
全国で大きさは４番目の銀杏大樹だそうだが？

法量の銀杏の木は通説1,100年とか？ なるほど大きい！
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日 月 火 水 木 金 土

7
・十和田市現代美術

館展覧会『地霊』
　（1/30～5/15）

・十和田湖冬物語
（2/5～29）

8
・ブロック別中小

企業相談所長説
明会

9
・県連幹事会

（～10日）

10 11 建国記念の日 12
・事業承継支援に

係るセミナー

13

14
・珠算検定試験
・東京とわだ会第

31回総会

15 16
・雇用対策協議会幹事・労

務対策委員会合同会議
・雇用対策協議会高等学校

就職担当者との懇談会
・県連共済制度担当者

連絡会議

17
・リテールマーケ

ティング（販売
士）検定試験

18 19
・建設部会第３回役員会
・建設部会経営セミナー
・十和田地区社保ボウ

リング大会
・持続可能なまちづくり・

地域づくりフォーラム

20

21 22 23 24 25
・定例金融相談
・商工会議所東北

ブロック会議・
運営研究会

26 27

28
・簿記検定試験

29 3/1 2 3 4 5

6 7
・合同部会

8 9 10
・定例金融相談

11 12

会議所カレンダー

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

ＦＲＯＮＴＩＥＲ的とわだ検定

FEB MAR２ ３

スポーツ選手が最高のパフォーマンスを出すときはスポーツ選手が最高のパフォーマンスを出すときは

自律神経のバランスがベストの時。自律神経のバランスがベストの時。

自律神経とは自分を律する神の経路。自律神経とは自分を律する神の経路。

まさに心が調和している状態。まさに心が調和している状態。

ピアノを調律するようにピアノを調律するように

自律していこう。自律していこう。

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

43
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問１．十和田市南西部に位置する月日山。その山頂付近にある神社の名称は？

　　　①十和田神社　②月日神社　③木金神社　④日月神社

葛藤を乗り越えて
　英語に興味があったので、本場の英語に触れたい

と思い留学しました。卒業後は、学びを活かしてそ

のまま在留するか、帰国するべきか葛藤もありまし

たが、きっかけは創業者である祖父の死と、一緒に

働こうと声を掛けていただいたことです。この会社

のおかげで私があるということを強く感じ、祖父の

思いを繋いでいきたいと決心しました。

イメージ改革大作戦実行中
　どの業界も抱えている問題だと思いますが、建設

業界は特に入職者不足が深刻化しているので、誰で

も働きやすい職場環境を目指すとともに、女性技術

者の採用を促進し、将来のある子ども達からも働き

たい !と思ってもらえるような業界に変えていきた

いです。そう考える中で私に出来ることは何か模索

し、グループ企業も総出演のPV（プロモーション

ビデオ）の制作や運動会の開催などを企画しました。

こうした活動がイメージ変え、「感謝・感動・貢献」

の新しい３Ｋの定着へ繋がって欲しいです。

運動神経バツグンです！
　バスケットボールをはじめ、いろいろなスポーツ

に挑戦します。昨年は流鏑馬デビューを果たして、

駒フェスタにも出場しました（写真）。今年は、サー

フィンとバンジージャンプに挑戦すること、バック

転が出来るようになることが目標です！

海外経験を活かしたい
　英語を活かす場面がなかなかないのがちょっと寂

しいです。使わないと鈍ってしまうので、海外ドラ

マを見たりしていますが…（笑）。経験上、困って

いる外国人観光客を見かけると放っておけないの

で、英語の観光パンフレット作製やガイドなど、誘

客にも繋がるような活動をしてみたいですね。あと、

スペイン語も覚えたいと密かに思っています。

ずっと続く企業であるために
　「感動」と「笑顔」をモットーに、地域密着企業

として青森県№ 1を目指すとともに、未来へずっと

続く企業でありたいと思います。ニーズに対応した

技術革新や新分野開拓など、挑戦し続ける気概を

持って取り組んでいくため、私は私なりに、出来る

ことからコツコツと挑戦していきたいと思います。

ホームページやYouTubeのPVも是非ご覧ください！

1985年、十和田市生まれ。三本木高校、セーラム州立大学（アメリカ・
マサチューセッツ州）卒業。大学ではスポーツ経営学を専攻。2009年、
㈱福萬組入社し、総務部、取締役広報室長、常務取締役を経て、2016年
１月１日、取締役副社長に就任、現在に至る。十和田商工会議所青年部総
務委員。同氏が手掛けたAKB48 の「恋するフォーチュンクッキー /㈱福
萬組グループVer.」は、YouTubeにて公開中！

