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市内は六日町、おいらせの斑雪の景色。春隣とはいうものの川面には寒い風が吹く。

大川を曲げて定まる春の景　　　晃

3　〈この人に聞く〉　東北電力㈱十和田営業所　所長　堤 幸治さん
5　〈匠〉　とうてつ駅そば十和田中央店の「チキンカツカレー」
6　〈快進撃企業に学べ〉　非常時に圧巻の対応を見せた帝国ホテル
7　青年部インフォメーション　臨時総会および新年会を開催
8　〈トピックス〉　定期航空路線を活用した交流推進事業に石川会頭が参加
10　平成29年度 日商検定試験情報
12　〈今月のショーウィンドー〉　㈱ＷＡＮＤ
12　〈きらめけっ未来の主役〉　㈱小川鉄工　古屋敷 直哉さん

4　平成28年度連載企画〈地方創生〉　最終回　健康長寿応援事業

はだらゆき



●当所事業　●外部事業　●各種イベント

武田双雲（たけだ そううん）／ 1975年熊本生まれ。東京理科大
学を卒業後ＮＴＴに就職、約３年後に書道家として独立。ＮＨＫ大
河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」、世界一のスパコン「京」
など数々の題字を手がける。独自の世界観で全国で個展を開催。
作品集「たのしか」「絆」など著書は40を超える。書道教室には
約300人の門下生が通う（2005年新規募集締め切り）。2013年
度、文化庁から文化交流使に任命され、ベトナム～インドネシアに
て活動するなど、世界各国からさまざまなオファーを受ける。

日 月 火 水 木 金 土
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1963年青森市生まれ。青森東高校を卒業し、’82年東北電力㈱入社。郡山営
業所総務課副長、日本原燃㈱青森本部広報・地域交流グループ出向、本社総
務部副長（防災・危機管理）、青森支店企画・総務部長等を経て、2016年
十和田営業所に所長として着任した。十和田商工会議所参与、十和田地区工
事業電気災害防止協議会顧問、管轄市町（十和田市、七戸町、東北町、六戸町）
防災会議・国民保護協議会委員、十和田市交通安全協会・十和田地区安全運
転管理事業主会理事、青森県南地区エネルギー問題懇談会委員なども務める。

Profile

事業所概要
所　長：堤　幸治
所在地：十和田市西三番町7-1
ＴＥＬ：0176-25-5001　　ＦＡＸ：0176-24-3760
Ｈ　Ｐ：http://www.tohoku-epco.co.jp/

