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F

４　十和田市への要望活動　十和田市新相撲場建設促進など36項目を要望
３　〈この人に聞く〉　㈱みちのく銀行十和田支店　支店長　鈴木恒義さん
６　〈快進撃企業に学べ〉　頑張るパン屋「八天堂」
７　新入会員インフォメーション
８　青年部インフォメーション　第２回十和田湖マラソン大会開催
11　プルタブ回収運動へご協力を！
12　〈今月のショーウィンドー〉　滝内建設㈱
12　〈きらめけっ未来の主役〉　（福）生きがい十和田　わんぱく広場保育園　平舘 葵さん

明治直前に掘られた十和田地区の三川が十和田市の発展の基盤となった。

稲生川、大光寺川、砂土路川である。今回は大光寺川の頭首口、向切田の風景にした。

いっせいに末ひろがりに稲の花　　晃
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日 月 火 水 木 金 土

３　 ４ 
・第１回臨時議員

総会
・第１回十和田市

外部評価委員会

５ 
・十和田市立甲東

中学校職場訪問
・十和田市飲食業

協会第３回役員
会

６ ７ ８ 
・十和田市秋まつ

り

９
・十和田市秋まつ

り

10
・十和田市秋まつ

り

11
・秋まつり後片付

け

12 13
・第１回経営指導

員等技術研修会
　（～14日）

14
・創業相談
・定例金融相談

15 16
・第60回十和田市

花火大会

17
・花火大会清掃作

業

18 敬老の日 19
・労務対策委員会
　・会員対策委員

会合同会議

20 21 22
・青年研修事業 カ

ンボジア/職業訓
練コース講義

23 秋分の日
・あおもり10市大

祭典in十和田

24
・あおもり10市大

祭典in十和田

25
・第２回十和田市

外部評価委員会
・中央会地区別懇

談会

26 27 28
・創業相談
・定例金融相談

29 30
・2017とわだ
Yosakoi夢まつり
（前夜祭）

10/1
・2017とわだ
Yosakoi夢まつり

２ ３
・第42回商工会議

所会員親睦ゴル
フコンペ

４
・東北六県下中小企

業相談所長会議及
びブロック別中小
企業支援先進事例
普及研修会

　（～５日）

５ ６
・文化講演会
・第49回全国商工

会議所女性会連
合会北海道大会
（～７日）

７
・十和田警察官友

の会親睦パーク
ゴルフ

SEP OCT 会議所カレンダー９ 10

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

あれこれ考えると流れは悪くなる。あれこれ考えると流れは悪くなる。
 

まずてきぱき動いてみる。まずてきぱき動いてみる。
 

てきぱき動くことで、てきぱき動くことで、
道は開ける。道は開ける。

書道家　武田　双雲書道家　武田　双雲

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。⇒ http://ameblo.jp/souun

61
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株式会社みちのく銀行 十和田支店
　支店長

 鈴
す ず き

木　恒
つね よ し

義さん（53歳）

地域社会のパートナーとして
すべてはお客様のために

この仕事を選んだ理由
　自分で言うのも何ですが、細かいところ、几帳面な

ところが銀行員に向いていると思いました。それに、

学生の時にスーパーでアルバイトをするなど、実は“モ

ノを売る”ことが好きで、売れる方法を考えたり工夫

したりすることが、実はビジネスパートナーとしての

銀行業務に通ずるものがあったので、尚一層、この仕

事を選んでよかったと実感しています。“すべてはお

客様のために”をモットーに、地域が発展していくこ

とで、私たちの業務活動も活発になるといいなと思い

ます。

スタッフとのコミュニケーション
　日頃の声がけを心がけています。礼儀に厳しくしつ

つ、一人一人の長所を見つけ、毎月、頑張ったスタッ

フにささやかなプレゼントを渡しています。スタッフ

には、ミスをしても責任を持ってやり抜く人、部下や

後輩から慕われる人になってほしいですし、そういっ

た人材の育成に努めることで、お客様との信頼関係も

築いていけると思います。

初めての十和田市への赴任
　通勤途中など、見ず知らずの方でも挨拶してくれる

ことに驚きです。先日の灯ろう流しも風情があり綺麗