代表取締役社長：井上　馨
所在地：十和田市東十三番町15-27
ＴＥＬ：0176-23-4111　 ＦＡＸ：0176-24-0945
Ｈ　Ｐ：http://www.fukumangumi.co.jp

事業所概要

Profi le

株式会社 福萬組
　取締役副社長

 井
いのうえ

上　司
つかこ

子さん（30歳）

感動と笑顔をモットーに
私ができることを 私なりに
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　明けましておめでとうございます。

　平成28年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。

国民・経済界に明るい展望
　昨年の世界の動向は、ギリシャ問題、中国経済の新

常態への移行、資源・エネルギー価格の下落、シリア

問題など、世界経済を揺るがす問題が多数ありました。

新興国経済が低迷する中で、相対的に先進国経済は底

堅く、米国経済は好調に推移し、昨年の世界経済全体

は緩やかな回復となりました。本年は、米国がいよい

よ金融緩和の出口戦略に入り、中国経済の先行きの不

透明さと合わせて、新興国経済に力強さがうかがえな

いなど、世界経済の回復は今年も緩慢なものになるの

ではないかとみられております。

　一方で、わが国経済は、ようやくデフレ脱却への道

筋が見え、昨年はＴＰＰの大筋合意や訪日観光客の増

加、さらに、昨年後半からは、企業の設備投資も拡大

していることが明らかとなり、国民・経済界が将来に

向けて明るい展望を持てる期待感が広がりつつありま

す。また、来年４月には消費税率が10％にアップする

ことから、本年後半にはある程度の駆け込み需要が発

生するのではないかと思われます。

構造改革の推進が急務
　将来の日本の持続的な成長を成し遂げていくために

は、50年後の人口１億人の維持を目標とする抜本的な

少子化対策、働く意欲を持った高齢者と女性の労働参

加を促進する労働改革、日本の食の魅力と安全を世界

に発信する強い農業への転換など、構造改革の推進が

いずれも待ったなしの状況となっています。また、こ

れらを実現する財源のためには、税と社会保障の一体

改革の実現も急務となります。

　わが国は、幸いなことに安定政権の下で、政策を継

続的かつ粘り強く実行する体制にあります。日本再生

のためには、改革のプラスとマイナスを明示し、国民

にその必要性を説明し、説得し続けることで改革を成

し遂げることが重要であります。

商工会議所がリーダーシップを発揮して
　さて、このような中で、商工会議所といたしまして、

どのようなことに軸足を置いていくことが必要である

か考えますと、全国514の商工会議所が、それぞれの

地域で、関係者と緊密に連携しながら地域の将来をデ

ザインし、地方創生に向けて取り組んでいくことが肝

要だと思います。特に「観光」や「ものづくり」など

地域の強みを生かす活動には、商工会議所が強いリー

ダーシップを発揮していくことが求められているので

はないでしょうか。

四大要素を軸に独自の魅力を発信
　まず、地方創生の切り札として期待される観光分野

では、外国人観光客は、一昨年に1300万人を超え、昨

年は約1900万人と急激に増加しました。2020年の東京

オリンピック・パラリンピックまでに2000万人という

当初の目標を前倒しで達成することが確実となってい

ます。それぞれの地域が、外国人のみならず国内の観

光客を引き付けるためには、デービッド・アトキンソ

ン氏の『新・観光立国論』にも述べられているように、

