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F

４　平成26年度事業を総括　平成27年度第１回通常議員総会を開催
３　〈この人に聞く〉　十和田警察署　署長　佐藤久さん
４　〈我がまちにラビアンローズ〉　Ｂ－１グランプリin 十和田100日前PRイベントを開催
５　〈短期連載〉　マイナンバー制度とは ?①
６　〈トレンド通信〉　ビール戦争、プレミアム市場の次が示すもの
７　〈匠〉　多彩に咲き誇る「花菖蒲の郷」 手づくり村 鯉艸郷
７　〈脱!!短命県〉　生活習慣の改善② 身体活動・運動
８　女性会インフォメーション　春まつり「なべっこだんご」提供事業、定時総会
10　2015十和田納涼まつりのお知らせ
12　〈今月のショーウィンドー〉　紅葉の湯
12　〈きらめけっ未来の主役〉　㈱東北共立 十和田市民文化センター  阿部拓斗さん

傳翁の遺志をつぐべく戦中、戦後にかけて奮闘した水野さんの市民への大きな贈物、

稲生川の土手から眺めた景色です。折りしも五月晴れ！

田も空も広し三木野は五月晴　　晃
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日 月 火 水 木 金 土

5/31 6/1 ２ ３ ４ ５
・「月がとっても青

いから」第２回
実行委員会

・（一社）十和田市
観光協会認証審
査会

６

7 8
・第１回小企業者

記帳指導協議会

9
・十和田警察官友

の会理事会

10
・第１回青森県バ

ス交通等対策協
議会上十三地域
分科会

11
・定例金融相談
・ＮＴＴユーザ協会十和

田地区総会
・年金委員・健康保険委

員全体研修会
・第１回小規模事業者経

営改善資金推薦団体連
絡協議会（～12日）

12
・県連役員会・総

会・第64回会員
大会

・青森県商工会議
所女性会連合会
役員会

13

14
・第140回簿記検

定試験

15
・会員対策委員会

16
・Ｂ-１グランプリ
in十和田出展団
体発表

・マル経審査会

17
・十和田市飲食業

協会総会

18
・平成28年３月新規高等学

校卒業予定者に対する求
人提出及び採用活動早期
取組要請に伴う青森県関
係者との懇談会

・第１回経営指導員等研修
会（～19日）

19 20
・鯉艸郷・花菖蒲
　まつり（～7/20）

21 22
・社員教育セミナ

ー及び就職情報
交換会

・青森県商工会議
所女性会連合会
八戸大会

23
・マイナンバー制

度説明会
・小規模企業振興

委員連絡協議会
第１回委員会

24 25
・定例金融相談

26
・全国健康保険協会

青森支部対話集会
・（一財）青森県交通安

全協会定時評議員会
・十和田地域消防安全

管理協会定時総会

27
・十和田警察官友

の会定時総会・
集いの会

28
・第114・204回珠

算検定試験

29
・奥入瀬渓流エコ

ツーリズムプロ
ジェクト実行委
員会

30
・青森県珠算連盟

臨時総会

7/1 2 3
・十和田納涼まつ

り第３回実行委
員会

4
・2015年そろばん

グランプリ青森

JUN JUL 会議所カレンダー６ ７

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

ＦＲＯＮＴＩＥＲ的とわだ検定

嫌われないように、嫌われないように、
好かれるように好かれるように

って動くと、うまくいかないことがって動くと、うまくいかないことが

嫌われてもいい、嫌われてもいい、
好かれなくてもいい好かれなくてもいい

ってなると、なぜかうまくいく。ってなると、なぜかうまくいく。

書道と同じ。書道と同じ。

うまく書かなきゃ、うまく書かなきゃ、
下手と思われたくない下手と思われたくない

って思ったら筆はうまく運べない。って思ったら筆はうまく運べない。

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）／書道家。熊本育ち。３歳か
ら母である双葉に師事。東京理科大学、NTT退社後、ス
トリートからはじめる。NHK大河ドラマ「天地人」や世
界遺産「平泉」など数々の題字を手がける。全国でユニー
クな個展を開催。著書は、作品集【絆】、【上機嫌のすす
め】など20を超える。書道教室は約300名（2005年よ
り満席状態が続く）。公式ブログ「書の力」のアクセス数
は、１日５万を超える。⇒ http://ameblo.jp/souun

