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　4　コロナ対策 事業の継続を支援する各種支給事業始まる
　3　〈この人に聞く〉　アクサ生命保険㈱十和田営業所　所長　小野英樹さん
　5　「雇用調整助成金」の個別相談会を開催します
　6　「コロナに負けるな！十和田のお店応援ラリー」実施中
　7　春・夏・秋まるっとフェスを開催します
10　健康増進法改正　原則屋内禁煙が義務化
12　〈今月のショーウインドー〉　青森トヨペット㈱十和田店
12　〈キラめけっ未来の主役！〉　㈱みちのく銀行十和田支店　山口美紀さん

沢田の大正橋の東側の景色。いかにも涼しそうで、つい筆が動いた。この辺は、岩魚がよく釣れるとか？

風涼し瀬音に木々の彩かさね　　晃
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AUG SEP 会議所カレンダー８ ９
日 月 火 水 木 金 土

建設部会　国・
県へ要望書提出

第１回「知事と
商工三団体との
懇談会」

第81回十和田心
交会

青年部三役会・
理事会

雇用調整助成金
個別相談会

　 山の日
創業相談

十和田市主要商
店街歩行者通行
量調査（～17日）

事業引継ぎ定例
個別相談会

雇用調整助成金
個別相談会

創業相談 雇用調整助成金
個別相談会

春・夏・秋まる
っとフェス

　（～６日、詳細
ｐ７）

●当所事業　●外部事業　●各種イベント
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志を大きく持とう。志を大きく持とう。
  

大志はエゴを丸め込んで、大志はエゴを丸め込んで、
活かしてくれるから。活かしてくれるから。

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。書道家。東京理科大学理工学
部卒業後、ＮＴＴ入社。書道家として独立後はＮＨ
Ｋ大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」など
の題字を手掛け、講演活動やメディア出演も多数。
数年前より身体に優しいオーガニック食材や発酵食品を使った店舗のプ
ロデュースを手掛け、湘南に「CHIKYU FARM TO TABLE」、浅草に姉
妹店「MISOJYU」をオープン。2019年元号改元に際し、「令和」の記念
切手に書を提供。ベストセラーの『ポジティブの教科書』や、『波に乗る
力』（日本文芸社）など著書も多数出版。書作品のみならず、現代アート
を主とした個展を国内外にて開催。
　公式ブログ「書の力」　http://ameblo.jp/souun/
　公式サイト　http://www.souun.net/
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1964年群馬県高崎市生まれ。東京経済大学経済学部を卒業後、アク
サ生命保険株式会社に入社。大阪府・東京都・山口県・熊本県・宮崎県
など14の地域を担当し、2020年４月より十和田市で勤務。

所　　長：小野　英樹
所 在 地：十和田市西二番町4-11 十和田商工会議所2Ｆ
Ｔ Ｅ Ｌ：0176-24-2624　　Ｆ Ａ Ｘ：0176-22-7569

アクサ生命保険㈱からのお知らせ
　アクサ生命では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けられ
たお客様を様々な方向からご支援致します。

【主なサービス】
◦24時間電話健康サービス（コロナウイルス感染症に関するご相談）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  TEL 0120-311-481
◦契約者貸付の特別金利適用について（新規受付は終了）
◦保険料の払い込みが一時的に滞った場合の猶予期間の延長
この他にも様々な支援がございますのでお気軽にお問合せ下さい。

【お問い合わせ窓口】
ご契約内容やお手続等に関するご確認・お問合せは弊社営業担当者
又は　アクサ生命カスタマイズセンター  TEL 0120-568-093

営業所概要

プロフィール

アクサ生命保険株式会社
十和田営業所 所長

 小
お

野
の

  英
ひで

樹
き

さん（56歳）

経験とスキルを活用し
最適なアドバイスを

この仕事を選んだ理由
　地域に貢献できる、そして中小企業の助けになれる

ような仕事をしたいと思っていました。他にも保険会

社はあったのですが、学生の頃から検定試験などでな

じみがあった商工会議所と繋がりのある、アクサ生命

を選びました。商工会議所と共に歩むアクサ生命で地

域貢献がどれだけできるか、これからもチャレンジし

ていきたいと思っています。

 

