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「首都圏応援プロデュース事業」の
実施組合等を募集中！
　本会では、秋田県産の米粉用米による米粉を利

活用した新商品に対し、首都圏で売れる商品の開

発から販売促進までを一貫して支援する「首都圏

応援プロデュース事業」を実施します。本事業は、

首都圏で売れる商品を開発するとともに、県内食

料品関連業界の活性化を図ることを目的としてお

り、次の内容により、本事業に取り組まれる組合

等を募集しています。

⑴ 事業名「首都圏応援プロデュース事業」
⑵ 応募主体
　 ・ 県内に活動拠点を有する食料品関連業者
　 ・ 食料品関連業者を構成員とする事業協同

組合
⑶ 支援内容
　 ○補 助 率 10／10
　 ○限 度 額 １事業所あたり上限600千円
　 ○採択件数 ２事業所
⑷ 支援対象経費

サンプル品製作費、マーケティング調査参
加費、販売促進参加費
その他、本会が直接支援する範囲について
は、公募要領（※）をご覧ください。

⑸ 事業実施期間
事業計画の採択決定日から平成 23 年３月
15 日まで

⑹ 公募期間
平成22年６月28日㈪〜７月30日㈮必着

⑺ 採択方法
公的機関、商工団体、民間等からなる審査
会において、応募者によるプレゼンテー
ション（サンプル品の試食を含む。）を行い、
内容を審査して採択を決定します。

※公募要領等につきましては、本会ホームページ
（http://www.chuokai-akita.or.jp/）に掲載してお
ります。
○申し込み・お問い合わせ先
 本会工業振興課（TEL018-863-8701）

「経営計画作成塾」の受講者を募集！
　本会では、会員組合・組合員企業の皆様を対象

に、組合 ･ 企業の経営に必要な基本事項をマス

ターし、経営基盤の確立、経営改善計画書の作成

や経営管理手法等を習得することを目的に、「経

営計画作成塾」を次のスケジュールで開催します。

　是非、この機会に、ご参加ください。

回数 開催日 テーマ及び実施内容（予定）

第1回
7/22
㈭

「ビジネスリーダーに必要な力」
＊…情報化社会を生き抜くための能
力とは

第２回
8/18
㈬

「事業計画の目的・役割と社外評価」
＊自社の強み・弱みの理解

第３回
9/2
㈭

「経営計画作成手法について①」
＊…経営資源の適正配分及び部門別
経営計画策定のポイント

第４回
9/22
㈬

「経営計画作成手法について②」
＊キャッシュフロー計算書等

第５回
10/14
㈭

「経営計画作成手法について③」
＊資金繰り表・借入返済計画書等…

第６回
11/11
㈭

「経営計画作成手法について④」
＊金融機関との交渉方法

○講　師　企業経営アドバイザー

 小関　昌男（こせき まさお）氏

講師略歴等

 金融機関へ勤務後、県内製造業の経営指導に

携わり、企業の体質改善や事業再生を成功さ

せるなど、多くの指導実績があります。

○場　所　第１回、第６回は、秋田市内のホテル

　　　　　第２回〜第５回は、本会会議室

○時　間　いずれの回も、午後３時〜午後５時
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　６月 16 日㈬、秋田市のホテルメトロポリタン