36



FRONTIER　2015.6　3

十和田警察署
　署　長

　佐
さとう

藤　久
ひさし

 さん（54歳）
正しく、強く、温かく

署員一丸で安全・安心なまちに
仕事は厳しく、勤務は楽しく
　厳しく真摯に仕事へ向き合うことは当然ですが、
取り組む姿勢は前向きで楽しくあるべきだと思いま
すので、休める時はしっかり休んで英気を養うこと、
仲間との絆を深めるために日頃からコミュニケー
ションを図ることを署員に呼び掛けています。“正
しく、強く、温かく”をモットーに、安全・安心な
地域づくりに署員一丸となって取り組めるよう、意
気軒昂な職場づくりに努めたいです。

経験と教訓を活かして
　これまでサミットやＷ杯、昨年の天皇・皇后両陛
下来県時など様々な場面で警備・警護をしてきまし
たが、東日本大震災の経験は大きな教訓となってい
ます。警備では、どんな状況であれ、全て想定の範
囲内として行動できるようにあらゆる事態に備えた
警備計画を作成して任務に当たりますが、より一層
の多角度視点と踏み込んだ考えで万全を期していか
なければならないと改めて感じさせられました。
　今年は全国Ｂ-１グランプリが開催されます。ま
さかの事態が発生しないように警備体制を整え、安
心して楽しめるイベントにしたいと考えています。

地域を掴むことから
　趣味はトレッキングです。十和田は初めての配属
なので、周辺の山や奥入瀬渓流を歩いてみたいです
が、まずは一日でも早く管内のことを把握したいの
で、いろいろ歩いて回ったり、地域のイベント等へ
積極的に参加したりしていきたいと思います。

発生率ワースト上位からの脱却を
　十和田署管内は、県内でも特殊詐欺被害、交通事
故が多く、その抑止に力を入れています。どちらも
自主防衛が事件・事故に遭わないための第一歩とな
るので、詐欺では怪しい電話・メールには疑ってか
かる、交通面ではまさかを想定した防衛運転、反射
材の装着を心がけるなど、市民一人一人の防犯に対
する意識向上も推進していきます。

十和田警察署署長 青森県警視。1960年大間町生まれ。'78年青森県警
に採用。2008年に警視となり、警察庁警備局や警備部機動隊長など
を歴任した後、'15年３月に署長として十和田署に着任した。かつて
全国警察逮捕術大会に青森県代表の団体メンバーとして出場し、全国
３位の好成績を２度収めたことがある。

十和田市と六戸町を管轄する中規模警察署。９つの交番・駐在所がある。
署　長：佐藤　久
所在地：十和田市西六番町1－41
ＴＥＬ：0176－23－3195
Ｈ　Ｐ：http://www.police.pref.aomori.jp/

十和田警察署概要

Profi le

問１．2008（平成20）年の発掘調査で大型竪穴住居が発見された明戸遺跡は、いつ
　　　の時代の遺跡とされているか？

　　　①旧石器時代　②縄文時代　③弥生時代　④古墳時代

平成27年 青森県警察官募集
試験区分 受付期間 第一次試験

警察官Ａ（大卒） ５月11日㈪～６月19日㈮ 7月12日㈰

警察官Ｂ（大卒以外） ７月27日㈪～９月４日㈮ 9月27日㈰
【お問合せ先】十和田警察署（TEL 0176-23-3195）
　　　　　　 又は最寄りの交番・駐在所
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第７回
開催まであと

120日

　Ｂ-１グランプリ in 十和田100日前をＰＲするイベントを開催します。南部地
域で伝統的に行われてきた「南部裂織」の縦糸と横糸の交わりを、今大会のコン
セプトである「想いをつなぐ地域愛」、「地域をつなぐ人間愛」とみたて、大会へ
の“愛”を織り上げます。箸のトロフィーを収める箸袋を制作し、大会上位３団
体への副賞として贈呈します。たくさんのご参加お待ちしております。
※当日の作業では完成に至らないため、後日、南部裂織保存会の皆様に仕上げていただきます。