でした。官庁街の桜並木も今年はじっくりと見ること

ができましたし、八甲田山系の雄大なパノラマや深緑

のトンネルなど、いい景色と出会う度、つい童心に返っ

て写真をたくさん撮ってしまいます。

DIYの中でも
　なかなかいないと思いますが、クロス貼りが好きな

んです。実家の壁でやってみたのがきっかけでしたが、

気分転換にもなり、今ではもう素人の域を超えて結構

上手い自信があります！ゴルフの腕も上がってくれる

といいんですけどね（笑）。

地域の活力を生み出すために
　豊かな食材の宝庫である十和田市において、６次産

業化への取組のお手伝いをして、高付加価値の十和田

の産品をもっと全国へ発信していきたいと考えていま

す。ほかにも、創業支援や事業承継、海外進出などの

ビジネスサポート、個人の方には相続や資産運用、ロー

ンなど、地域社会のパートナーとして様々なお悩みに

幅広く対応いたしますので、いつでもお気軽にご相談

ください。

1963年南津軽郡田舎館村生まれ。’86年㈱みちのく銀行入行。函館市
の柏木町支店を始まりに、札幌市、青森市、八戸市などの支店を経験。
支店長としては青森市の沖館支店、古川支店を歴任し、今春、十和田
支店支店長兼十和田エリア統括就任。地域活性化責任者、十和田商工
会議所監事も務める。家族は妻と子供３人、青森市に住んでおり、現
在、単身赴任中。

支店長：鈴木 恒義
所在地：十和田市東一番町4-63
ＴＥＬ：0176-23-3161　　ＦＡＸ：0176-22-7892
Ｈ　Ｐ：http://www.michinokubank.co.jp/

支店概要

Profi le

ビジネスパートナー宣言
　私たちは「ビジネスパートナー」として、中小企業のみなさまの声
をしっかり聞き、それぞれの課題から決して逃げず、責任を持って最
後まであきらめず、人づくり、企業づくりを総合的にサポートするこ
とを約束します。

 「お客さまの営業利益改善支援活動」に、徹底的に取り組みます。

すべては、お客さまと地域社会の幸福と発展にために。

１．「Win-Win」の関係構築に向けて、お客さまとのリレーション強化に
努め、経営課題やニーズを的確に把握し、「事業性評価＝実効性のあ
る具体的な支援策のご提案」を行います。

２．お客さまの「営業利益」（＝本業の儲け）を向上させるべく、「本業」に関
する経営課題等を解決していくお手伝いをします。

３．お客さまとのパートナーシップ強化のため、本気でお客さまを理解
することに努め、毎月訪問し、お客さまのニーズにお応えすべく提
案を行います。
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十和田市新相撲場建設促進など36項目を要望十和田市新相撲場建設促進など36項目を要望
石
川
会
頭
か
ら
小
山
田
市
長
へ
要
望
書
を
手
交

平成29年度十和田商工会議所要望活動

 十和田商工会議所では、８月24日、事業計画に基
づく意見活動の一環として今年度における要望を取
りまとめ、十和田市へ要望書を提出した。意見活動
は、当所活動の中でも特に重要な役割を果たすもの
であり、小山田市長へ積極的な取り組みを求めた。
　今年度は、新規13項目を含む36項目を要望。その
うち、新市相撲場建設の促進と、合宿所・研修所兼
備の新施設建設の促進を重点要望事項とした。要望
内容は次の通り。

十和田市新相撲場建設促進について
＜要望内容＞
　十和田市における相撲は、市の発展とともに地域
住民に親しまれてきたスポーツ競技であり、相撲場
では、66回を数える選抜高校相撲大会をはじめ、全
国規模の大会をこれまで幾度も開催し歴史を築き上
げてきた。また、全国的にも珍しい屋根付きの施設
は、天候不安を解消し大集会施設の機能も備えてい
ることから、相撲競技のみにとどまらずイベント等
にも多目的に利用されてきた。耐震診断結果を理解
した上で、現在同様の施設の早期建設促進を要望。

旧市民体育館取り壊しに伴う跡地への合宿所及
び研修施設を兼ね備えた施設建設促進について
＜要望内容＞
　格技道場として、これまで多くの選手が練習に励
み育ってきた志道館も建設から40数年が経ち、改修
費・修繕費がかさむことから取り壊すという話を聞
いた。「市民一人一スポーツ」を掲げるとともに、
多彩な文化、芸術、教育等を推進してきた当市にお
いて、取り壊し後には、将来を担う子ども達の教育
環境の充実や市民の学習づくり、次代を担う人材育
成の観点からも、合宿所だけではなく研修施設（勉
強合宿も可能）も兼ね備えた施設建設の促進を要望。