業界の今
　昨年の法人税改正と今年のコロナ禍により各社多大

なる影響を受けています。そんな中で、当社の持つ商

品力やアドバイス能力を評価していただき、業績も堅

調に推移しています。また、業界で先んじて開始した

リモートセールスとテレワークで営業の可能性が格段

に広がったと感じています。 

十和田商工会議所広報対策委員として
　４月から広報対策委員として活動しています。コロ

ナウイルス感染症の影響でまだ１度しか委員会が開催

されていませんが、メンバーに恵まれて楽しく活動し

ています。会議所の活動周知の一助になれればと思っ

ています。

 

学生時代は
　落語研究会に所属し、学園祭などで落語を発表して

いました。人を笑わせるためにはしっかりと稽古を積

んで臨まなければいけないということがわかり、社会

に出てからもその経験のおかげで「準備」をしっかり

して仕事に臨むようになりました。また、人前で話す

ことにも慣れましたので良い経験だったと思っていま

す。ですが、落語を辞めてだいぶブランクもあります

ので、今ではただの「おやじギャグ」となってしまい

ました（笑）。

 

温泉巡り
　十和田市は温泉が多いのでうれしく思っています。

先日は焼山の温泉へ行ってきました。すでに10か所く

らいの温泉には行きましたが、すべて制覇したいと

思っています。

 

アクサ生命では
　お客様のご相談に最適なアドバイスが出来るように

社員一同努めてまいります。今後ともアクサ生命をよ

ろしくお願い申し上げます。
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　県では、「新しい生活様式」の実践による感染拡大の防止と事業の維持発展に向けた県内事業

者の取組を支援するため、「青森県新しい生活様式対応推進応援金」を支給します。

応援金の額　１事業者あたり10万円
対 象 者　新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している、県内に事業所を有する中小企業

をはじめとした大企業以外の法人および個人事業主であって、感染拡大の防止と事業の維持発展に
向けて「新しい生活様式」を実践している者。

支給要件　①令和２年４月30日以前に開業して事業収入に伴う税申告をしており、事業継続の意思があること。
　　　　　②令和２年１月以降で、対象月の月間事業収入が前年同月比20％以上減少していること。
　　　　　③適切な感染防止対策に取り組み、従業員や顧客に周知していること。
　　　　　　※支給要件の詳細、開業間もない方など、詳しくはお問合せください。

受付期間　令和２年９月30日（水）まで　（当日消印有効）
申請方法　申請書（県庁ホームページからダウンロード、十和田商工会議所にも配置）および、税申告を確認

できる書類、感染防止対策への取組を確認できる書類等必要書類を揃え、下記申請先へ郵送にて提
出してください。尚、商工会議所は申請書の提出先ではありませんので、ご注意ください。

【申　請　先】　〒030-8570 青森県庁　新しい生活様式対応推進応援金支給事務局（応援金事務局）

申請方法等詳しい内容につきましては、今月号に同封の折込チラシをご覧ください。
【お問合せ先】　青森県新しい生活様式対応推進応援金　電話相談窓口
　　　　　　　TEL 0120-945-769（通話料無料）　平日９：00～17：00

家賃支援給付金に関するお知らせ

「青森県新しい生活様式対応推進応援金」に関するお知らせ

　５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・

家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。

支給対象 （①②③のすべてを満たす事業者）

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※

　※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象

②５月～12月の売上高について、１か月で前年同月比50％以上減少または、連続する３か月の

合計で前年同期比30％以上減少している。

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている。

給 付 額　申請日の直近１か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額

　　　　　（法人：最大600万円、個人事業者：最大300万円）を支給

申請期間　令和３年１月15日（金）まで

申請方法　◦電子申請（パソコンやスマートフォンから）
　家賃支援給付金ホームページ（https://yachin-shien.go.jp/）から申請

◦申請サポート会場を利用して申請（電子申請が困難な方を対象）
サポート会場にて補助員が入力サポートを行います。十和田会場（十和田商工会館）は８月31

日（月）まで開設予定。完全予約制ですので電話予約をお願いします。

申請サポート会場電話予約窓口　TEL 0120-150-413（土日・祝日を含む９：00～18：00）

【お問合せ・相談窓口】TEL 0120-653-930（土日・祝日含む８：30～19：00）

申請サイト
ＱＲコード➡
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　７月13日、仙台市において、出席者を制限するな

