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映画「Ribbon」特別上映会 &
のんトークショー 開催

　４月23日（土）、アンバーホールで、のんさんが脚本・監督・
主演を務めた映画「Ribbon」の特別上映会とトークショーが行わ
れ、久慈市民等約280人が作品を鑑賞しました。今回の上映会は、
「Ribbonプロジェクトで応援してくれる久慈で絶対に映画を上映し
たい」というのんさんの強い要望によって実現したものです。
　トークショーでは、最初に「ただいま」と観客に呼びかけ、撮影
時の秘話や共演者とのエピソードについて語りました。
　また現在開催中のKUJI×Ribbonプロジェクトで、映画を盛り上げ
てくれていることにふれ、感謝を伝えていました。
　同日、㈲みかわや製菓と㈲沢菊による、会場でのKUJI×Ribbonプ
ロジェクトのコラボメニューの特別販売会が行われ、多くの方がメ
ルヘンリング（ドーナツ）やRibbonネコ（和菓子）等のRibbonコラ
ボ商品を購入していました。  特別販売会の様子

会場の入口をリボンで飾りました



中吉林業土木株式会社
「送配電線に注意」

久慈市源道 14－84　Tel 52－8888　Fax 52－8898

“地域の発展
　　それが我らのイノベーション”

代表取締役社長　山　崎　　　修
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お買い物は、地元のお店で

いわて
中小企業事業

継続支援センター
相談窓口

の設置について
　新型コロナウイルス感
染症の影響を受けた県内
事 業 者 の 事 業 継 続 に 向
け、過剰債務など金融面
の課題解決や再チャレン
ジ、事業承継等の相談支
援体制を強化するため、
当所では「いわて中小企
業事業継続支援センター
相談窓口」を設置しまし
た。お気軽にご相談くだ
さい。

お問い合わせ先
久慈商工会議所

（TEL 52-1000）

「事業復活支援金とは…」
　新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による大きな影響を受け、売上
が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、事業の継続及
び立て直しのための取組を支援するため、 事業全般に広く使える事業復活
支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

 ○サポート窓口開設日 
　5月17日（火）、5月19日（木）、5月24日（火）、5月26日（木）
　午前10時～午後3時受付まで（要電話予約）

 ○マイページ作成及び事前確認の期限 
　令和4年5月26日（木）まで　※申請期限と異なります

 ○支援金申請期限 　　令和4年5月31日（火）まで

 ○予約＆お問い合わせ 
　久慈商工会議所　TEL　0194-52-1000　まで
　詳細は同封のチラシをご覧いただき、お気軽にご相談ください。

事業復活支援金の申請サポート窓口を開設しています

新型コロナウイルス対応を含む各種補助金情報  （5/15現在)

 その①　事業再構築補助金 
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し売上回復が難しい中、経済社会の変化に対応するための新分野
展開や業態・業種転換や再編など、思い切った事業再構築に意欲を有する事業所への支援補助金。
　　☞申請開始は、令和4年5月下旬～6月上旬を予定
　　☞申請期限は、令和4年6月下旬
　　☞補助率等は、事業形態や目的により異なるため要確認。
　※以降、昨年度に引き続き何回か公募が行われる予定です。（日程未定）

 その②　小規模事業者持続化補助金（一般型）
　変化する経営環境の中で、持続的に事業を発展させるために必要な器具備品の購入を中心とした販路開拓
や、生産性向上に取り組む費用を支援する補助金。
　☞対象者は、小規模事業者（従業員20人以下または、商業・一部サービス業5人以下）
　☞補助上限は、50万円で補助率は２／３
※5月以降の公募時期が、まだ決定しておりません。

各種補助金等の申請には事業計画書が必須となり、書類準備等に2ヶ月程度要する場合もありま
すので、相談はお早めに！同封チラシの「専門家派遣事業」の活用をご検討ください。［注意］



本　　　社 久慈市川崎町 14-10 電話（0194）52-1335
採石事業所 九戸郡野田村大字玉川 電話（0194）78-3006

地域社会に貢献する

特定建設業

北星鉱業株式会社
代表取締役　下　田　正　志
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当所ホームページに各種情報発信中 !!

　新型コロナウイルス感染症
の影響を継続的に受けている
中ではありますが、全線開通し

た三陸沿岸道路を利活用する観光客に対し、観光サー
ビスの向上を目的として観光交通業部会が毎年「岩手
久慈ガイドマップ」を作成しております。
　このパンフレットには、当地域の飲食店や飲み処に
加え、土産品販売店や宿泊施設、周辺の地図を掲載し
ております。
　新型コロナウイルス感染状況やお店の都合により、
営業時間など変更となる場合がございますが、久慈に
お越しの際は是非ご活用ください。当所ホームページ
にも掲載しております。