全 要 望 事 項
 

※青字―新規要望事項

 

Ⅰ．中心商店街の活性化に向けた支援
　１．十和田市中心市街地活性化基本計画策定の推進と

商店街イベントを含む各種活性化事業への支援

 

Ⅱ．生活し易いまちを目指して
　１．医療環境の充実

　　①市立中央病院の医師確保のための医師住宅整備

及び主要設備等の充実と環境づくりの促進

　２．住居の整備

　　　①中心市街地への公営住宅建設

　３．市内道路網の整備

　　　①市道伝法寺藤島線の除雪頻度の見直しについて

　　　＜内容＞国道４号と県道145号戸来十和田線を

繋ぐ幹線道路。大型車両や通勤車両も多く、圧

雪時の轍掘れが危険。

 

　　②十和田ポニー温泉付近の交差点改良整備の促進

について

　　　＜内容＞南北を結ぶ市道並木八郷線と市道北野

八郷線は変則的な接続により見通しが悪く、安

全性と利便性の面で改善が必要。

 

　　③民家の出入り口の除雪対策について

　　　＜内容＞大型重機での除雪後、大きな雪の塊が

残り、入出が困難になることがある。

 

　　④市中心部から上北自動車道へのアクセス道路の

整備促進

　　　＜内容＞高速交通体系に乏しい十和田市におい

て、上北自動車道路は重要な高速交通基盤であ

り、東日本大震災を教訓とした強靭な国土形

成、防災・減殺対策の強化や、救急搬送時間の

短縮など、住民の安全安心な生活へ大きな役割

を果たす路線であることから、来年度供用予定

の仮称上北(２)インターへのアクセス道路の整

重点要望１

重点要望２
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た
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土地勘のない来訪者への避難誘導対策としても有

効であることから、整備と周知が必要。

 

　４．住宅街における太陽光発電システムの建設・設置

規制について

　　　＜内容＞建築物規模での設置への違和感、日中の

高温化など周囲への影響を考えると規制が必要。

 

　５．公共工事における交通誘導警備員(ガードマン)の

積算方式について

　　　＜内容＞交差点や出入口の多い交差点では配置数

も多くなるが、工事費への数量計上が認められな

い場合が多い。

 

　６．冬季の交差点の融雪について

　　　＜内容＞特に事故が発生しやすい箇所はより一層

の対策が必要。

 

　７．官庁街通りへの温度計設置について

　　　＜内容＞夏場の熱中症対策、冬場の路面凍結注意

喚起のため。

 

　８．高齢ドライバーの交通事故防止に向けた運転免許

証自主返納を促す環境整備促進について

　　　＜内容＞自主返納者への優遇サービスや支援策等

のより一層の充実を図り、返納しても生活し易い

環境を整えることが必要。

 

　９．市役所駐車場の慢性的な混雑の解消について

　10．ディスポーザの設置促進について

　11．経済対策としてのプレミアム付商品券発行につい

て

　12．市内街路灯を含めた LED 照明の普及促進

　　①東三番町界隈活性化のための街路灯LED化に

ついて

　13．中小企業・小規模企業者の成長・持続的発展に向

けた地域経済活性化策について

　14．十和田市官庁街通り「入口広場（駒っこ広場）」

の整備促進について

　15．安全・安心なまちづくりに向けた防犯カメラ設置

促進及び設置者への助成

備促進を。

 

　　⑤市道西一番町ちとせ小学校線と市道国道豊栄

線・市道国道南平線の交差点の右折車対策につ

いて

　　⑥十和田市都市計画道路下平・東小稲線の事故防

止策の検討について

　　⑦青森銀行十和田支店交差点の歩車分離式信号の

必要性の再考も含めた渋滞解消対策の構築につ

いて

　　⑧冬期間の暴風雪による交通及び通行障害の発生

する箇所への防雪対策施設（防雪柵や簡易な防

雪ネット）の設置促進

　　⑨通学路としても利用されている、市内切田地区

を結ぶ主要道路（後沢商店付近）の道路拡幅整

備促進

　　⑩主要地方道三沢十和田線の渋滞緩和と安全確保

のための十和田観光電鉄の鉄路跡地を活用した

同路線拡幅と交差点改良の早期整備促進

　　⑪十和田市都市計画道路下平・東小稲線の早期整

備促進について　　

　４．生活環境の整備

　　　①全天候型多目的球技場の設置について

 