どの新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた

対策が講じられる中、開催された。当商工会議所か

らは今泉会頭と櫻田専務理事が出席した。

　総会では、2019年度の事業報告・収支決算および

2020年度の事業計画・収支予算について決議。特に

今年度の事業計画においては、「復興・創生期間」

の最終年度として東日本大震災から10年という節目

を迎え、復興の総仕上げと福島の本格復興に向けた

道筋をつけていく段階に入っている中で、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大が社会・経済活動へ深

刻な影響をもたらしたことから、新型コロナウイル

ス感染拡大防止への対応のもと、「震災からの本格復興・地方創生の実現」を最大のテーマに各種事業を展開

することとした。具体的には、震災からの復旧・復興支援として、政府や関係機関等に対する継続的な建議要

望、人材育成・自立へとつなげる販路回復・開拓支援など、地方創生に向けた東北経済の再構築として、広域

経済交流圏の構築に向けたインフラ整備の推進や新型コロナウイルス感染拡大の影響による地域経済再生への

対応など。

　また、総会後には、東北地域の地方創生の実現にとって重要な要素である「東北観光」、「次世代放射光施設」

をテーマとした記念講演会が開催された。

　助成内容の拡充や受給要件の緩和がされた「雇用調整助成金」ですが、制度が複雑で申請までのハード

ルが高いと言われていることから、事業主の皆様に広くご活用いただくために個別相談会を実施します。

要件に当てはまるかどうか分からない、書類を書くのが難しいなど、些細なことでもお気軽にご相談くだ

さい。

雇用調整助成金…経済上の理由による事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的

に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、

賃金等の一部を助成するものです。

開催日　８月７日（金）・８月21日（金）・８月28日（金）

　　　　各日とも13：00及び14：30から開催します（予約制）※先着順、各回１事業所ずつ

場　所　十和田商工会館

費　用　無料

相談員　社会保険労務士

申込方法　相談を希望する週の火曜日までに、下記へ電話予約してください。

【お問合せ・お申込み先】十和田商工会議所　相談課　TEL 0176-24-1111

東北一丸となって震災からの本格復興と地方創生の実現へ
2020年度東北六県商工会議所連合会  定期総会

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の方を対象に

「雇用調整助成金」の個別相談会を開催します。
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青森県商工会議所青年部連合会　県内の学生および地域店舗支援プロジェクト

 「コロナに負けるな！がんばれ学生 学割応援」実施中
　青森県商工会議所青年部連合会（竹達大輔会長）では、県内の学生および地域店舗支援プロジェクト「コロ

ナに負けるな！がんばれ学生　学割応援」に取り組んでいます。このプロジェクトは、クラウドファンディン

グを活用し、新型コロナウイルス感染症拡大により経済的影響を受けた県内の学生を学割により応援し、同時

に学生の購入・消費の促進により売上減少に悩む地域店舗を支援するというものです。

実施期間　支援金の募集期間：令和２年８月30日（日）まで

　　　　　学生への学割提供期間：令和２年９月16日（水）～令和３年３月10日（水）（予定）

　　　　　※店舗の参加は、県内の商工会議所青年部会員事業所限定で、募集期間は終了しました。

対象学生　県内の大学・短期大学・大学院、専門学校、看護学校に通う学生

応援方法　専用WEBサイト（https://readyfor.jp/projects/gakuwari-ouen）から希望の支援コース（全エリア

支援型、エリア指定型）を選択して支援金を募集。法人名義でも支援可。送金された

支援金を学割資金とし、学生に学割を提供します。

【お問合せ先】青森県商工会議所青年部連合会事務局（十和田商工会議所内）

　　　　　　　TEL 0176-24-1111

事業のイメージ図

支援者 クラウド
ファンディング 参加店 学 生

支援金の
支払い

※支援者にはサンクスメールもしくは学生からのお礼メッセージを記入したノートを見ることができる支援者限定特別ＵＲＬを送付

学割資金
として送金

お店を利用した
学生に学割の提供

「コロナに負けるな！十和田のお店応援ラリー」実施中
　新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受けている地元商店や飲食店等を支援するため、十和田のお