日　時　６月25日（木）　9:30～11:30
場　所　市民交流プラザ「トワーレ」　エントランスホール

【お申込み・お問合せ先】
　Ｂ-１グランプリ in 十和田実行委員会　TEL 0176-51-6799
　　※６月19日（金）までに電話にてお申込み下さい。
　　公式ホームページ　http://b-1towada.com　もご覧ください！

　７月11日（土）10時から十和田市民文化センター生涯学習ホールにて、第３回おもてなし講演会を開催い
たします。講師に豊川いなり寿司で豊川市をもりあげ隊・副隊長の平賀菜由美さんをお迎えし、講演して
いただきます。たくさんのご参加お待ちしております。※詳しくは次号にてお知らせします。

100日前
ＰＲイベント

第３回  おもてなし講演会のご案内

100人で織りなす南部裂織
～想いをつなぐ地域愛、地域をつなぐ人間愛～

伝統工芸「南部裂織」の作品

　５月29日、今年度第1回目となる十和田商工会議所

通常議員総会を十和田富士屋ホテルにて開催。決算総

会にあたる今回の総会では、平成26年度の事業報告と

収支決算を主な議案とする全7議案について審議し、

全て満場一致で承認された。

　また、欠員監事１名については、㈱青森銀行十和田

支店支店長の木立晋氏が選任・承認された。

　総会開催にあたり、石川会頭は「経済環境が未だ厳

しい中において、商工会議所では、住みよいまちづく

りと商工業環境の改善と活性化に向け、官公庁に対す

る意見・要望活動と各種事業活動を積極的に展開して

きた」と振り返った上で、「今年度も皆様方のご支援・

ご協力を賜りながら、例年以上に各団体が実施する事

業・イベントへの支援、安全・安心なまちづくり等に

取り組んでいきたい」と挨拶した。

　商工会議所の大きな使命である意見活動では、昨年

度、十和田市へ新規10項目を含む60項目を要望し、21

項目について回答を得ることができた。今後一つでも

多くの要望が実現できるように、関係機関との連携強

化を図りながら、「我がまち」のイメージアップと地

域の持つ活力を引き出していきたい。

平成26年度の事業を総まとめ　第１回通常議員総会を開催

新監事の紹介

㈱青森銀行十和田支店

支店長

木
き だ ち

立　　晋
しん

 氏

総会開催にあたり挨拶する石川会頭
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　今年、平成27年10月に国民一人一人にマイナンバーが通知され、平成28年１月から各種行政手続でマイナン

バーが必要となります。

　果たしてマイナンバーとは？この言葉を初めて耳にした方や、聞いたことはあるけれどもよく分からないと

いう方、いらっしゃるのではないでしょうか。マイナンバーが一体どのようなものなのか、どんなことに気を

付けなければいけないのかなど誌面で紹介していきます。

　マイナンバーは、平成25年５月に国会で成立した「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）」の規定

に基づいて、住民票を有する全ての方１人１人に付与される番号です。数字の

みの12桁の番号で構成され、不正に使用されるおそれがある場合を除き、一度

指定されたマイナンバーは生涯変わりません。

　これまで日本では、基礎年金番号や健康保険被保険者番号など行政機関毎に

番号が異なり、共通番号であらゆる行政サービスを包括するシステムが存在し

ませんでしたが、マイナンバー制度の導入により、社会保障、税、災害対策の

分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報管理を行

い、さらに同一人物の情報を他機関との間で迅速かつ確実に情報連携すること

ができるようになります。

　マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤として、

大きく３つの効果が期待されます。

○公平・公正な社会の実現
　所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなる

ため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けること

を防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支

援を行えるようになります。

○国民の利便性の向上
　添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負

担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確

認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け

取ったりできるようになります。

○行政の効率化
　行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削

減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

　マイナンバーは、住民票コードを基礎に作成され、住民票を有する国民１人１人に市区町村から住民票に登

録してある住所に通知カードが郵送されます。このため、中長期在留者や特別永住者などの外国籍でも、住民

票がある方にはマイナンバーが指定されますが、国外に滞在されている方などで住民票がない場合は指定する

ことができません。帰国して国内で住民票を作成した時に初めてマイナンバーの指定が行われます。

　また、株式会社などの設立登記法人のほか、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体に対しては法人

番号が指定されます。

詳しい内容はホームページ（内閣官房内）もご覧ください。　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