Ⅲ．観光資源の整備
　１．全国規模の催事の誘致及び誘客を可能とするため

のトータルデザインの構築について

　　　＜内容＞全国レベルのイベントや大会等を開催す

る上で、駐車場や宿泊場などの付随施設にも相応

のキャパシティが求められる。来場者の利便性を

トータルで考慮した計画を。

 

　２．観光地周辺の屋外におけるWi-Fi接続可能エリア

の拡大について

　３．インバウンドに対応した多言語化対応の整備促進

並びに民間観光関連施設における多言語化に取り

組む事業への補助・助成制度の設置について

　４．地場産品を活用した商品開発に繋がる交流の場の

創出と、地元で加工が可能な場の提供促進につい

て

　５．新幹線八戸駅に直結する道路（八戸・十和田・奥

入瀬ライン）の早期完工促進

　６．東北新幹線八戸駅及び七戸十和田駅から十和田市

内への観光・誘客の促進

 

Ⅳ．地域経済活性化対策の推進
　１． 十和田市新相撲場建設促進について（重点要望１）

　２．旧市民体育館取り壊しに伴う跡地への合宿所及び

研修施設を兼ね備えた施設建設促進について（重

点要望２）

　３．市内要所における災害時避難場所案内板等の設置

と災害時の避難関連事項の周知徹底について

　　　＜内容＞平常時から災害意識を持つことで、災害

時の避難場所への速やかな移動を可能とし、また
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　　　　　第17回　頑張るパン屋『八 天 堂』
法政大学大学院政策創造研究科　教授　坂本光司

　広島県の三原市に「株式会社八天堂」という社名

で、社員数約100人の中小企業がある。主な事業は

さまざまな種類のスイーツパンの製造販売である。

とりわけ有名な商品は、３年の歳月をかけて研究開

発をした読者の方々にもなじみのある「くりーむパ

ン」である。

　ちなみに主力の「くりーむパ

ン」の生産数量は１日平均２万

～３万個、ピーク時は６万個を

超えるという。より驚かされる

のは、その全量が機械生産では

なく、手作りということである。

業績もすこぶる好調で、過去10年以上売上高は右肩

上がり、その利益率は10％以上という優良企業であ

る。

　規模が100人程度とはいえ、今でこそ知る人ぞ知

る企業にまで成長発展したが、ここまでの道のりは

決して順風満帆ではなかった。それどころか、倒産

の危機に瀕（ひん）したこともある。

　その最大の要因は、創業者そして二代目と、まる

で「年輪経営」のような経営を行ってきたが、三代

目で現社長の森光孝雅氏が業績拡大を夢見て、売上

至上主義的経営に走ったからである。新規出店のた

び、規模が大きくなればなるほど、社員の離職率や

欠勤率が高まるばかりか、会社の中に次第にギスギ

ス感がはびこっていった。加えて、バブル経済崩壊

の影響が一気に同社を襲ったからである。

　この危機を救ってくれたのが、

兄弟夫婦や残ってくれた社員、さ

らには知り合いのお客さまだった

という。こうした方々の献身的な

貢献で危機を乗り切れたこともあ

り、現社長は、これを機に、経営の考え方・進め方

を現在のスタイルに抜本的に変えたのである。

　現社長が根本的に変えたのは、業績第一主義では

なく社員第一主義経営であり、成長優先ではなく関

係する人々の幸せ優先経営である。このことを口先

だけではなく、その覚悟を示すため、新たにクレド

（信条）の中に「八天堂は社員のために……」と明

文化するとともに、経営理念を「良い品・良い人・

良い会社つくり」と策定したのである。

　そしてこのクレドと経営理念に基づき、働きがい

のある会社づくりに全社員と膝を交えながらまい進

していったのである。具体的に

は、「経営計画の全社員参加で

の策定」「経営の超ガラス張り

化」「全社員の正社員化」「社員

研修の制度化」「福利厚生の充

実強化」、そして「新規学卒重

視の採用」などである。

　先般、「人を大切にする経営学会」で同社の広島

空港近くの工場を訪問させていただいた。職場は活

気に満ち溢れ、これがかつて倒産の危機に陥った会

社なのかと疑ってしまうほどの良い会社であった。

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・産業論。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。