店応援ラリー事業を実施しています。取扱加盟店への加盟は随時申込を受け付けておりますので、ご検討

中の事業所は是非、お申込みください。※クーポン券は完売済みです。

事業概要　1,000円以上の会計１回につき１枚（500円）使用できる割引クーポン券を発行し、お客様の買い
物時に使用していただく。さらに、十和田“復袋”（十和田産品）が当たるラリー事業を連動
して実施。

申込方法　所定の申込書（ホームページからダウンロード可）にご記入の上、下記までお申込みください。

加盟資格　十和田商工会議所、十和田湖商工会、（一社）十和田奥入瀬観光機構の会員事業所

加盟費用　登録料および換金手数料等の費用は一切かかりません。

主な業務　①会計時の割引クーポン券の受取（1,000円以上の会計１回につきクーポン券１枚）
　　　　　②割引クーポン券を利用して買い物をしたお客様への応援ラリーシールの配布
　　　　　③受け取った割引クーポン券の換金手続き　など

【お申込み・お問合せ先】十和田商工会議所　TEL 0176-24-1111　FAX 0176-24-1563
　　　　　　　　　　　 十和田湖商工会　TEL 0176-72-2201　FAX 0176-72-3050
詳細はホームページでもご確認できます。http://www.towada.or.jp/ouenrally/
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春・夏・秋春・夏・秋まるっとフェスまるっとフェス

　後継者に関すること何でもご相談ください。

日　時　８月19日（水）、９月16日（水）（毎月１回開催）

　　　　13：30～、15：00～のいずれか
　　　　１事業所あたり１時間程度（先着順）
場　所　十和田商工会議所相談室または相談事業所
相談員　青森県事業引継ぎ支援センター相談員、
　　　　十和田商工会議所職員

【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所相談課 TEL 0176-24-1111
※お申し込みは開催日の前週の金曜日正午まで

事業引継ぎ定例個別相談会

コロナに負けるな
　　十和田市の元気！

「市日」出店者募集
定　　員　先着50コマ（１事業所２コマまで、両日出店できる方に限る）

出 店 料　無料　　　申込締切　８月14日（金）まで
申込方法や出店に関する詳細等は、７月20日付送付の案内文書をご確認いただくか、下記までお問合せください。

参加者募集（いずれも参加料無料）

◦カラオケ選手権（ＲＡＢ公開録音） 定員 先着40名　申込開始 ８月17日（月）

◦３on３バスケットボール大会　 定員 小学生８チーム、中・高・一般12チーム（先着順）　締切 ８月14日（金）
募集要項等詳しくは下記までお問合せください。

本イベントは「新しい生活様式」の実践例に基づき、入場者数制限や消毒・検温等、新型コロナウイルス感染症感染拡大の
防止対策を図りながら実施します。ご来場の際はマスクの着用をお願いします。尚、今後の感染拡大状況によりイベントを
中止する場合もあります。

　今年の花火大会は中止が決定しましたが、「世界の新型コロナウイルス感染の収束」を願い、美しい十

和田湖にスカイランタン（完全回収型）を映す内容で実施します。

日　時　８月28日（金）～30日（日）　13：00～20：30（スカイランタン打ち上げ　19：30）

会　場　桟橋前広場（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」前）

内　容　開催３日間で1,000個のスカイランタンを夜の十和田湖に打ち上げます。

　　　　また、ワークショップや飲食ブースも予定しています。

料　金　スカイランタン　3,000円/１個（事前予約制、『Travel Towada』Webサイトで受付中）

　※新型コロナウイルス感染防止のため、スカイランタンは事前予約のみの参加となります。

【お問合せ先】十和田湖湖水まつり実行委員会　TEL 0176-75-1531

第55回十和田湖湖水まつり  スカイランタン「願いをこめて」

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が経済へ大きな影響を及ぼす中、新しい生活様式の定着を前提に経済活動の回
復を目指すため、今年開催できなかった春・夏・秋まつりをまとめたイベント「春・夏・秋まるっとフェス」（主催：
十和田市・十和田商工会議所・（一社）十和田奥入瀬観光機構）を開催します。