「文化」「気候」「自然」「食事」の四大要素を軸として、

地域が独自の魅力を発信するとともに、地域間の連携

も必要ではないでしょうか。新たな目標設定とともに、

ボトルネックの解消と観光消費の効果を得るための現

実的な対策を考えていくことが重要です。

ものづくり立国の好機
　次に、観光と並んで日本の強みを生かす分野に製造

業があります。六重苦が徐々に解消され、ＴＰＰの大

筋合意により、国内立地の競争力は改善傾向にあり、

新しいものづくり立国を構築する好機が訪れていま

す。昨年11月には、「ＴＰＰ政策大綱」がまとめられ、

ＴＰＰを活用した中小企業と農業の輸出促進支援策も

検討されており、地方創生にも大いに貢献することが

期待されます。１～２年後にはＴＰＰが発効すること

を想定して、これまで海外ビジネスに取り組んでいな

かった企業でも、どのように活用できるか、検討して

いくことが重要ではないでしょうか。特に、ＴＰＰで

は日本の農業を強い産業に変革していくとともに、日

本の農産品・食品の輸出拡大に貢献することが期待さ

れています。

変化をチャンスに、日本再出発の一歩
　さらに、日本再生という点では、本年３月で震災か

ら６年目に入る被災地の復興の歩みも加速させなけれ

ばなりません。一日も早い本格復興に向けて、現地の

ニーズに即した支援を着実に実行していくことが重要

です。

　最後になりますが、地方創生の主役は、われわれ自

身であり、明るい未来を切り開く気概を持ったわれわ

れの一歩が日本再出発の推進力となります。自信を

持って前を向き、変化をチャンスと捉え、果敢に挑戦

してまいりましょう。皆さまの一層のご支援とご協力

を心からお願い申しあげます。

年 頭 所 感

日本商工会議所

　　会頭　三村 明夫
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問２．高度経済成長期の1972（昭和47）年の出来事として当てはまらないものは？

　　　①市民図書館の建設着工　②学校給食センター創業開始　
　　　③デパートが初めて進出　④十和田町が「十和田湖町」へ町名変更

高血圧　　脂質異常症
喫　煙　　糖　尿　病

４大危険因子

其ノ
三十七 上北農産加工農業協同組合スタミナ源たれプレミアム

　発売から半世紀、スタミナ源たれは、一家に一本の

必須アイテムとして、今や全国で親しまれる万能調味

料。そんな源たれの発売50周年を記念してつくられた

のが、「スタミナ源たれプレミアム」だ。

まさにプレミアムな
　源たれと言えば、県産のにんにく・りんごをはじめ

とする国産100％の原料を使用し、瓶底に沈殿する生

野菜の自然の旨みが感じら

れることが特徴。それが愛さ

れ続ける理由の１つでもあ

るが、プレミアムでは、この

生野菜を増量し、更にみそと

りんご酢を隠し味に。源たれ

らしさをそのままに、より甘

みとまろやかさ、コクを深め

た味わいは、まさにワンラン

ク上のプレミアムな逸品。焼

肉のたれにはもちろん、唐揚

や魚料理、炊込みご飯などい

ろいろな料理と相性抜群！

地産全消の気概で
　塩焼・バラ焼きのたれやドレッシングなどの多彩な

ラインナップのほか、菓子や弁当などとのコラボ商品

も展開。生産者と一体となり、県産素材を安全・安心

と美味しさで全国へ発信する。

■代表理事組合長　成田正義　　■本所所在地　相坂字上前川原76　　
■TEL  0176-23-3138　　■FAX  0176-23-8153　　■URL  http://knktare.com/