　あらゆる業種の研究開発投資を後押しするため、研究開発投資の増加インセンティブを強化するなど、
抜本的な見直しを図ります。
 
①総額型の税額控除率の見直し
　これまでの研究開発投資の一定割合を単純に減税する形となっている構造を見直
し、現行制度（控除率12％・控除上限25％）を維持した上で、試験研究費が５％超増
加した場合に控除率（最大17％）と控除上限（10％）を上乗せする仕組みを導入。
 
②試験研究費へのサービス開発の追加
　IoT、ビッグデータ、人工知能等を活用した「第４次産業革命」による新たなビジ
ネスの創出を後押しする観点から、研究開発税制の対象にビッグデータ等を活用した
「第４次産業革命型」のサービス開発を新たに追加。(自然災害予測サービス、農業
支援サービス、ヘルスケアサービス、観光サービスなど)
 
③オープンイノベーション型の運用改善
　共同研究・委託研究等のオープンイノベーション型の利用促進を図るため、対象費目の拡大や手続きの
簡素化など、要件を緩和。

税のこと vol.37　研究開発税制の見直し知っておく
べき
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事業所名
所在地 代表者名 部会
営業内容 TEL／HP

新入会員インフォメーション　　　　 会員数 1,200件（９月１日現在）

和　海
十和田市東三番町1-14 安　西　直　軌 観光交通部会
居酒屋 0176-58-5584

田中電設
十和田市大字三本木字下平202-6 田　中　直　人 建設部会
内線電気工事、宅内通信工事 0176-22-0841

㈱ショウナン
十和田市東三番町35-33 善好ビル1号 今　泉　　　隆 建設部会
電気工事業 0176-25-2567

美容室さくら
十和田市西二十一番町19-12 佐　倉　節　子 厚生部会
美容室 0176-23-9686

な ご み

　悪天候により延期となっておりました花火大会が下記の日程で開催されます。夜空を
彩る豪華な約4,000発の花火を是非ご観覧ください。

第60回十和田市花火大会のお知らせ

日　時　９月16日（土）　19：00～20：30
※当日荒天の場合は９月17日（日）、17日

　も荒天の場合は18日（月祝）に順延。

会　場　十和田市陸上競技場

清掃ボランティア募集
　会場周辺の清掃作業のご協力をお願いしておりま
す。お手伝いできる方は、花火大会の翌朝６：00に
陸上競技場国旗掲揚台にお集まりください。

【お問合せ先】（一社）十和田市観光協会　TEL 0176-24-1111



8　FRONTIER　2017.9

　７月９日の日曜日、今年も十和田湖を舞台とした
「第２回十和田湖マラソン大会」を開催致しました。
晴天に恵まれたなか、北は北海道、南は高知県から
参加した413人のランナーが十和田湖畔を半周する
ハーフコースに挑みました。
　この日は天候が良すぎたために、スポーツするに
は気温が高く、厳しい大会になるのではないかと心
配しましたが、401人のランナーが見事に完走！ラ
ンナーからは木陰が多いコースで、予想より暑さは

大丈夫だったとの声も聞かれました。
　また266人のボランティアが給水やコース見守り
として参加、ランナーへ声援を送りながら大会を支
えてくれました。小・中学生の頑張りには、ランナー
だけでなくスタッフも感心し、力づけられました。
　予想できなかったトラブルや改善の余地が残る課
題もありましたが、参加した人たちに『いいね～！
十和田湖！』が伝わった大会に出来たのではないで
しょうか！

十和田商工会議所青年部
マラソン委員会

委員長 甲
こ う だ

田　徹
とおる

（甲田設計）

第２回十和田湖マラソン大会開催！

●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青年部INFORMATION 会員募集中

大活躍!!

小・中学生の

　ボランティアも

413人の

　ランナーが

十和田湖畔を

　　疾走！
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Topics

　８月２日、十和田市議会、JA十和田おいらせ、十和
田市農業委員会及び十和田商工会議所による四者交流
パークゴルフ大会が高森山パークゴルフ場で開催され、
スポーツを通じて親睦を深めた。
　昨年の優勝に続き連覇を狙って大会へ臨んだ当所チー
ムだったが、結果は３位。個人では滝内康治さん（滝内
建設㈱）が３位に入賞した。団体成績は次の通り。
１位:十和田市議会、２位:JA十和田おいらせ、３位:十
和田商工会議所、４位:十和田市農業委員会