【お問合せ先】　十和田商工会議所総務課　TEL 0176-24-1111

9.59.5（Sat）（Sat）--66（Sun）（Sun）
10：00～16：00 雨天決行
官庁街通り（簡易裁判所前交差点から中央病院前まで）、
中央駐車場 ほか

市 日市 日
食料品・衣料品
日用雑貨  など

打上花火打上花火
５分程度

ステージイベントステージイベント
カラオケ選手権

十和田市出身歌手ライブ
吹奏楽演奏会
十和田囃子
ダンス ほか

青空商店組合青空商店組合

しずくの恵マルシェしずくの恵マルシェ
ストリートイベントストリートイベント

よさこい演舞
三本木小唄流し踊り
３on３大会  ほか

を開催します。
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 新型コロナウイルス感染防止対策経費を補助します
令和２年度十和田市新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止および衛生意識の向上を図るため、十和田市内の事業者等に

対し、感染拡大防止のための物品購入等に要した経費について補助金を交付します。

対象品目　下記⑴か⑵のいずれかを選択して申請することができます。

　　　　　⑴サーマルカメラ導入事業（２台まで）

　　　　　　補 助 額：補助対象経費の2/3の額（上限50万円）

　　　　　　補助対象：サーマルカメラ（カメラ設置型、ハンディー型、タブレット型）

　　　　　⑵感染拡大防止に向けた物品購入および設備導入事業
　　　　　　補 助 額：補助対象経費の全額（上限５万円）

　　　　　　補助対象：①衛生用品　②物品購入、機器導入費　③改修・修繕工事

対象期間　令和２年４月１日（水）～11月30日（月）に購入および設備導入した経費が対象となります。

申請期間　令和２年12月21日（月）まで

※補助対象の詳しい内容や提出書類等、詳しくは今月号に同封の折込チラシをご覧ください。

【お問合せ先】十和田市新型コロナウイルス感染症特別対策室（健康増進課）TEL 0176-51-6790

　＜令和３年３月新規高等学校卒業者の採用選考期日等＞
◦企業による学校への求人申込および学校訪問開始…………７月１日　※変更なし

◦学校から企業への生徒の応募書類提出開始…………………10月５日　※変更前は９月５日

◦企業による選考開始および採用内定開始……………………10月16日　※変更前は９月16日

採用選考開始期日等の変更について

　新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、全国の高等学校で臨時休業期間があったことにより、新規高

等学校卒業者の就職準備期間が短くなったことで、生徒が不安を抱え、不十分な準備のまま就職活動に臨むこ

とが懸念されます。

　このため、生徒の希望・適性に合った就職を実現し、ミスマッチによる早期離職を防止する観点から、令和

３年３月に高等学校を卒業する生徒の採用選考期日等が、下記の通りに変更となりました。

　尚、厚生労働省では、例年と異なる就職環境にある中、生徒が安心して就職活動に臨めるよ

う、企業への職場見学や感染症防止対策の徹底等の配慮要請、学校関係者からの要望を踏まえ

つつ、高等学校とハローワークが連携して生徒を支援する等の取組を実施していきます。

令和３年３月新規高等学校卒業者の
就職にかかる

簿　記（第156回１～３級）
　検 定 日：11月15日（日）

　申込期間：10月１日（木）～10月19日（月）

リテールマーケティング＜販売士＞（第87回１～３級）
　検 定 日：令和３年２月17日（水）

　申込期間：12月14日（月）～令和３年１月22日（金）

そろばん（第130・第220回段位・１～３級）
　検 定 日：10月25日（日）

　申込期間：９月７日（月）～９月24日（木）

【お問合せ先】十和田商工会議所検定係　TEL 0176-24-1111

　令和２年度の労働保険の年度更新手続きは、８月31

日までです。詳しくは青森労働局ホームページ、また

は青森労働局総務部労働保険徴収室（TEL 017-734-

4145）まで。

日商検定試験実施日程

労働保険の年度更新期間は
８月31日までです。
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アクサ生命保険株式会社
青森支社　十和田営業所
〒034-0082 青森県十和田市西二番町4-11 十和田商工会館2F
TEL 0176-24-2624 

　厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として、

スマートフォン向けアプリ「COCOA」の配信を始めました。本アプリ

は、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について通知

を受け取ることができます。

 