よりそう　 ねっと 会員募集中！
Webで料金が
すぐわかる！

おトクな
ポイント※を
もらえる！

各種
お手続きが
かんたんに！

最適な
料金プランが
わかる！

※たまったポイントはご当地商品や、コンビニなどで使える共通ポイントに交換できます。

●e

あの感動は今でも
　昔は停電になることが多く、柱上で黙々と復旧に
あたる東北電力の社員の姿と、テレビっ子の私に
とって、テレビが復活した時の二重の感動は今でも
憶えています。その感動が志望動機の一つでした。
総務部門を長く経験しましたが、業務は多岐にわた
り、会社を守り・支え・強くするミッションがある
ことを学びました。災害対応の都度、電気が地域の
皆さまの大事なライフラインであることを再認識
し、改めて「社会的に意義のある重要な仕事をして
いるんだ」という責任感を感じます。
　
電力のプロとして
　所員には、自分の経験を踏まえて「顔を上げ、前
を向いて欲しい」「大きな声を出して欲しい」「プロ
意識をもって欲しい」と伝えています。特にプロに
は、プロフェッショナル、エキスパート、スペシャ
リストの意味を込めており、電力業界も変革の只中
にありますが、失敗を恐れずに電力のプロとして、
コーポレートスローガン「より、そう、ちから。」
の実現に向けチャレンジして欲しいと思います。
　
音楽はいつも体の中を流れて
　テレビっ子は今も健在で、特にCMが大好きです。
短い時間に映像と音楽が織り成す表現には感動すら
覚えます。カラオケは苦手ですが音楽も大好きで、
J-POP、歌謡曲、洋楽、オペラ、津軽三味線、ジュ
ニオケなどジャンルは問わず、良い曲だと感じると
鳥肌が立ちます。以前ウィスキーのCMに使われて
いた「夜がくる」や、当社CMで流れている故河島
英五の「元気ですか」は頻繁に体の中で流れていま
す（笑）。
　
「大は小を兼ねる」を目標に
　単身赴任も間もなく連続15年目に突入します。
マイホームを建てて14年、自宅通勤は一度もあり
ません（笑）。自炊生活にも慣れた一方、全種類の
お弁当を制覇したコンビニも数店ありますし、おか
げで料理は一通りできるようになりました。「気は
優しく力持ち」が理想男性像なので、“大男、総身
に知恵が回りかね”と言われないように、何でもで
きるようになりたいと思います。
　
地域とお客さまのパートナーとして
　まずは、最大で永遠の使命である「電力の安定供
給」を今後もしっかりと果たし、地域になくてはな
らない企業、お客さまから選ばれる企業を目指しま
す。その上で、電気事業という枠組みを超えて地域
の課題解決へも一緒に取り組んでいきたいと考えて
います。その一つとして今は、人口減少の解決に向
けて「出会いの広場プロジェクト」を立ち上げ、婚
活事業計画を進めています。



地方創生～地域愛と魅力あふれるまちへ～

「十和田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」より

⑩健康長寿応援事業

※平成28年度連載企画「地方創生」は今号で最終回となります。

官庁街通りは、
１周約2.1km。

分速80mで２周歩くと、
食パン(6枚切)1枚分
のカロリーを消費！
所要時間は
　約26分

ポイント対象事業：１項目10ポイント
◎市が実施する各種健康診査（集団、個別、人間ドック）
特定健康診査、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診、
前立腺がん検診、骨粗しょう症健診、肝炎ウイルス検査
◎職場で受けた健診（事業所健診等）
○市が実施する健康講座等
保健指導、さわやか健康講座（１講座につき10ポイント）、健康とわだエンジョイウォーク、地域健康教室、
献血（年度内１回）、十和田市民大学講座（健康増進課共催）、十和田ウォーク（旧太素ウォーク）など

「職場で健診を受けた」というみなさんにお願いです！
　皆さんの受診状況を把握し、市民の健康づくりに役立てていくために、職場での健診結果の提
供にご協力ください。職場健診の結果を保健センターまたは国民健康保険課までご持参ください。

■ライフステージに応じた生活習慣の改善■
　十和田市では、定期的な健診受診とその結果による生活習慣の振り返りを通じて、健康的な食生活や運動習
慣を身につけてもらうため、ポイントラリーやウォーキングイベント等を実施しています。

　健康診査や健康講座を受けてポイントをゲット！楽しみながら健康づくりをするきっかけに！

　官庁街通りに距離や歩数が分かる案内板を設置
して市民の運動習慣定着率向上を図るほか、
ウォーキングイベント「健康とわだエンジョイ
ウォーク」などを開催。
無理せず焦らず続けることが大切です。

①各種健診（検診）、
健康講座等を受け
る。

◎市が実施する各種健
康診査または、職場
健診を受ける。

○市が実施する健康講
座等を受ける。

※◎は必須項目！

②ポイントをもらう！

○集団健診・健康講座
等を受けた方は、そ
の場でポイントがも
らえる。
○ドックや個別、職場
で実施した場合は結
果表を、献血を実施
した場合は献血カー
ドをスタンプ場所に
持って行く。