マイナンバー制度のお問合せは、0570-20-0178（全国共通ナビダイヤル）　平日9:30～17:30

 参考資料 :内閣官房HP、政府広報オンライン

問２．十和田湖は、形成された要因からどのような湖に分類された。

　　　①氷蝕湖　②堰止湖　③断層湖　④カルデラ湖

　2015年10月に通知がはじまる

マイナンバー（社会保障・税番号）制度とは？ ～1～　概要

マイナンバーとは？

導入のメリットとは？

誰にマイナンバーが付与されるのか？

ロゴマーク
愛称：マイナちゃん
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第15回

ビール戦争、プレミアム市場の次が示すもの
　ビールの商品企画や宣伝などのマーケティング手

法は、地域の中小企業にとってはスケールが違いす

ぎて参考にならないと思うかもしれません。ところ

が、コンシューマー商品の代表格であるビール市場

に起きている変化を知ることで大きな消費者ニーズ

の変化を知ることができます。それは、地域発ヒッ

ト商品の開発を目指す事業者にとっても大いに参考

になるところです。今回は、「プレミアム」から「クラ

フト」へと変化しているビール市場のト

レンドが意味するものを解説してみます。

　キリンビールは４月、お洒落なまちと

して知られる東京・代官山にスプリング

バレーブルワリーというビアレストラン

をオープンしました。特徴は、そこで常

時６種類の「地ビール」を醸造して販売

することです。しかも醸造する釜も透明

にしてガラス張りの一角に配置し、つくっている中

身を公開している点がユニークです。

　普通のビールは10階建てのビルほどもある醸造タ

ンクで、まるで工業製品のようにつくられます。わ

ざわざ効率の悪い小ロットでつくるのは、従来と違

う手づくりの「クラフトビール」であることを強調

して、これまでとは違う客層に興味を持ってもらう

ためです。目の前で職人が働いているところを見な

がら飲む場所をつくることで、つくり手の伝えたい

ストーリーを直接理解してもらおうという狙いがあ

ります。

　ビールを含めた酒類全体の消費量は平成８年を

ピークに下がり続けています。しかもかつては全体

の７割以上を占めていたビールの構成比は平成24年

では３割程度まで下がっています。もはやお酒とい

えば「とりあえずビール」の時代ではなくなってい

るのです。

　この10年間は、通常の価格帯よりも高価なプレミ

アムビールが成長し続けてきました。消費者ニーズ

が多様化するなかで、「ビール好き」の選択肢とし

てのポジションを確保したからです。次

に各社が注力しているのが、つくり手の

顔が見える「クラフトビール」です。先

に挙げたキリンビールだけでなく、サン

トリーもプレミアムモルツを横展開した

うえ、さらに上位のマスターズドリーム

を発売しています。

　価格勝負の発泡酒や新ジャンルと、高

価な嗜好（しこう）品としてのビールに二極化して

いるわけです。市場の構造が、安さ追求の日用品と

「ここ一番」の高級品に分かれる傾向はビールに限

らず、さまざまなジャンルで見られます。モノだけ

でなくサービスに関しても同様です。

　地域発のヒット商品を開発するなら、価格勝負の

量産品をつくっても意味はありません。高くても指

名買いされるものをどうつくるかが勝負です。その

際は、品質が本当に良いのは当然として、つくり手

の顔が見え、かつ消費者に直接ストーリーを届ける

工夫が欠かせません。ビールメーカーは巨大企業で

すが、同じ法則で動いているのです。

執筆者：日経ＢＰヒット総合研究所上席研究員　渡辺和博
　日経ＢＰ社が発行する日経トレンディは、マーケットの動きやライフスタイルの在り方などを視野に入れながら、「商品」と
「サービス」の新しい潮流を取り上げ紹介する情報誌。世の中のトレンドや流行、新製品・サービスの動向など、生活に関する
あらゆる情報を幅広く分析し、紹介している。