◦接触確認アプリとは、どのようなものですか。
　利用者本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能（ブルー

トゥース）を利用して、お互いのプライバシーを確保しながら、陽性者と

接触した可能性について通知を受け取ることができます。接触の可能性が

分かることで、検査受診など保健所のサポートを早く受けることもでき、

利用者が増えることで感染拡大の防止に繋がることが期待されます。

◦アプリではどのような通知がきますか。
　新型コロナウイルス感染症の陽性者が、本人の同意の

もと、陽性者であることを登録した場合（登録は匿名）に、

その陽性者と過去14日間に、概ね１ｍ以内で15分以上の

近接した状態の可能性があった場合に通知されます。通

知を受けた後は、ご自身の症状などを選択いただくと、

帰国者・接触者外来等の連絡先が表示され、検査の受診

が案内されます。

厚生労働省
新型コロナウイルス接触確認アプリ

（COCOA）

１ｍ以内、15分以上の接触した可能性

※画面イメージ

◦接触に関する記録は、端末の中だけで管理し、外にはでま
せん。
◦どこで、いつ、誰と接触したのかは、互いにわかりません。

※端末の中のみで接触の情報（ランダムな符号）を記録します。

※記録は14日経過後に無効となります。

※連絡先、位置情報など個人が特定される情報は記録しません。

※ブルートゥースをオフにすると情報を記録しません。

ア プ リ の イ ン ス
トールや詳しい情
報はこちらから

厚労省 接触確認アプリ
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原則屋内禁煙
　改正健康増進法が、令和２年４月１日より全面施行となりました。これにより、多くの人が利用する様々な

施設において望まない受動喫煙を防止するため、飲食店や宿泊施設、事業所等の「第二種施設」においても、

原則屋内禁煙が義務付けられました。

「第二種施設」とは？
飲食店や宿泊施設、事業所等で、第一種施設※１及び喫煙目的施設※２以外の多数の者が利用する※３施設。
※１ 学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等。令和元年７月１日から原則敷地内禁煙（屋外に特定屋外喫煙場所設置可）。
※２ たばこの販売許可を得ているバー、スナック、たばこ販売店、公衆喫煙所
※３ ２名以上の者が同時に、又は入れ替わり利用すること

上記の要件をすべて満たす飲食店に限り、経過措置として店（室）内を喫煙可能とすることができます。

その場合、保健所への届出が必要です！
また、その他にも各種喫煙室の設置に関するルールを遵守する必要があります。

喫煙可能室の届出・ご相談は、上十三保健所までお問合せください。　TEL 0176-23-4261
　※所定の届出用紙に必要事項を記載し、郵送または来所によりご提出ください。

受動喫煙対策に係るコールセンター（厚生労働省）　TEL 03-5539-0303

「受動喫煙防止対策助成金」に関すること（青森労働局）　TEL 017-734-4113

ルールに違反した場合、立入検査等による助言・指導、勧告、命令、公表、過料（最大20万～50万円）
の対象となる場合があります。

※いずれの場合も要件を満たした「喫煙専用室」または「指定たばこ専用喫煙室」の設置が可能です。

健康増進法の改正により
令和２年４月１日から が義務付けられました。

飲食店の場合は、下記の条件を満たしている場合、経過措置があります。

□　令和２年４月１日時点で、営業している店舗である。
□　資本金または出資の総額が5,000万円以下である。
□　客席面積が100㎡以下である。

CHEC
K!

