当会では、岩手県から委託

を受けて「JPQR」の申し込みを受け付けています（10 月 31 日まで）。クレジット決済では、

TimesPAY（パーク２４）は、全国連と包括連携協定した決済事業者です。会員特典として、一

部の決済手数料が 0.14％安くなり、簡単な操作で決済ができる専用機があります。 

 増税前に価格の見直しを行いましょう。消費税は仕入れの際にも 2%が増税され、経費が多く

なり利益が圧迫されます。どのように販売単価を変えたらいいのか、また、軽減税率によって請

求書や領収書の発行方法はどのように変わるのか、お悩みでありませんか。 

当会では、岩手県商工会連合会のエキスパートバンク派遣事業など無料（２回目以降一部有

料）で専門家に相談できる制度もあります。まずは商工会にご相談ください。 
 

＜商工会の福祉共済＞ 

✾✾✾✾✾✾✾ 全国商工会会員福祉共済 ✾✾✾✾✾✾✾
✾ ☆ ご加入できる方 ☆                                             ✾ 

✾   商工会の会員とその家族、会員事業所の従業員とその家族であって、健康な方   ✾ 

✾ が対象となります。                                                 ✾ 

✾  「家族」とは…①配偶者、父母、子 ②同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫         ✾ 

✾       ③配偶者の父母 をいいます。                                        ✾ 
✾ ☆ プラン ☆                                  ✾ 
✾ ・傷害プラン   掛金 2,000円、3,000円、4,000円・シニア 2,000円         ✾ 

✾ ・医療特約    掛金 1,000 円・シニア 1,000 円の単独加入はできません。       ✾ 
✾ ・トータルがん、シンプルがん   掛金 3,000 円。シニア 6,000 円             ✾ 
✾ ・「生命」保障   2口共済金 1,000万円から 12口共済金 6,000万円         ✾ 
✾  ※年齢によって、共済掛金が違います。満 6 歳から満 65 歳。シニアは満 66 歳から 74 歳。✾ 

✾   なお、「生命」保障は保障年齢 6 歳から 65 歳。                                  ✾ 

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾ 

理事会開催日 地 区 事 業 所 名 業 種 

 

令和元年８月２８日 

安 代 だんぶり亭 飲食業 

松 尾 ＬＯＤＧＥ クラブマン 宿泊業 

西 根 桃海コーポレーション サービス業 

議案審議の様子 