スポーツを通じて交流を
四者交流パークゴルフ大会

親睦を図りつつも、打つ時は真剣な表情に

　当所建設部会では、８月３日・４日に視察研修会を実
施。埼玉県と東京都を訪れ、貨幣・勲章の金属加工品の
製造、貴金属製品の品位証明等を行う（独）造幣局さいた
ま支局や、移転問題に揺れる築地市場のほか、東京ビッ
グサイトで開催されていた「下水道展」では、下水道に
関する設計・測量、建設、下水処理、維持管理等の技術・
機器等の展示を視察。下水道の普及促進や耐震化工事に
向けた今後の下水道整備の動向、メンテナンスや新工法
などについて学んだ。

特殊技術や最新技術を学ぶ
建設部会視察研修会

造幣局さいたま支局前 ( 左 ) と下水道展前 ( 右 ) で



10　FRONTIER　2017.9

お問合せ先　十和田商工会議所中小企業相談所　TEL24－1111

T C C I
Towada
Chamber of
Commerce &
Industry 十和田商工会議所からのお知らせ

Information

プルタブ回収運動にご協力を！ 労務管理セミナー

返済期間

●運転資金７年以内
●設備資金10年以内

政府系融資制度「マル経」情報

マル経の金利は

年１．１１％（平成29年８月９日現在）
融資対象

●十和田市内で１年以上継続して事業を行っていること
●常時雇用する従業員の数が、製造業・建設業等では

20人以下、商業・サービス業では５人以下（個人の家
族従業員・法人の役員は除く）の企業

●所得税・法人税・事業税・住民税・消費税等、納期限
の到来している税額をすべて完納していること

●従前（原則６ヶ月以前）から商工会議所の経営指導（相
談指導）を受けていること

商工会議所がお勧めする

無 担 保

無保証人

融資限度

最高2,000万円
1,500万円超の場合は

別に要件あり

　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９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：９月14日（木）・28日（木）　10:30～12:00 
【お申込み先】十和田商工会議所中小企業相談所 TEL 0176-24-1111

簿　記（第147回１～３級）
　検 定 日 :11月19日（日）　
　申込期間 :９月11日（月）～10月20日（金）
リテールマーケティング＜販売士＞（第81回１～３級）
　検 定 日 :平成30年２月21日（水）
　申込期間 :12月18日（月）～平成30年１月26日（金）
そろばん（第121・211回段位・１～３級）
　検 定 日 :10月22日（日）　
　申込期間 :９月21日（木）まで
【お申込み先】十和田商工会議所検定係 TEL 0176-24-1111

次回日商検定試験（当所実施分）

定例金融相談

（ ）

　当所厚生部会では、環境破壊の防止や車椅子の寄
贈などを目的にペットボトルキャップとプルタブの
回収に取り組んできましたが、この度、回収対象が
プルタブのみとなりました。回収BOXは十和田商
工会館１階ホールに設置しておりますので、引き続
きご協力方お願いします。
【お問合せ先】
十和田商工会議所厚生部会事務局　TEL 0176-24-1111

　平成29年10月１日施行の育児・介護休業法の改正
内容及び妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関す
るハラスメント防止措置の必要性や法令に基づき必
要となった取組について、併せて、平成30年４月よ
り本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる労働
契約法の無期転換ルールについて説明します。
［八戸会場］
日　時　９月 13 日（水）　13:30 ～ 15:30
会　場　ユートリー　８階 中ホール
説明内容　①改正育児・介護休業法について
　　　　②総合的ハラスメント対策
　　　　③無期転換ルールについて
対　象　事業主、人事労務担当者ほか どなたでも
参加料　無料
定　員　100名（定員に達し次第締切）
セミナー終了後、個別相談コーナーを設けます。

【お申込み・お問合せ先】
青森労働局雇用環境・均等室　TEL 017-734-4211

９月イベント情報
期　　間 イベント名 会　　場

９月８日（金）～10日（日） 十和田市秋まつり 旧国道４号、官庁街通りほか

９月16日(土) 第60回十和田市花火大会 十和田市陸上競技場

９月23日（土祝)・24日（日） あおもり10市大祭典in十和田 官庁街通りほか

９月30日（土)・10月1日（日） 2017とわだYosakoi夢まつり 官庁街通りほか



FRONTIER　2017.9　11

協力：のびのびマンガ教室（十和田）

　今年はどこかに行ってしまった
のかと思っていたのに…。まるで
梅雨な天気の連続で、花火も上が
らず、なんだか不完全燃焼な８月
に。９月に期待！…というか、お願
い!! （tkr）