　三陸グルメマンガプロジェクト実行委員会（委員長
山王敏彦会頭）は、令和２年度に「ラーメン旅情編」、
３年度に「海の幸編」を発刊しました。各地域の観光
施設等に設置をしていますが、無くなり次第終了とな
ります。久慈地域の主な設置場所は、道の駅くじ　や
ませ土風館、YOMUNOSU、久慈商工会議所です。是非、
この機会にご覧いただき、飲食店の応援のためにもお
店に足を運んでいただきたいです。

岩手久慈ガイドマップ 完成！！好評！！グルメマンガガイドブック

 左から、第一弾の「「ラーメン旅情編」と
第二弾の「海の幸編」

サイズ モノクロ フルカラー
① 18.0cm × 5.0cm 17,600 円 26,400 円

② 9.0cm × 5.0cm 8,800 円 13,200 円

複数月申込み、コロナ対策等チラシ折込み大歓迎

広 告 掲 載 の ご 案 内

　「くじ商工会議所ニュース」は、会員の皆様に親しまれ、
毎月約 1,000 部を発行しております。会員事業所の他、行
政機関や関係団体等にも配布しており、様々な方にご覧いた
だいおります。ぜひとも地域に向けた情報発信、会社の PR
やイメージアップに、会報の広告掲載をご活用ください。
【価格表】（月額・税込）
●広告

●折込チラシ　16,500 円
　※ ただし、次の条件を両方満たす場合は折込み料を免除い

たします。
① 新型コロナウイルス感染症の売上減少対策として、独

自のプランニングで経営改善を目的とする事業につい
て周知するものであること

②久慈商工会議所の会員であること

❶ ❷
1/2

【お問い合わせ先】  TEL：52-1000（地域振興課） 

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

【問い合わせ先】
 久慈商工会議所   地域振興課

 TEL 52-1000　FAX 52-1051



㈱大畑建築設計

建築・設計コンサルタント

代表取締役　大　畑　一　男

〒028－0051 久慈市川崎町16－24

TEL 52－1244　FAX 52－1347

ナンブ・工人通り　　街並景観・推進

〒028-0012　久慈市新井田4-21-2
☎0194（52）2552　FAX（53）9750

㍿黒沼建築設計事務所
開業 50 周年感 謝

・・・

（4）令和４年５月15日（日） くじ商工会議所ニュース

お買い物は、地元のお店で

岩手県県北広域振興局

　局　長　坊
ぼう

　良
ら

　英
ひで

　樹
き

　４月から岩手県県北広域振興局
に参りました坊良と申します。

　新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原材料・原
油価格高騰等により、飲食業や宿泊業をはじめとする幅
広い業種で厳しい経営状況が続いておりますが、感染を
抑制しながら、社会経済活動回復への対策を行う必要が
あります。
　振興局としては、地域産業の回復・活性化への支援を
行うとともに東日本大震災津波からの復興、人口減少対
策など様々な地域課題の解決に向けて、市町村や関係団
体の皆様と緊密に連携しながら取り組んで参りますので、
よろしくお願いします。

久慈公共職業安定所

　所　長　高
たか

　橋
はし

　　　修
おさむ

　令和４年４月の人事異動により、
秋田労働局からハローワーク久慈

に着任しました高橋と申します。久慈市を訪れるのは初
めてであり、どうぞよろしくお願いします。
　久慈商工会議所並びに久慈地域の皆様には日頃から大
変お世話になっております。
　また、当所の業務運営にご理解とご協力をいただいて
おり、厚くお礼申しあげます。
　新型コロナウイルス感染症の終息が見えず、更には世
界情勢においても著しい変化が進行するなど先行きが不
透明な状況にありますが、ハローワークでは、引き続き
感染対策を講じながら地域の雇用課題等に取組んでいく
所存でありますので、ご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。

二戸労働基準監督署

　署　長　岡
おか

　﨑
ざき

　隆
たか

　之
ゆき

　４月１日付で二戸労働基準監督
署長を拝命しました岡﨑と申しま

す。どうぞよろしくお願いします。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため過去２年間は
手探りで各種課題に取り組んでまいりましたが、当署管
内の労働災害はこの期間増加しており、今年度は労働災
害を減少させるための取り組みを強化することとしてお
ります。
　また、時間外労働の上限規制に関する効果的な情報発
信や長時間労働による健康障害防止対策を重点課題とし
て取り組むこととしています。
　ほかにも、労災保険の迅速・適正な給付など重要な課
題が山積しておりますが、いずれの課題にも全署を挙げ
て取り組んでまいりますので、貴会並びに会員の皆様の
益々の御理解、御協力をお願い申し上げます。