飲食店
（シガーバーを除く）

令和２年４月１日から
「原則屋内禁煙」

令和２年４月１日から
客室以外の場所は
「原則屋内禁煙」

令和２年４月１日から
「原則屋内禁煙」

令和２年４月１日から
客室以外の場所は
「原則屋内禁煙」

宿泊施設
（ホテル・旅館等）

その他の施設
（事業所・娯楽施設等）

鉄道・船舶・
タクシー

喫煙可能とするには、

喫煙室の技術的基準

を満たす必要があり

ます。

従業員や家族連れで

あっても、20歳未満

の者の立入は禁止さ

れ、広告・宣伝の際

にもその

旨を明記

する必要

がありま

す。

喫煙可能室の出入口

や施設の出入口に標

識を掲示し、広告・

宣伝の際にも設置に

ついて明記してくだ

さい。

喫煙可能室廃止時は、

廃止届の提出ととも

に標識を除去してく

ださい。

また、店舗の要件（資

本金・客席面積）等

が変更になった場合

でも再度届出が必要

です。

UN DER
20

技術的基準については
厚生労働省
のＨＰへ➡
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

連休となった

「海の日」と「スポーツの日」

の過ごし方。

　　　　　　　　　　　　　（tkr）  

〔 結果的に 〕

噴水に風きて濡らす遊歩道� 晃　

　　ときどき吹く風が冷たくて心地いい

何やかや言ふても夫婦うなぎ丼� 暁　子

　　いろいろあってもうな丼の前では仲の良い夫婦

赤信号堂々渡る夏の蝶� 緋佐子

　　コロナも交通ルールも関係なし

アラートの赤の点滅熱帯魚� しおん

　　拡大が止まりません。東京アラート何だったんでしょう

さわやか俳句

１枚写真館

つぶやき
旅好きの私にとって、ここ最近は、店と家の往復で、もう我慢できず・・・

あの、5,000円引きの青森限定宿泊キャンペーンを利用して、気を付けな

がらこっそり行って来ました「界 津軽」

遠くに行ったと思えば、少し奮発してもお得だし、なんたって楽しみなが

ら地元応援なんて、なんか・・・良い！

改めて青森の良さを知る、いい機会となりました。次はどこ行こうかな？

（Ｎ）

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

（協力　すばる俳句会）
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青森トヨペット㈱十和田店青森トヨペット㈱十和田店
今月のショーウインドー

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.108Vol.108

青森トヨペット㈱十和田店　青森トヨペット㈱十和田店　所在地 : 十和田市東三番町38-23所在地 : 十和田市東三番町38-23
TEL：0176-22-5671　FAX：0176-23-6348TEL：0176-22-5671　FAX：0176-23-6348

営業時間：９：30～18：00　　定休日 : 月曜日・第３火曜日営業時間：９：30～18：00　　定休日 : 月曜日・第３火曜日

お客様がお気軽にご来店いただけるよう「明るく、楽しい店舗」
を目指しております。お客様の安全で快適なカーライフをスタッフ
一同サポートさせて頂きます。ぜひ一度お立ち寄りください。

みちのく銀行
十和田支店

山
や ま ぐ ち

口  美
み き

紀 さん
（23歳）

この仕事を選んだ理由
　地域に少しでも貢献できる仕事を
したいと思いこの仕事を選びました。
今年の４月から地元である十和田市
に異動となったので、より一層頑張り
たいです！！
 
担当の仕事は
　入社してから４年間、窓口の担当を
していましたが、４月から個人ローン
の担当になりました。主に、自動車ロー
ンや住宅ローンを扱っています。笑顔
を大切に、お客様に寄り添った提案
を心がけて仕事をしています。
 
将来は
　みちのく銀行では、女性営業マン
の育成に力を入れているので、この流
れに乗って、しっかりとした知識を身
に着け、法人営業の担当になりたい
と思っています。そして、地元企業に
貢献していけたらと思っています。

マイブーム
　将来（結婚）を見据えて料理を始め
ました。最近は、豚汁や親子丼を作
りました。料理のレパートリーを増や
していきたいです。
 
社会人になって
　学生時代からずっとバドミントンを
やっていましたが、社会人になってか
らはなかなかやれていません。体を
動かすことが好きなので新しいスポー
ツにチャレンジしたいと思っています。

会員事業所さんで働く“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

ローン相談会を開催しています
みちのく銀行では、「ローンの相談に

行きたいけど仕事が終わってからだと

窓口が閉まっているし…」という方へ、

毎週火曜日の午後５時～午後７時ま

でローン相談会を開催しています。お

気軽にお問合せ下さい！

※2020年４月７日（火）～2020年９月

29日（火）まで開催予定。

リニューアルオープン!!
リニューアルオープン!!

  トヨタ車全車種販売スタート!!

  トヨタ車全車種販売スタート!!

インフォメーションインフォメーション

キッズスペースキッズスペース 商談ルーム商談ルーム テクノショップビューカウンターテクノショップビューカウンター

ショールームショールーム


