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令和４年鹿角市プレミアム付商品券
購入申し込み受付開始！

今年も鹿角市プレミアム付商品券が発行されます。例年の「20％プレミアムつかエール商品券」 、

「 30％プレミアム超つかエール商品券」に加え、飲食店で使用できる「50％プレミアム超食エール飲

食券」と鹿角で初の電子マネー版商品券としてハミングカード協同組合が運営するハミングPayを活用

した「鹿角プレミアムPay」の全４種類の商品券が発行されます。

購入には事前申し込みが必要となり、購入申込書は6月の鹿角市広報、新聞折り込みを確認いただく

か、鹿角市役所本支所、ハミングカード事務局、商工会に設置しておりますので、はがきを

切り取り郵送でお申込み願います。ぜひご活用ください！

デザイン

使える店
全ての
加盟店

大型店・ｺﾝﾋﾞﾆを除く

加盟店
大型店・ｺﾝﾋﾞﾆを除く

飲食店等
ﾊﾐﾝｸﾞｶｰﾄﾞ協同組合

加盟店

販売単位 1,000円券が12枚 1,000円券が13枚 500円券が3枚
13,000円分の
電子マネー

販売額 １万円 １万円 １千円 １万円

発行数 15,000セット 15,000セット 30,000セット 2,000セット

購入上限 1人10セットまで 1人10セットまで 1人20セットまで 1人10セットまで

有効期限 令和5年1月31日まで
※Payは令和5年1月31日かチャージ日から6ケ月以内のいずれか早い日

１円単位で

使える！

お申込は

6月17日(金)
まで！
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社業の発展と地域の経済振興へのご尽力
～優良従業員表彰～