秋田において、財団法人秋田経済研究所の 2010

年度中小企業振興表彰式が行われ、協同組合横手

やきそば暖簾会（伊藤一男理事長、40 組合員）

が新起事業激励賞を受賞しました。

　同組合は、地域活性化のためのイベントでの実

演販売や情報発信など多彩な活動を行っており、

平成 21 年９月に開催されたＢ級ご当地グルメの

祭典「Ｂ−１グランプリ in 横手」ではゴールド

グランプリを獲得し、横手やきそばの知名度を全

国レベルに高めました。

　「横手やきそば」という地域資源に着目し、交

流人口の拡大と地域観光の振興に貢献してきた活

動とその成果が高く評価され、今後の街おこしに

かける熱意と情報発信力を期待されての授賞とな

りました。

中小企業振興表彰を授賞
� 〜協同組合横手やきそば暖簾会〜

地域資源活用事業申請に向け
ブラッシュアップを実施！
　６月７日㈪、本会の会議室において、本会が中

小企業応援センター事業の一環として支援を行っ

ている地域資源活用事業申請予定企業に対し、

（独）中小企業基盤整備機構が申請書類のブラッ

シュアップを実施しました。

　申請を予定しているのは、㈱浅利佐助商店と菊

地合板木工㈱の２社で、㈱浅利佐助商店は、「新

製法高濃度スープ等の開発とそれを活用した新製

品の開発及び販売事業」を、菊地合板木工㈱は、

「海外ターゲット市場のニーズに対応した障子ス

クリーンと関連商品の開発・販売事業」を計画し

ています。

　当日は、中小企業基盤整備機構の担当者からの

質問に各企業が事業の詳細を説明しながら答える

など、活発な話し合いが行われ、中小企業基盤整

備機構からは認定に向け、事業計画書作成につい

てのアドバイスが行なわれました。

　本会では、本打合せ会の結果を踏まえ引き続き

支援を行っていくことにしております。

授賞の挨拶をする伊藤理事長

㈱浅利佐助商店打合せ会の様子

菊地合板木工㈱の障子スクリーン

　６月 18 日㈮から 20 日㈰まで、秋田市の秋田

県立武道館において、全国建具組合連合会（上中

節彦会長）と秋田県建具組合連合会（小松俊悦会

長）の主催により、第 55 回全国建具組合連合会

秋田大会が開催されました。

　本大会は、建具技術の継承や技能の向上、消費

者に優れた建具製品を知ってもらうことなどを目

的としており、本県では 34 年ぶりの開催となり

ました。

　全国の建具業者が出席した業者大会では、各賞

の表彰が行われ、本県からは㈲今野木工所（秋田

市建具工業㈿理事長企業）が秋田県知事賞を受賞

第55回全国建具組合連合会秋田大会が
開催されました！

○受講料　　　お一人　8,000 円（全６回分）

○申込締切日　平成 22 年７月 12 日㈪

○申し込み・お問い合わせ先

　本会商業振興課（TEL018-863-8701）

※ 開催チラシ・受講申込書は、本会ホームページ

（https://www.chuokai-akita.or.jp/）からダウ

ンロードできます。
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－仕事の内容を教えて下さい。
　組合事務局の職員は３人で、私

は輸送斡旋などの配送業務と事務管理業務を行って

います。ときには営業活動にも出掛けます。

　配送業務の仕事がありましたら、是非、一言声を

掛けてください。走って参ります。よろしくお願い

します。

－今熱中していることは何ですか?　
　楽しみにしていることは、事務局協議会等を通じ

て知り合った異業種の組合の女性職員の仲間との交

流会（会の名前もあるんですよ！）です。２カ月に

一度位みんなで集まって、食事やおしゃべりで賑や

かに過ごします。私は歌も大好きで、みんなで行く

カラオケも楽しみの一つです。

－座右の銘は何ですか?　
 　「原点に帰る」ということを大切にしています。

配送業務はお客様との電話での応対が殆どなので、

特に他県の荷主様の場合は一番、言葉に十分気をつ

けています。電話では相手の方の姿も表情も分かり

ませんから、その方がどんな気持ちなのかを知るこ

とが出来ません。ですから、電話口で笑うことさえ

気遣う場合もあります。できるだけお客様の気持ち

に近づけるように配慮しています。そのためには、

常に原点に帰って、言葉の使い方に気をつけるよう

にしています。

－好きな映画はありますか。　
　映画ではありませんが、今好きなのは韓国ドラマ

の「アイリス」です。毎週楽しみに見ています！

秋田県トラック運送事業協同組合												
事務局長　青　山　京　子さん

◆クールビズ実施のお知らせ◆ 

　本会では、６月 14 日〜９月 30 日までを「ク

ールビズ」期間として、ノーネクタイ、ノー上

着等の軽装で業務を行わせていただいておりま

すので、ご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。……………………………………………………………………………………………

　また、本会をご訪問いただく際や、本会主催

の会議等にご出席の際には、是非「クールビス」

でお越しくださいますようお願い申し上げます。

平成22年度通常総会・第１回研修会を開催
〜あきた食品振興プラザ〜

　６月 23 日㈬、秋田市のホテルメトロポリタン
秋田において、あきた食品振興プラザ（後藤一会長、
149会員）の平成 22 年度通常総会及び第１回研
修会が開催されました。
　総会では、平成 21 年度の事業報告及び収支決
算が承認されたほか、平成 22 年度事業計画、収
支予算案が原案どおり満場一致で可決 ･ 承認され
ました。
　また、役員改選が行われ、会長に秋田県菓子工
業組合の後藤一理事長が再任されました。
　総会終了後に開催された第１回研修会では、株
式会社ひびき代表取締役日疋好春氏を講師として

「農商工連携」をテーマに講演が行われ、農商工連
携による販路の開拓や地域貢献活動等に関する企
業の取組事例の紹介、農商工連携に取り組む際の
アドバイスや提言がありました。

するなど、22 業者が入賞しました。また、全国

建具展示会では、全国の建具業者が製作した建具

132 点が展示され、会期中、約１万人の来場者に、

伝統工芸技術の繊細な魅力と匠の技の素晴らしさ

を伝えた大会となりました。
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本会ホームページをご覧下さい ! 
　「中小企業あきた」を本会のホームページに掲
載しています。
　ホームページでは、バックナンバーもご覧い
ただけます。
　組合員への情報提供等にご活用下さい !	
URL http://www.chuokai-akita.or.jp/kaihou/

中央会メール情報サービス（無料）のご案内！
　本会では、各種補助金の募集やイベント・セミ
ナー情報等を組合や組合員企業へ電子メールにて
お届けする「中小企業メール情報サービス」を提
供しております。皆様の経営の一助として是非ご
活用下さい。
　申し込み・お問い合わせは、本会調査広報課（☎
018-863-8701）までご連絡下さい。なお、購読
の申込については、下記 URL から直接申し込み
できます。
http://www.chuokai-akita.or.jp/mails/mail.html

「中小企業あきた」の
暑中見舞広告の募集

本会機関誌「中小企業あきた」８月号に
掲載する暑中見舞広告の募集を行ってお
ります。
　是非とも掲載くださるよう、お願い申
し上げます。

○１コマ
29mm（タテ）×84mm（ヨコ） 6,000円
○２コマ
60mm（タテ）×84mm（ヨコ） 9,000円
○３コマ
91mm（タテ）×84mm（ヨコ） 12,000円
○４コマ
60mm（タテ）×170mm（ヨコ） 15,000円
○６コマ
91mm（タテ）×170mm（ヨコ） 20,000円

◆申込締切日　　７月12日㈪

◆申し込み・お問い合わせ先
　本会調査広報課（☎018−863−8701）