※ポイントカードに１項
目10ポイントのスタン
プをつきます。

③30ポイント集まっ
たら、入浴券か運動
施設利用券と交換！

30ポイント以上集まっ
たポイントカードを、参
加賞引換場所まで持っ
て行く。
すると、温泉無料入浴券
やフィットネス無料体験
など市内各種施設の利
用券いずれか１つと交
換することができる。
※平成28年度は、焼山「市
民の家」無料入浴券２回
分、市総合体育センター
のウォーキングコース無
料利用券２回分など

※平成29年度も継続を予定

④さらにポイントを集
めてQUOカードも
もらっちゃおう！

左の参加賞プラス
★60ポイント以上は、
500円分のQUOカー
ド１枚
★100ポイント以上だ
と、さらに500円分
のQUOカードをも
う１枚

【お問合せ先】十和田市健康増進課（保健センター）　TEL 0176-51-6791

設置
か、か、
イイ

◎の中から
1項目必須!
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十和田営業所　〒034-0082　十和田市西二番町4-11　十和田商工会館２階　TEL 0176-24-2624

十和田観光電鉄㈱
とうてつ駅そば十和田中央店

■所在地　稲生町17-3（十和田観光電鉄㈱本社となり）
■営業時間　7：00 ～ 19：00（年中無休）　　■ＴＥＬ　0176－23－5152
■代表取締役社長　白石鉄右エ門　　■http://www.toutetsu.co.jp/
■ＴＥＬ　0176－23－3131　　■ＦＡＸ　0176－23－6153

其ノ
四十

　肉厚ジューシーなチキン
カツに、昔ながらなカレー
がかかったボリューム満点
の『チキンカツカレー』。
十和田中央バス停前、“安
くて、早くて、うまい！ ”
で親しまれる、とうてつ駅
そば十和田中央店の人気メ
ニューだ。
　
至ってオーソドックスな
　チキンカツに使う鶏肉は
地元・十和田産。当初は大
きくて安価な外国産だった
が、やはり美味しいものを食べていただきたいとの思
いで、格段に旨さで勝る国産へ切り替えた。一口食べ
た途端、サクッとした衣の次にやってくる柔らかく肉
厚な食感と、噛むほどにしみ出る旨味に驚かされる。
仕込みにも手間を惜しまないため、平日は一日限定５
食（土・日・祝日は限定10食）だ。
　カレーはまさしく正統派といった感じで、どことな
くノスタルジックな味わい。優しい口当たりに甘口か
なと思ってしまうが、ルーは辛口とのこと。玉ねぎを

たっぷり入れることで、溶
け出した甘みがまろやかさ
を生み出しているのだ。そ
ういえば、食べるうちにじ
わじわと辛さが効いてきた
ような…。
　
ボリュームを感じさせない
　出てきた瞬間、食べ切れ
るのかとの不安もよぎる
が、心配無用。スプーンが
止まることなくペロリと平
らげてしまう。駅そばのタ
レを使った付け合せのスー

プも相性がよく、嬉しい存在。もはや550円で得られ
る満足感ではない逸品なのだ。
　
多くの人に親しまれる食堂として
　看板である駅そばは相変わらずの人気で、老若男女を
問わずひっきりなしにお客さんがやって来る。天ぷら、
山菜、生卵がのったお得なスペシャルそば（420円）が
オススメで、新メニューも開発中とのこと。多くのお客
さんに支えられながら、これからも駅そばの旅は続く。

とうてつ駅そば十和田中央店

十和田観光電鉄株式会社
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柔らかな肉厚チキンカツがのったボリューム満点のチキンカツカレー。
駅そばのタレを使った付合せのスープ(左奥)との相性も抜群。



著者プロフィール：1947年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授などを経て、2008年４月より法政大学大学院
政策創造研究科（地域づくり大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長。他に、人を大切にする経営学会会長はじめ、国や県、
市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員を多数兼務している。専門は中小企業経営論・地域経済論・著書に『日本で
いちばん大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出版）など。

※取得価額の合計額2,000万円以上が対象、
100億円が限度
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策　定