　平成29年４月に予定されている消費税率の再引上げに備えるべく、商業・サービス業を営む中小企業等

が商工会議所等の経営改善等の指導を受けて、店内のイメージアップや集客力の拡大につながるような経

営改善設備を導入した際の軽減措置を平成28年度末まで延長。

●対象設備　１台30万円以上の器具・備品（ショーケース、看板、レジスター等）

　　　　　　１台60万円以上の建物附属設備（空調設備、店舗内装等）

☆軽減措置の内容　経営改善設備取得価格の30％特別償却、

　　　　　　　　　または７％税額控除の選択　※税額控除対象法人は、資本金3,000万円以下の中小企業者に限る。

税のこと vol.14　商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長知っておく
べき
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其ノ三十四 多彩に咲き誇る 手づくり村 鯉艸郷花菖蒲の郷
　“鯉”が泳ぎ、草花“艸”が息づく「手づくり村 鯉

艸郷」は、悠々たる自然と触れ合える花園。さまざま

な生き物たちも共生する、そんな理想の郷を鮮やかに

彩る花々が今、見頃を迎える。

花を想い、人も想う
　６月、満開の花菖蒲、ルピナス、芍薬が一面に広が

り、園内を色とりどりの世界に染め上げる。特に開園

のルーツでもある花菖蒲は、500種類20万株が咲き誇っ

て大パノラマを展開。１株１株に優美な大輪がつくか

らこそ生み出される光景であり、そのためには連作障

　身体活動・運動の量が多い人は、活発ではない人と比較して循環器疾患やがんなどの生活習慣病の発症リス

クが低いと言われている。青森県では、子どもの頃からの肥満傾向の割合が高く、雪の積もる冬期間は体を動

かす機会が少なくなりがちだが、小さい頃から日常生活に身体活動を意識して取り入れることが重要である。

! 積極的に運動しましょう
! 歩数を増やしましょう

害や疫病への対策、花がら摘みなど細やかな管理・手

入れが欠かせない。植え付け間隔を広くしてあるのも

特徴的で、これは訪れる人を想い、存分に鑑賞できる

ようにとの計らいである。是非、花盛りのこの時期を

お見逃しなく !

楽しみは花だけでなく
　鯉艸郷では、そば打ちや石窯ピザ作り、南部裂織な

どの体験も。茅葺民家「鯉艸亭」や水車小屋といった

懐かしき癒しの風景を感じながら、手づくりのよさ、

創作の楽しさにも出逢える場所なのだ。

色
彩
豊
か
に
染
ま
る
ル
ピ
ナ
ス
園
。
奥
に
見
え

る
の
は
芍
薬
園
。

■代表  中野渡裕生　■住所 深持字鳥ヶ森2-10　■TEL 0176-27-2516　■FAX 0176-27-2544
■営業期間 　４月下旬～８月上旬（定休日なし）、８月中旬～10月下旬（要予約）、11月～４月中旬（冬期休業）
■営業時間 　9:00～17:00　■HP  http://risoukyo.com/

手づくり村  鯉艸郷

優
美
な
花
菖
蒲
と
茅
葺
民
屋
「
鯉
艸
亭
」
の
佇

ま
い
が
生
み
出
す
癒
し
の
風
景
。

-3- 生活習慣の改善② 身体活動・運動

H18～22年国民健康・栄養調査年齢調整歩数（20歳以上）

参考資料:青森県健康増進計画健康あおもり21（第２次）

男女別１日平均歩行数

青森県 全　国

男　性 5,976歩 7,225歩

女　性 5,657歩 6,287歩

・運動習慣のある人の割合の増加

　（20～64歳） 男性40％　女性35％

　（65歳以上） 男性52％　女性48％

・日常生活における歩数の増加

　（20～64歳） 男性8,500歩　女性8,000歩

　（65歳以上） 男性6,000歩　女性5,000歩

＜県が設定している目標値＞

※ちなみに歩幅75㎝の人が官

庁街通り（片道1.1㎞）を歩

いた場合で大体1,467歩。

　ウォーキングはいつでもどこでも、１人でもできる一番身近な運動です。運動不足を
実感している人は、日常生活で歩く機会を増やすことを心がけましょう。
　まずは、今よりも1,000歩（約10分）多く歩くことから始めてみましょう。
　※運動習慣のある方とは、１日30分週２回以上の運動を１年間続けている人をいいます。

運動の基本は歩くこと

問３．梅地区にある落人の里の水は、別に何の水と称されていたか？

　　　①カドの水　②フチの水　③サキの水　④サカイの水
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　十和田商工会議所女性会の平成27年度第42回定時総