〔迷惑な I'll be back〕

有り難うだけで優しくなる笑顔 木村奈生美

　　その一言があれば耐えられる

後半の暦も無事を願うのみ 田中　　實

　　早いものでもう下半期に突入

棚の本まだ青春のままでいる 佐藤　允昭

　　老いても心はいつも青春

辛いことツライと言えばいいんだよ 和田　一義

　　ストレスをためないことが一番

さわやか川柳

（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

１枚写真館

つぶやき
先日、式場下見に鎌倉逗子まで。
相変わらず江ノ電も湘南海岸も、沢山の人出。羨ましい程だ。
帰途、夕方の５時。鶴岡八幡宮の舞殿で結婚式が行われていた。
荘厳な場所での式、身が引き締まる思いがした。
次の日都内の水族館。ここではイルカ・ウエディングなるものがあった。
イルカショー終了間際に、突然新郎新婦が現れた。
式終了後には、イルカが二人の周りを何度も飛んだり跳ねたり。
観ていた私達観衆も、二人の門出（とイルカ）に拍手喝采。
これは記憶に残る式だ。
少子化非婚化によりこの業界も大変らしい。知恵を絞り、あの手この手でお客様の取り
込み。
今後、色んなものが減少衰退していく社会になる。
どうやって商売を続けていくか、時の傍観者にならない様に思案せねば。 （A）

お知らせ

　本誌FRONTIERでは、読者

の皆様に役立つ情報提供に努め

ておりますが、掲載内容により、

発行日が前後する場合がありま

す。予めご了承ください。

当所広報係　TEL 24-1111
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今月のショーウインドー今月のショーウインドー

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

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.81Vol.81
受け持ちのクラスは？
　すみれ組（３歳児）を受け持って
います。クラスでは、生活や遊びの
交流の中で友達との関わりや言葉の
コミュニケーションを大切にするこ
とを目標にしていて、日々の保育園
生活を通じて子ども達の成長を見
守っています。
 
嬉しい時
　ちょっと時間のかかる子もいます
が、名前を覚えて呼んでくれた時や、
“先生、先生”と慕ってきてくれた
時が嬉しいです。
 
保育士を目指した理由
　園児から始まって、学童保育、職
場体験など、保育園との関わりをた
くさん経験していくうちに自然と目
指すようになりました。保育士にな
ると、一緒に楽しく遊ぶだけではな
く、叱る時はきちんと叱らないとい

けないので、その時の言葉選びが難
しいところです。
 
保育のプロとして
　ケガや事故が起きないよう注意す
るとともに、保育のプロとして、子
どもの体調の変化への気付き、対応
の判断を素早くできるようになりた
いです。
 
盛り上がってリフレッシュ
　ライブに行くのが好きです。会場
でしか味わえない雰囲気・臨場感を
感じながら汗だくになって盛り上が
ると、気持ちがスカッとしてリフ
レッシュできます。
 
本番まであと少し
　秋まつりの中日に園児がよさこい
を踊ります。すみれ組は今年初挑
戦！毎日、一生懸命練習しています
ので、是非見に来てください！

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！

社会福祉法人 生きがい十和田

わんぱく広場保育園

平
ひ ら だ て

舘　 葵
あおい

 さん
（21歳）

地球にやさしく
　人にやさしく

創業以来、
国有林の仕事を主体とし、
青森県・十和田市を含めて
土木工事を行っています。

 ISO9001 に準じ、
顧客満足のため、

良い現場づくりを目指し、
 創造・探求・飛翔
 

を社訓として、会社一丸となり
邁進していきます。

　奥入瀬渓流沿いの工事箇所において、土砂流出
等を防止する工法をはじめ、騒音抑止による観光
客や野生動物への環境配慮、多言語表記による外

国人観光客への安全配慮などが優れていると評価。

　東北森林管理局、三八上北森林管
理署のご指導のもと、環境省、青森県、
十和田市、各関係機関のご協力を得て
期間内に施工することができました。

第36回治山・林道工事コンクールにおいて

林野庁長官賞を受賞！

 ＜治山工事部門＞
九十九島治山工事

滝内建設株式会社
十和田市大字三本木字西金崎 538-3
　　 （昨年12月に移転しました）
代表取締役　滝内 幹雄
ＴＥＬ　0176-23-3378
ＦＡＸ　0176-23-3391