基づく

事業者

設備投資

地域中核事業計画（仮称） 確認・
 認定

国・
都道府県称）

知っておくべき 税のこと vol.32

泊するホテルなどを確保できなかった、いわゆる帰宅
難民は、寒さをしのぐことのできる安全なビルも大半
が閉鎖されてしまっていたので、いてつくような寒さ
の中、屋外で一夜を過ごすことを覚悟した。
　それを見かねた帝国ホテルのスタッフは、なんと日
比谷公園やその近くに避難していた帰宅難民をホテル
内に誘導したのである。その数はなんと2000人以上
に及んだ。広い豪華なロビーはもとより、大半の宴会
場や会議室、さらには廊下までも開放し、帰宅難民を
受け入れたのである。それ
ばかりか、寒さに震える一
人一人に温かい毛布を提供
するとともに、缶入りパン
やペットボトルの差し入れ
を行ったという。
　圧巻なのは深夜、総料理長らが、対策本部にいた小
林会長(当時社長)に「明日の朝は冷え込みが厳しいよ
うです。少しでも帰宅難民の方々の体を温めてあげた
いので、明朝、全員に野菜スープをごちそうしてあげ
たいのですが……」と許可を求めに来た。小林会長は

「それはよいことに気付いてくれました。
ところで2000人分の用意はできるので
すか？」と聞いた。すると総料理長は「何
とか工夫します」と答え、翌朝2000人
以上の帰宅難民に温かいスープが配られ
たという。
　この話を聞き、学会員全員が「さすが
帝国ホテル……」と絶賛したのは言うま
でもない。

　大規模な天変地変などが発生した折、「よくぞここ
まで……」お礼申し上げたくなるほどのことを「お互
いさまですから当然です」と実行する企業や人々がい
る。一方、目の前に助けを求めている人々がいるにも
かかわらず、見て見ぬふりをする企業や人々もいる。
また、あれほど平時において、社員を大切にすると公
言しながら、不況や円高になると「やむを得ませんで
した」などと、平然と社員をリストラする企業も散見
される。

　その意味では、いかなる組織体も
人もそうであるが、その本性・本気
度が顕在化するのは、いつの時代も
平時ではなく非常時なのである。昨
年の「人を大切にする経営学会第３
回全国大会」にお招きした帝国ホテ
ルの小林哲也会長から、数々のエピ
ソードを含めた講話を聴くことがで

きた。その全てをここで紹介することはできないが、
あの６年前に発生した「東日本大震災」の時、帝国ホ
テルがとった行動の一つを紹介する。
　周知のように、あの大震災は都内にま
で甚大な被害を与え、あらゆる交通機関
のマヒ状態が深夜まで続き、多くの帰宅
難民を発生させた。余談であるが、筆者
もその一人であった。幸いにして筆者は
東京駅の近くにいたこともあり、深夜動
き出した最初の新幹線に乗ることがで
き、翌日の明け方、ようやく自宅にたど
り着くことができた。しかしながら、宿

第11回 非常時に圧巻の対応を見せた 『帝国ホテル』
法政大学大学院政策創造研究科　教授　坂本光司

　事業者が策定し、都道府県が認定する地域中核事業計画（仮称）に基づいて行う設備投資に対する減税措
置を創設。地域の中核企業による先端ものづくりやインバウンド観光など、地域の強みを活かした先進的な
事業に必要な設備投資（地域未来投資）を強力に後押しする。【適用期間：２年間（平成30年度末まで）】

地域未来投資促進税制の創設

税額控除

４％

４％

２％

特別償却

40％

40％

20％

対象設備

機械・装置

器具・備品

建物・建物附属設備・
構築物
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青年部INFOMATION

会員大募集 ●年齢50歳まで　●年会費18,000円　●連絡先／十和田商工会議所青年部　24-1111

　１月19日、富士屋グランドホールにて当青年部の
臨時総会ならびに新年会を開催致しました。臨時総会
では、平成29年度の理事、組織図が満場一致で滞り
なく決定致しました。また、今回は初めての試みとし