会が、５月21日、十和田シティホテルに於いて開催さ

れました。

　総会では、議案がすべて承認された後に、益川会長

より「今年はＢ－１グランプリ in 十和田の開催にあた

り、春まつり期間中に行った“なべっこだんご”提供

事業の売上金を全額協賛する形で参加させていただ

く」との説明があり、女性会ならではの“おもてなし”

で、Ｂ－１グランプリの成功に少しでもお役に立てれ

ばと思っております。また、欠員となっていた監事で

すが、米田多津子様に務めていただくこととなりまし

た。

　総会後の懇親会では、小山田市長より「県内で最初

に設立された女性会として、長年にわたり女性の視点

でのリーダーシップを発揮し、十和田市の発展にお力

添えいただいていることに感謝するとともに、これか

ら始まるプレミアム付商品券発行事業には、是非、皆

さんの事業所も加盟して活気づけていただきたい」、

また、所用により出席できなかった石川会頭の代わり

に、櫻田専務理事より「女性会では、春まつりの“な

べっこだんご”提供事業、例会活動や新春講演会など

　私達女性会恒例の“なべっこだんご”を春まつり期

間の４月25・26日の両日、桜の広場で出店しました。

今年の桜の季節はかけ足でやってきましたので、期間

中はもう桜が散っていたのが残念でした。晴天に恵ま

れて暖かく、“あったかいなべっこだんご”より冷た

いものという感じでしたが、たくさんの人出がありま

したので、女性会のメンバーも張り切って皆様に“な

べっこだんご”を提供しました。

　これからも、「安くて、おいしい」“なべっこだんご”

を女性会の事業として頑張って参りますので、どうぞ

宜しくお願い致します。 （益川百合子）

一年間で多くの事業を実施されており、毎回女性会か

らパワーをいただいている気がします」と、労いとお

祝いのお言葉をそれぞれから頂戴しました。

　乾杯の挨拶は、青い森信用金庫十和田地区本部長の

橋本善太様よりいただきました。懇親会の中で行われ

たゲームでは、皿にある豆を輪島塗の箸を使って次の

人の皿へと渡していくゲームを行い、たくさんの声援

と笑いでいっぱいになりました。

　最後は、恒例の参加者全員で輪になって三本木小唄

を踊り、会場は和服の華やかさと賑わいで満ちていま

した。

女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん 会員募集中
●年会費10,000円
●連絡先／十和田商工会議所女性会 24－1111

かけ足の春に “なべっこだんご” 提供事業

平成27年度定時総会を開催
Ｂ－１グランプリへ “なべっこだんご” の売上全額協賛を決定

み
ん
な
で
愛
情
込
め
て
作
り
ま
し
た

総
会
時
の
様
子

小
山
田
市
長
よ
り
い
た
だ
い
た
挨
拶

思
い
通
り
に
い
か
な
い
豆
つ
か
み
ゲ
ー
ム
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Topics