大 西 香 菜 ㈱ユゼ 畠 山 主 悠 ㈱タカヤ 清 水 卓 也 ㈲クイック

山 本 杏 子 ㈱浅利佐助商店 塚 田 一 正 ㈱青山精工 栁舘 富志子 ㈲クイック

中 村 実 中村土木 阿 部 忍 ㈱ホテル鹿角 田中 由紀子 ㈲クイック

木 村 秀 輝 八幡平グリーンエナジー㈱ 浅 水 健 太 ㈱柳澤鉄工所 木 村 久 子 鹿角エヌ・シー・エル㈱

相 馬 和 美 ㈱タカヤ 太田見 三雄 シー・アンド・シー㈱ （申込順、敬称略）

総代会終了後に「優良従業員表彰」を行いました。勤続年数

10年以上かつ勤務成績が優秀な従業員の皆様の表彰です。今

年度は１１社１４名が受賞されました。日々の地域経済振興へ

のご尽力に厚く感謝申し上げます。

第２０回 令和４年度通常総代会開催

写真

令和４年度の通常総代会を５月

２７日（金）に開催し、上程され

た議案は全て原案どおり可決承認

されました。

今年度より商工会創生プラン

（2017～2021年度）の実績をベー

スに、次の５年間の計画「商工会

成長プラン’22-26」を実施します。

これまで以上に組織体制を強化し、

事業者への積極的な支援に努めて

まいります。

～ 秋田県よろず支援拠点からのお知らせ ～

事業所や各種団体へ市役所職員が
訪問し、マイナンバーカードの申請
受付をします！この機会にマイナン
バーカードを作りましょう！！

（お気軽にご相談ください）

出張申請の申込み、問い合わせは
鹿角市役所 市民課 戸籍年金班
ＴＥＬ 0186-30-0212
ＦＡＸ 0186-22-2042

土日祝日
もＯＫ

中小企業や小規模事業者の経営者が抱える

経営上のあらゆる相談を各分野に精通した
コーディネーターが応じます。
毎月第２月曜日、鹿角地区に出張窓口を開

設し、経営相談に応じ
ております。是非ご活用

ください。（事前予約制）



販路開拓支援事業

展示会出展費用を補助します
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プレミアム率 プレミアム率

％％

ビジネスマッチ東北2022秋
出展者募集中

令和4年11月10日に宮城県仙台市で開催される

ビジネスマッチ東北2022秋の出展申し込みを受

付中です。商品のPRとバイヤーとの商談で毎年

実績のある商談会です！

商工会では出展料の1/2を補助するほか、食品

関連の小規模事業者の方には出展に係る費用の一

部を補助いたしますので、出展を希望される方は

商工会までお問い合わせください。

新型コロナウイルスの影響で大きな変革が求

められる時代となり、積極的な販路開拓が求め

られます。

商工会では販路開拓支援として、会員の皆様

が展示会、商談会に出展する際の出展料の補助

を行うことといたしました。詳しい内容につい

ては商工会までお問合せください。

（一部対象外の展示会・商談会もあります。）

青年部・女性部の活動紹介

鹿角きりたんぽFMで放送している青年部の番組

「鹿角へっちょレディオ」では事業の紹介やキャン

ペーン情報、地域の話題を募集しています。青年部

員が番組内でご紹介しますので、情報をお寄せくだ

さい！また、ご出演いただける事業者の方を募集し

ています！青年部メールまで情報をお寄せくださ

い！ k.seinennbu@gmail.com

今年度の女性部では「次なる１０年」を見据え

て女性の感性や地域の特色を生かした事業活動や

地域コミュニティーの創出に積極的に取り組んで

まいります。女性部活動や鹿角の情報については、

女性部Webサイトでも発信しておりますので、こ

ちらもぜひご覧ください。

http://kazuno-kurasapo.net/

創生から成長へ！
かづの商工会“第2期アクションプログラム”始動！

県下２１商工会が一体となり取り組む第２期アクションプログラムは「変化に対応し確かなビジョ

ンと実行力で事業者とともに挑み続ける」の共通の旗印のもと、以下の１０施策を展開します。



事業所名 代表者名 業種

More Chiffon 柳沢 智嘉子 小 売 業

みき音楽教室 畠山 美紀 サービス業

スナック泉 白取 久枝 飲 食 業

スナックアイドル 折戸 和子 飲 食 業

商工会では新規の会員を募集しています。お近くに加

入していない事業所がございましたら、商工会までご

連絡ください。事務局職員がご加入の説明に伺います。

会 員 数 ８６１名 青年部員数 ３４名

商工業者数 １，４７６名 女性部員数 ９５名

（令和４年６月１日現在）

事業所名 代表者名 業種

仁家組 木村 仁幸 建 設 業

スナック横丁 斎藤 みさ子 飲 食 業

カヅノオート 安保 寿利 サービス業
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新規会員のご紹介・会員募集

企業支援課 総務課

事務局長(転入)
高木 和昭

（北秋田市出身）

副事務局長
安保 奈緒美
（大仙市出身）

主事
奈良 樹

（鹿角市出身）

主査
金田 智美

（鹿角市出身）

課長補佐
田中 和則

（大館市出身）

課長
安保 奈緒美
（大仙市出身）

【担当業務】

・講習会企画、雇用開発
・広報、Webサイト管理
・製造業部会、観光業部会

【担当業務】

・労働保険事務組合
・一般庶務、経理、会費
・商業部会

令和４年度
かづの商工会 事務局体制

事務局総轄

主事
村岡 知紘

（北秋田市出身）

主事
川又 このみ
（鹿角市出身）

課長
岩井 寛樹

（鹿角市出身）

地域振興課（小坂支所業務兼務）

【担当業務】

・各種共済、各種検定
・販路拡大支援、地域振興
・サービス業部会、建設業部会
・青年部、女性部

小坂支所 開所日
月・木曜日

10：00～16：00
※火・水・金曜日閉所

主事(新任)
工藤 清歌

（鹿角市出身）

課長
渡辺 正臣

（旧比内町出身）

主任
高橋 祐希

（由利本荘市出身）

主事
宮野 佳那子

（北秋田市出身）
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会費納入のお願い

令和４年度の商工会費の納入をお願いし
ております。会費は６月末日までに納入く
ださい。また、口座振替は８月１日（月）
に指定の口座より振替させていただきます。
ご協力をお願いいたします。

○納入方法及び納入期日
（１）自動振替 ：８月１日に一括振替
（２）口座振込 ：１２月末日
（３）事務局持参：６月末日
（４）事務局集金：６月末日

主査(転入)
佐藤 恭之

（男鹿市出身）

主事（新任）
加賀谷 俊輔
（秋田市出身）

今年度の新任職員を紹介します！

工藤 清歌（くどう さやか） ・・・・・・
昨年度は嘱託職員としてお世話になっており、4

月より職員として配属となりました。わからない
こともまだまだ多いですが、皆様に信頼される職
員になれるよう努力をしてまいりますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。

加賀谷 俊輔（かがや しゅんすけ） ・・・・
皆様初めまして、新任職員としてかづの商工会に

配属となりました加賀谷俊輔です。出身は秋田市で
す。鹿角地域に訪れたことはなかったので初めての
ことが多いですが、地域の長所に着目し、貢献した
いと思います。