て、OB会員緒先輩方との合同開催としてみました。
青年部会員との交流も今まで以上にグッと深まり、大
変有意義な時間となりました。また、前回も大変好評
でした余興「利き酒対決」ではOB会員も加わり、４チー
ム対抗による熱い戦いが繰り広げられました。
　各チームの代表者は、ステージ上での利き酒本番タ
イムでは、まさに真剣そのもの。中には、余興前にす
でに飲みすぎて、正解数０のチームもありましたが、
みなさん笑顔で楽しんでいました。観光委員会の皆様、
２連覇おめでとうございました！
　そして、次回こそ打倒！観光委員会ですね（笑）。

私たちと一緒に楽しく活動したり、新しい仲間を見つけてみませんか？

大会について詳細が決まりましたら、下記WEB等を通じてお知らせします。
公 式 Ｈ Ｐ　http://www.towada.or.jp/yeg/towadakomarathon.html
ランネット　http://runnet.jp/
Facebook　十和田湖マラソン大会実行委員会で検索
続報をどうぞご期待ください。

　第１回十和田湖マラソン大会へのご参加とご協力、
誠にありがとうございました。
　多大なご反響をいただき、今年も開催へ向け計画・
準備を進めております。
　
（仮）第２回十和田湖マラソン大会開催概要
日　時　７月９日（日）9:00スタート
場　所　十和田湖畔沿い（秋田県～青森県）
種　目　ハーフコース
主　催　十和田湖マラソン大会実行委員会

『神秘の湖を走破する』
今年も「十和田湖マラソン大会」

開催に向けて計画しています!

石川会頭からもご挨拶をいただいた

第１回大会は、昨年7月10日に開催され、全国から集まった
470人のランナーが新緑の湖畔を疾走した。

見事２連覇達成の観光委員会

十和田商工会議所青年部
総務委員会

委員長　竹田  裕一（㈲吉田薬局）

臨時総会および新年会を開催

たけだ ゆういち



Topics

たとえば…
●不当な債権取り立て　●みかじめ料等付き合いの要求
●各種示談への介入　　●組織への勧誘・離脱　　等々

青森県暴力追放県民センター
　TEL 017－723－8930（平日8:30 ～ 17:00）
青森県警本部
　TEL 017-723-4211（組織犯罪対策課）
　TEL 017-735-9110または#9110（警察相談電話）

暴力相談窓口（相談無料・秘密厳守）

なにさ やくざゼロ

暴力団のことで
悩んでいませんか？

プロスクリーン
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　定期航空路線を活用した交流推進事業が２月１日・２
日の日程で行われ、県商工会議所連合会等で構成する
ミッション団が奈良県を訪問。当所からは石川会頭と櫻
田専務理事が参加した。
　一行は、㈱寺田ポンプ製作所（大和高田市）や㈱古梅
園（奈良市）、奈良県連の会長らと懇談し、本県の観光
PRや情報交換を通じて交流を図った。また、「古都奈良
の文化財」である興福寺や春日大社を視察した。

奈良県で本県をＰＲ
定期航空路線を活用した交流推進事業

奈良県連に本県の魅力をＰＲ

　第40回「とわだ・まける日」が、２月３～５日の３
日間にわたり開催。市内59店舗が参加し、特別割引な
ど各店オリジナルのサービス企画で、年に一度の一斉大
売出しを行った。
　また、２月５日には十和田市商店街連合会による第
18回「飛び出せ街へ!!」も開催され、抽選会や温かい料
理の振る舞いなどに、多くの市民らで賑わった。