　十和田地区雇用対策協議会では、５月22日に定時総会

を開催。石川正憲会長が「関係機関との連携を密にし、

優秀な若年層の地元就職に向けた環境づくりに貢献して

いきたい」と挨拶した後、平成26年度にかかる事業報告・

収支決算等を審議し、すべて承認された。

　また、任期満了に伴う役員改選では、会長をはじめと

するすべての役員が留任となった。

　太素顕彰会では、５月22日に第１回定期総会を開催。

平成26年度の一般及び新渡戸記念館事業等にかかる収支

決算のほか、事業として太素祭や稲生川灯ろう流し、新

渡戸塾などを報告、承認された。任期満了に伴う役員改

選では、石川正憲会長をはじめすべての役員が留任と

なった。

　また、同会が保有する資料・物品等に関して市へ寄贈

する旨を会長が提案し、承認された。

労働力確保に向けて連携を密に
十和田地区雇用対策協議会定時総会

各種事業を継続して実施
太素顕彰会定期総会

総会開催にあたり挨拶する石川会長

【お問合せ先】十和田商工会議所　TEL 0176－24－1111

『商工会議所福祉制度キャンペーン』
実施のお知らせ

議案審議時の様子

問４．バラ焼き誕生の説の中で、高価な牛肉をなるべく少ない量で美味しくたくさ
　　　ん食べたいとの思いから、ヒントにしたとされる料理は？

　　　①シシカバブ　②シュラスコ　③プルコギ　④ロコモコ

　ベストウイズクラブでは、「福祉

制度キャンペーン」を４月15日～６

月30日に実施致します。本キャン

ペーンは、『商工会議所福祉制度』

を会員の皆様にご理解いただき、会

員事業所の福祉向上にお役立ていた

だくことを主な目的としています。

　『商工会議所福祉制度』は、経営者・

役員の皆様の保障や退職金準備他、

入院・介護・老後に備えた様々な保

障ニーズにお応えするものです。

　商工会議所職員とアクサ生命株式

会社の担当社員がお伺いした際に

は、是非ご協力いただきますようお

願い申しあげます。

※「ベストウイズクラブ」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。
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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

セカンドライフステップアップセミナー
（青森労働局委託事業 生涯現役社会実現職業生活設計セミナー）

を皆様の事業所で開催しませんか！

労働保険年度更新手続きのお知らせ

2015十和田納涼まつりのお知らせ

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１．２５％（平成27年5月11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

　十和田商工会議所では、日本政策金融公庫の定例金
融相談を開設しています。６月は下記の日程です。相
談ご希望の方は事前にお申込み下さい（要予約）。
相談日時：６月11日（木）・25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140回１～４級）
　検 定 日 :６月14日（日）　
　　※申込みの受付は終了しました。
リテールマーケティング＜販売士＞（第76回３級）
　検 定 日 :７月11日（土）
　申込期間 :６月19日（金）まで　
そろばん（段位・１～３級）
　検 定 日 :６月28日（日）　
　　※申込みの受付は終了しました。
【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

（ ）

日　時　７月24日（金）　17:00～20:30

会　場　十和田市相撲場

チケット

料　金　１枚1,500円【飲み物２杯（アルコール、

　　　　ソフトドリンク各種）＆おつまみ２品】

販売期間　６月５日（金）～７月14日（火）

販売場所　上北農産加工農業協同組合、奥入瀬ろまん

パーク、稲本商事㈱、AST（クラージュ、十和

田市観光物産センター）、十和田商工会議所

【お問合せ先】

十和田納涼まつり実行委員会（稲本商事㈱内）

TEL 0176-23-7251

　高年齢者が、職務経歴や年金等の社会保障制度を

踏まえた生活設計を自ら行い、その設計に沿った働

き方を早い時期から検討できるよう、概ね55歳以上

の方10名程度の参加が見込まれる場合は、無料で講

師が皆様のもとへお伺いして職業生活設計セミナー

を開催致します。是非、開催をご検討ください。

実施期間　平成27年６月～平成27年12月

所要時間　１時間30分程度を標準としていますが、

カリキュラムにより多少異なります。

テ ー マ　年金一般及び健康保険等の基礎知識、高

年齢者の多様な働き方や過ごし方、健康

管理について

実施費用　講師の派遣費用やテキスト等の直接費用

は当協会が負担します。

講　　師　主に当協会所属の特定社会保険労務士と

労働衛生コンサルタント

【お問合せ先】

（一社）青森県経営者協会　担当 木村

TEL 017-734-2531　FAX 017-734-2532
※開催日時・所要時間・場所、セミナーの内容について、各事

業所の意向等ご相談に応じます。お気軽にお問合せください。

　労働保険年度更新（平成26年度確定保険料と平成

27年度概算保険料の申告・納付手続きのことをいい

ます）を行っていただく時期となりました。

　平成27年度の申告・納付期間は、６月１日（月）～７

月10日（金）までとなっておりますので、お早めにお

近くの金融機関・郵便局等で手続きをお願いします。

【お問合せ先】

青森労働局総務部労働保険徴収室　TEL 017-734-4145

十和田市
プレミアム付商品券

商品券ご使用可能期間

平成27年6月1日（月）～10月15日（木）
※10月16日以降は使用できません。

【お問合せ先】

十和田商工会議所　TEL 0176-24-1111

十和田湖商工会　TEL 0176-71-2201
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

　６月と聞くと、ジューンブライ

ドとかボーナスとか、祝日がない

とか梅雨とか…、いろいろ連想す

るものがありますが、第３日曜日

（21日）も忘れないでね。

 (tkr)