㈱北日本銀行　久慈支店

　支店長　一
ひとつ

　兜
かぶと

　清
きよ

　雅
まさ

　4 月の人事異動で久慈支店に赴
任して参りました一兜と申します。
地域の皆様におかれましては、平

素より北日本銀行をご愛顧いただき誠にありがとうござ
います。
　私の出身は大槌町で、町内でも少し内陸側で大ヶ口と
いうところです。姓については諸説ありますが、やや有
力なのは平家の落人で、漢字の一字で兜という姓は九州
の方にはあるらしく、逃げる際に漢字の一を姓に付けて
逃げ延びたという言い伝えがあります。私の経験では岩
手県内には一関に兜という姓の方がおります。
　趣味はゴルフです。何回やっても上手くはなりません
が、体を動かす機会ととらえて、日々、精進しております。
　平成４年の入行以来、久慈支店は 11 店舗目となります。
海の近くに来ると、勝手に親近感が湧いております。こ
れまでの経験を活かし、久慈地域の産業、経済発展の為、
尽力して参る所存でございますので、何卒ご指導ご鞭撻
の程、宜しくお願い致します。

新 任 の ご 挨 拶



国土交通大臣認定工場  Ｒグレード

地域社会の発展に貢献し続けます

下山鉄工株式会社
久慈市長内町 40-22-3

TEL(0194)53-9621  FAX(0194)53-9631

墓　石・記念碑・灯　篭

工事加工一式

大槻石材店
久慈市大川目町2の2の5

電 話：0194（55）3047　ＦＡＸ：0194（55）3080
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当所ホームページに各種情報発信中 !!

　久慈市は、新型コロナウイルス感染症で打撃を受けて
いる地元宿泊業者を支援するため、県内在住者（ビジネ
スを除く）を対象に市内宿泊施設の利用料金を１泊あた
り最大 3,000 円割り引く「久慈の宿 応援プロジェ
クト第２弾」を行っています。最大で１人あたり２
泊３日 6,000 円までの補助となります。
　利用方法や実施期間等、詳しくは久慈市の HP をご覧
ください。

対象施設（4/30 現在）※事業者の申請により随時更新

久慈第一ホテル、久慈ステーションホテル、
久慈グランドホテル、センターハウス平庭山荘

問合せ先
久慈市商工観光課（TEL 0194-52-2123）

 きずな共済のご案内 
福利厚生制度にご活用いただけます
入院給付金付災害割増特約・
ガン重点保障型生活習慣病
一時金特約付定期保険（団体型）

+久慈商工会議所独自の給付制度
　（見舞金・祝金制度）
+岩手県商工団体福祉制度連絡
　　　　　協議会独自の給付制度 

ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

※ 厳正なる抽選の上、当選者には商品のお届けを
もって、発表にかえさせていただきます。

 お問い合わせ先  久慈商工会議所　地域振興課　TEL  52-1000
 引 受 保 険 会 社  アクサ生命保険㈱盛岡営業所　TEL  019-651-2594

「ベストウィズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国
各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

 キャンペーン期間 

2022年5月2日㈪

▲ 6月30日㈭

きずな共済に加入・増口された事業主
または 個人保険・経営者向け保険を契約された方

抽選で「久慈の名産品」を
20名様にプレゼント！

６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）

 7 日（火）

14 日（火）

21 日（火）

日本政策金融公庫 
国民生活事業
（9 時～ 12 時）

 10 日（金）

お問い合わせは 

久慈商工会議所まで 

℡　52-1000

BWC  ベストウィズクラブ福祉制度
キャンペーンのご案内

能力開発セミナーのお知らせ
 中堅社員研修 

日　時： ６月９日（木）、10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：5月20日（金）

 Excelビジネス活用基礎
日　時： 6月16日（木）、17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：5月27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

県民
限定

久慈の宿

応援プロジェクト

第２弾実施中！！
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5月27日（金）
 スタート！
５月～10月 第4金曜日
17：00～20：00
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

久慈春まつり

日時：	令和４年5月21日㈯
	 午前 10時～午後 5時
会場：	駅前いつくし広場ほか

　開催を延期しておりましたが、上記の日程で、
開催することに決定しました。
　感染状況によっては、内容の変更や再延期の
可能性もありますので、ＨＰなどで最新情報を
ご確認ください。

＜お問い合わせ＞
久慈春まつり実行委員会
（久慈商工会議所内）
電話：0194-52-1000

事業所
取材 とき花

川崎町に新しいお店が仲間入りです

　久慈市川崎町に、天ぷらとおでんのお店「とき花」が 5 月下旬に
オープンします。営業日は木・金・土曜日の週末限定です。特に天
ぷらにはこだわっており、天ぷら粉には米粉を使用し、油も米油を
配合することで衣が油を吸収しにくく、カロリーと脂質をともに抑
えるように工夫しました。天ぷらの種類も定番のものからカマンベー
ルチーズといった珍しいものまで多く揃えています。
　店主の清水誉一氏は、「２年前からお店を開きたいと考えていま
した。会議所の方に色々と協力していただき、開業することができ
ました。メニューは天ぷらとおでんを中心にしており、おすすめメ
ニューはとり天です。今後はメニューを増やして、他の和食料理も
提供していきたいと思っています。会社帰りや休日に、ぜひ立ち寄っ
ていただきたいです」と語りました。

〒028-0051　岩手県久慈市川崎町10-16
TEL：0194-66-8166
営業日：木・金・土曜日（18:00～23:00）

５月下旬
オープン