年に一度の一斉大売り出し
第40回「とわだ・まける日」

ＡＳＴではもちつき大会も

コマツ IoT センタ関東にて

　当所建設部会が、２月２・３日に視察研修会を実施した。
　初日は、コマツIoTセンタ関東（千葉県千葉市）を訪れ、
国土交通省が推進するICT技術を活用する取組「アイ・
コンストラクション」のデモンストレーションを視察。
2日目は、築地場外市場に昨年11月にオープンした食の
新スポット「築地魚河岸」（東京都中央区）と、日本初
となる補強工法により耐震改修が行われた世界文化遺産
「国立西洋美術館」を視察した。

最新のICT技術を直に体験
建設部会県外視察研修会

furubayashi
長方形



＜サポート・相談・指導内容＞
　①新分野進出等　②経営改善　③新商品開発　
　④技術研究開発　⑤販路開拓　⑥各種融資制度や補助金
　⑦創業・起業　　⑧事業承継　⑨各種金融

＜連携機関＞
  ・青森県信用保証協会
  ・（公財）21あおもり産業総合支援センター
  ・（地独） 青森県産業技術センター

青森県信用保証協会は公的専門機関と連携し、中小企業者をサポートしております!!
金融・経営・技術支援のスペシャリストが無料でサポート!!

詳しくは、以下の窓口までお問合せください。
青森県信用保証協会＜業　務　部＞〒030-8541 青 森市新町 2 - 4 - 1  県 共同ビル 5 F  TEL 017-723-1354
　　　　　　　　　＜十和田支所＞〒034-0082 十和田市西二番町4-11 十和田商工会館4F  TEL 0176-23-4331

＜ご利用いただける方＞当協会の保証を利用（予定含む）しており、本サポートが必要であると当協会が認めた方
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　毎年２月の恒例イベント、とわだ雪見ラリーが８日に
開催され、1000人を超える参加者が十和田の夜の街を
楽しんだ。
　今回は十和田市飲食業協会加盟の47店舗が参加、32
コースが用意され、参加者は、指定された５軒の店では
しご酒を楽しんだ後、液晶テレビなど豪華景品が当たる
抽選会に挑戦した。

寒さ忘れてはしご酒
第29回とわだ雪見ラリー

楽しい夜にカンパーイ !!

　十和田地区雇用対策協議会では、２月15日に上十三
地区高等学校の進路指導担当者と企業側担当者による懇
談会を開催した。
　懇談会では、（特非）プラットフォームあおもり理事
長の米田大吉氏がアドバイザーを務め、今年度の就職指
導や採用状況等について振り返るとともに、若者の地元
定着や学校と企業が協働して取り組むべきことなど、次
年度の活動に向けた意見交換を行った。

次年度活動に向け情報交換
「上北地区連携会議」高等学校進路担当者との懇談会

米田氏をアドバイザーに意見交換

取り組みの成果を報告する三村県知事

　商工三団体（県商工会議所連合会、県中小企業団体中
央会、県商工会連合会）と県知事との懇談会が２月13日
に開催。当所から石川会頭をはじめとする三役が出席した。
　懇談会では、三村県知事が「～人口減少克服～若者の
県内就職・定着促進」をテーマに講話し、県が取り組ん
できた産業・雇用創出施策の成果を報告。商工団体側は、
労働力の県外流出防止に向けた若年者の就職促進などを
求めた。

人口減少克服に向け連携強化
知事と商工三団体との懇談会



十和田商工会議所からのお知らせ

日　時　３月14日㈫・15日㈬　両日9:00 ～ 16:30
場　所　十和田商工会館　１階ホール
受講料　１名 4,000円（テキスト・昼食代含む）
　　　　※非会員事業所は１名6,000円
　　　　※受講料は研修前日までに下記事務局までお
　　　　　支払いください。
講　師　石岡知華氏
対　象　新入社員および入社２年目までの社員
締　切　３月７日㈫
【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所相談課　TEL 0176-24-1111