〔今月は…〕

飛ばされたタンポポ里を向いて咲き 大釜　丸子

　　田舎の風景に癒やされます

入学式十三歳のボクがいた 吉田　保雄

　　はるか昔の自分に重なります

干からびた牛蒡忘れていてゴメン 八木田幸子

　　たまに台所の隅っこで発見します

川柳を書いてるぼくはぼくでない 会津たかお

　　だからこそ作品が作れるのかも

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
水野陳好さんのこと

　毎年の太素祭は稲生川上水の大事業を成し遂げた新渡戸家三代の偉業を讃え、感謝
の祈りを捧げる祭りである。そこまでは分かっているが、その後のことはよく分から
ない。しかし、僅かに知っている分だけを述べてみたい。
　太素翁の亡くなった後、水をめぐる農民と町衆の争いや運営の為の組合の分裂など
いろいろあったらしい。しかし、財力無し、政治力無し、経営力無し、そんな中に水
野さんが財政界の大物、渋沢栄一（青淵翁）に派遣されて当地、高清水に現れたわけ
である。
　水野さんが運営に携わったお陰で水利の立て直しや稲生川の延長工事、更に国から
の資金援助、遂には国営事業化に成功したというわけである。そしてその恩恵は十和
田市発展の土台となっただけでなく、更に広く六戸、三沢地区にまで影響が及んだと
いう。
　忘れてはならない人である。 （晃）

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

解答　問１．②　問２．④　問３．①　問４．③
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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

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.56Vol.56
どんな業務に携わっていますか？
　舞台機構や照明、音響機器と
いった舞台全般の管理・運営を
行っています。催事の時に限らず、
いつでもホール等が使用可能な状
態にしておくように、日々のメン
テナンスにも努めています。

早く一人前になって
　学生の時に学んだことやイベン
トスタッフのアルバイト経験など
を活かしたいと思っていました
が、実際の現場は勝手も違います
し、仕事の内容も多岐にわたりま
す。ほかの場所に出張することも
あるので、場数を踏んで経験を
積み、どんな状況下でも最高のパ
フォーマンスで舞台を支えていき
たいと思います。

心がけていること
　舞台裏は結構危険なので、常に

安全第一を心がけています。ミス
もあってはいけません。利用する
方の大事な時間や気持ちを台無し
にしてしまわないよう細心の注意
を払って臨んでいます。

的確な判断が求められます
　催事準備の際は、主催するお客
様たちとよく一緒に作業します
が、段取りが悪いと時間ばかりか
かってしまいます。三手先を読ん
だ的確な行動・指示で、いかにス
ムーズに進められるかが難しいと
ころです。

自信をつけて積極的に
　積極性に欠ける自分を改善して
いきたいです。そのために、知識・
技術をもっと磨いて自信をつけ、
急な依頼や事態にも自ら進んで対
応したり、アドバイスしたりでき
るようにしたいです。

株式会社 東北共立
十和田市民文化センター

阿
あ べ

部　拓
た く と

斗 さん
（22歳）

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！

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

特注の有田焼製の茶碗風呂特注の有田焼製の茶碗風呂 枝垂れ紅葉を臨む露天風呂枝垂れ紅葉を臨む露天風呂 各種の湯船が楽しめる大浴場各種の湯船が楽しめる大浴場

　長年親しまれてきた三本木ラドン温泉が、「天然温泉 紅葉の湯」と

してリニューアルオープン。新たに茶碗風呂や寝湯、電気風呂が登場

し、子どもから大人まで楽しめる要素が満載だ。

　館内は落ち着いた和モダンの雰囲気が広がり、露天風呂には

枝垂れ紅葉が花を添える。情緒あふれる空間で

くつろぎのひと時を過ごせそうだ。

特注の有田焼製の茶碗風呂 枝垂れ紅葉を臨む露天風呂 各種の湯船が楽しめる大浴場

紅葉の湯天然
温泉

天然温泉 紅葉の湯
■代表取締役 関口健一　

■住所 三本木字千歳森391-4

■TEL 0176-24-1141

■営業 6:00～22:00（年中無休）

■料金 大人380円、小学生150円、

 　　　幼児60円（３歳以下無料）
■HPは近日公開予定。