平成29年度　日商検定試験のご案内　（十和田商工会議所実施分）

　当商工会議所で開設している日本政策金融公庫の定例
金融相談の３月の日程は下記の通りです。相談ご希望の
方は、事前にお申込みをお願い致します（要予約）。
相談日時：３月９日㈭・23日㈭　10:30 ～ 12:00
【お申込み先】十和田商工会議所相談課 TEL0176-24-1111

簿　　記（第146回１～ 3級）
　検 定 日：６月11日（日）　
　申込期間：４月３日（月）～５月12日（金）
リテールマーケティング〈販売士〉（第80回２・３級）
　検 定 日：７月８日（土）
　申込期間：５月８日（月）～６月16日（金）
そろばん（第120・210回段位・１～３級）
　検 定 日：６月25日（日）　
　申込期間：４月17日（月）～５月25日（木）
【お申込み先】  十和田商工会議所検定係   TEL 0176-24-1111お問合せ先　十和田商工会議所相談課　TEL 24-1111

（1,500万円超の場合は
　　　別に要件あり）

次回日商検定試験（当所実施分）

定 例 金 融 相 談

最高2,000万円
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新入社員研修

【ご相談・お問合せ先】
青森労働局労働基準部賃金室　TEL 017-734-4114
または最寄りの労働基準監督署へ。

時間額 716円（平成28年10月20日～）
青森県特定（産業別）最低賃金（平成28年12月21日～）

青 森 県 最 低 賃 金

時間額産　　業　　名
８３５円鉄 鋼 業

７６５円電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業

７５８円各 種 商 品 小 売 業
７９８円自 動 車 小 売 業

検定試験名 施 行 日 級 受 付 期 間 受 験 料

6月11日（日） 1～3級 5月12日（金）

簿 　 記 11月19日（日） 1～3級 10月20日（金）

1級7,710円

2級4,630円

3級2,800円H30. 2月25日（日） 2・3級 H30. 1月26日（金）

リテールマー
ケティング
（販売士）

7月 8日（土） 2・3級 6月16日（金） 1級7,710円
2級5,660円
3級4,120円H30. 2月21日（水） 1～3級 H30. 1月26日（金）

6月25日（日） 5月25日（木）

そ ろ ば ん 10月22日（日） 段位・1～3級 9月21日（木）

1級2,300円
2級1,700円
3級1,500円
段位2,900円H30. 2月11日（日） H30. 1月11日（木）

4月 3日（月）～

9月11日（月）～

12月18日（月）～

5月 8日（月）～

12月18日（月）～

4月17日（月）～

8月14日（月）～

12月 4日（月）～



　北海道新幹線新青森－新函館北斗間開業から間もなく１年が経つ。移動
スピードがアップしたことで、短縮された時間分、観光にしてもビジネス
にしても、プラス１で有効活用できる時間が増えたことだろう。
　世の中、何かとスピードの時代だ。仕事も流行も、もたついていると取
り残されてしまう感がある。目まぐるしく変わる社会についていくのは大
変だが、ぼんやりと日々を過ごすより、プレッシャーという刺激もやはり
必要かな。でも、とりあえず、何となくで、その潮流に乗った気分でいると、
きっと情報のラッシュに呑み込まれてしまう。自分がどこに向かい、何を
目指すのか迷わないように、通過点もきちんと捉えながらいきたい。　（F）

バラの棘まあるく包む雪の精
やっかいな雪もときにはふんわり包んでくれます

佐藤　允昭

トランプという荒武者の派手な芸
しばらくお茶の間をにぎわしてくれました

小田原千秋

春の土はやく踏みたい足の裏
春はもうすぐ、待ち遠しいです

田鎖　晴天

相性は抜群わたくしとコタツ
できれば一生そばにいてほしい

三浦　幸子
（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

中小企業者のための

青森県火災共済協同組合
火 災 共 済・自動車共済
事故費用共済・傷害共済等

〒030-0801 青森市新町二丁目8番26号　TEL 017-777-8111

代理店 十和田商工会議所  火災共済担当
十和田市西二番町4-11  ＴＥＬ 24-1111

１枚写真館

　エースか…、キングか…、そ
れともやはり不安的中のジョー
カー !?
　最終的に現れるのは、どの
カードだろう…。　　  　（tkr）
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担当している業務
　鉄骨部材の溶接から組立、設置・
建設（主に農業用倉庫やプラント）
に至るまで携わっています。ケガや
ミスで全体の仕事を止めてしまわ
ないように、自己の注意と周りとの
連携確認を心がけています。
　
職場の雰囲気
　いい意味でキチキチし過ぎてい
なく、皆この仕事が好きで、いい
ものをつくろうという一心で楽しん
で取り組んでいる感じがします。自
分も意欲が湧いてきますし、とて
もやりがいを感じます。
　
実は…
　高い所がダメで、高所作業時は
足がすくみまくりです。でも仕事な
ので、気合で頑張っています！
　
仕事が終わると
　車の事ばかり考えています（笑）。

車庫にこもっていろいろいじった
り、車好きの仲間と集まって話した
りしていると、時間が経つのも忘れ
てしまいます。モノをつくることが
好きなので、廃品物を利用して自
分好みに仕上げたり、車に限らず、
買えば済むものでも自分で出来な
いか考えて作るのが楽しいです！
　
車好き集まれ～！
　夏に道の駅とわだの駐車場を借
り切って、カーミーティングを開催
しています。もう３年連続で企画し
ていて、今年も予定しているので、
興味のある方は是非！
　
自分の手で
　机上の設計図だけではなく、体
で覚える感覚も大事だと日々感じ
ています。経験と感覚を養って腕
を磨き、仕事でも趣味でも何でも
自分でやれるように極めたいで
す。

株式会社　小川鉄工

古屋敷  直 哉さん
（25歳）

ふるやしき な お や

このコーナーで紹介する“未来の主役 ”を募集中です。自薦・他薦は問いません。ご連絡は当所広報担当まで　TEL 0176-24-1111

●●

薬王堂

サンプリント

●
大学通り 国道４号→←官庁街

株式会社WAND株式会社WAND

京甘堂

株式会社 WAND
ワ  ン  ド

株式会社 WAND
ワ  ン  ド

　「青森期待の新人商店」として、県内の特産物を
中心にインターネット販売を展開する㈱WAND。
　“世界中に青森の本物の味をお届けしたい”を
モットーに、スタッフが直に足を運んで「味・品質・
管理体制」をしっかり確認した商品のみを販売。
新鮮な美味い物を全国へお届けします!

　「青森期待の新人商店」として、県内の特産物を
中心にインターネット販売を展開する㈱WAND。
　“世界中に青森の本物の味をお届けしたい”を
モットーに、スタッフが直に足を運んで「味・品質・
管理体制」をしっかり確認した商品のみを販売。
新鮮な美味い物を全国へお届けします!

　『黒宝』は、厳選にんにくを原料に、完全オリジナ
ルにより開発された熟成黒にんにく。原料・製法・味
にこだわり、２年の歳月をかけて生まれた逸品だ。

Online Shop
青森期待の新人商店

楽天市場
http://www.rakuten.co.jp/world-wand/

Yahoo! ショッピング
http://store.shopping.yahoo.co.jp/world-wand/

47club
http://www.47club.jp/03M-000056kzd

Online Shop
青森期待の新人商店

楽天市場
http://www.rakuten.co.jp/world-wand/

Yahoo! ショッピング
http://store.shopping.yahoo.co.jp/world-wand/

47club
http://www.47club.jp/03M-000056kzd

株式会社WAND
代表取締役　岡山 拓也
所在地　東十二番町18-31
ＴＥＬ　0176-27-6234
ＦＡＸ　0176-27-6277

株式会社WAND
代表取締役　岡山 拓也
所在地　東十二番町18-31
ＴＥＬ　0176-27-6234
ＦＡＸ　0176-27-6277