上北農産加工農業協同組合

国
産
生
野
菜
が
さ
ら
に
ふ
ん
だ
ん
に
入
っ
た

源
た
れ
プ
レ
ミ
ア
ム
。
様
々
な
メ
ニ
ュ
ー
に

活
用
で
き
る
万
能
調
味
料
だ
。

-7-
生活習慣病の発症予防と重症化予防

② 循環器疾患

　がん（悪性新生物）に次いで多い死因が、脳血管疾患や心疾患といった循環器疾患。がんを含む三大生活習

慣病として、平均寿命に影響を与えている。全国と比較すると、本県はがんと同様に高い割合で推移しており、

危険因子の回避・改善に気を付けたい。

! 食事や運動などの生活習慣の改善を図りましょう
! 早期発見のため、健康診査・保健指導を受けましょう
! 血圧を自己管理し、高い場合は医療機関での受診を

循環器疾患を予防するために

資料：平成26年青森県人口動態統計



6　FRONTIER　2016.2

第21回 その調査のやり方で大丈夫ですか？

　先日、ある地域の資源を生かした産品開発の会議に出

席する機会がありました。商工会議所や商工会でも実施

されている「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」

の一場面です。そこで、開発中の商品について消費者に

ニーズ調査をしようという話が出ていました。その内容

を聞いていて、「これはちょっと困ったことになったぞ」

と思いました。

　内容はつくろうとしている商品の特

徴（差別化ポイント）についてのもの

だったのですが、設問が誘導尋問のよ

うに「イエス」が多くなるようにつく

られていたからです。さらに困ったこ

とに消費者向けと取引先や流通事業者

向けの質問が混じっていました。

　地域発でヒット商品を開発するため

には、調査はとても重要なプロセスで

す。そこで押さえるべき内容は二つあります。一つは開

発する商品の価値や特徴をはっきり説明するためのエビ

デンス（根拠）やストーリーの収集です。こうした調査

は時間もお金も掛かります。もう一つは、こうした調査

によって得られた情報を基につくった商品特徴や価値

が、本当に市場のニーズにマッチしているかどうかを調

べるためのものです。

　いずれの調査も自分たちが想定している商品の価値設

計が思い込みで独りよがりに陥ってないかをチェックす

ることを目的としなければなりません。地域発ヒット商

品の開発で最も典型的な失敗は「良いものをつくってい

るのに売れない」という状態に陥ることです。つくり手

が「良い」と思っている特徴が実際には消費者や取引先

にとって大して価値がないことが多いのです。地元では

価値があると思われている素材や技が最終商品になった

ときにきちんと市場で競争力を持つようなものなのか、

それが客観的に証明できるものかを調べることはとても

大切です。取引先やバイヤーなどに加えて、専門家を招

くなどして商品化する前に検証しておく必要がありま

す。

　さらに、そこで確認された特徴や優位

性などが、分かりやすく有効な形で最

終商品に反映されているかを知るには、

実際に消費者に聞くしかありません。こ

こまで来たら消費者にアンケート調査

を実施しようかという話になります。

　実は、大手メーカーや流通のヒット

商品開発の事例を取材すると、アンケー

ト調査などのデータをうのみにするこ

とは、ほとんどありません。あくまでも傾向をつかむた

めのものと割り切っています。調査の設問設定や方法で

結果が大きくぶれることを知っているからです。むしろ、

想定したターゲットの個人に対して開発者が直接インタ

ビューしたり、行動観察をしたり個別に情報を収集する

手法を採るところが増えています。消費者ニーズが多様

化している現状では、表面的な好き嫌いよりももっと深

いところにあるニーズや価値観に響く商品企画を目指す

ことが大切なのです。

　報告書作成のための数字合わせのような調査を実施

し、それに基づいて商品開発をすると必ず失敗すると

言ってもいいでしょう。調査は「いかに独善を避けるか」

のためにあることを忘れないでください。

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。

　中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円を限度に全額損金算入（即時償却）

を認める措置について、マイナンバーや消費税複数税率対応で事務負担増が集中する中小企業を支援する

ため、対象となる法人から常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人を除外した上で、適用期限を

２年延長する。　適用期間：２年間（平成29年度末まで）

　46万社もの中小企業が本措置を活用しており、

従業員５人以下の小規模企業が最も多く利用。マ

イナンバー制度への対応にかかる少額資産の取得

に活用することができる。

税のこと vol.20 少額償却資産取得価格の損金算入の特例知っておく
べき

取得価格 償却方法

中小企業者
のみ

30万円未満
合計300万円まで全額損金算入

（即時償却）

全ての企業 

20万円未満
３年間で均等償却※

（残存価格なし）

10万円未満
全額損金算入
（即時償却）

※20万円未満の減価償却資産であれば、３年間で毎年1/3ずつ損金
　算入が可能。

資産名

物理的な
安全管理措置

パソコン、監視カメラ、パーテー
ション、金庫 etc

技術的な
安全価値措置

人事・給与システム、データ管理
システム、セキュリティソフト etc
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問３．当地域で保存食として伝えられてきた凍みイモの原料は？

　　　①サツマイモ　②ジャガイモ　③ナガイモ　④サトイモ

　12月８日、女性会で大好評の“お茶を楽しむ会”が

開催されました。茶の湯を楽しみ、おいしい手づくり

料理もいただき、とても優雅な時間を過ごすことが出

来ました。

　特に手づくり料理は、毎回季節のものを取り入れ手

が込んでおり、旬の彩りを目でも口でも感じ取りなが

ら大変美味しくいただきました。

　今年で第７弾ですが、これからも“お茶を楽しむ会”

を続けることにより会員の親睦を図ることができれば

うれしいと思いました。

　また、12月10日に開催された優良従業員表彰では、

女性会の会員でおもてなし事業としてお抹茶でのおも

てなしをさせていただきました。 （大竹貴美子）

　平成27年度の十和田商工会議所女性会の新年懇談会

が、１月19日に番屋会館で開催されました。

　前日の大雪で足元の悪い中、多数の御参加により、

和やかな時間を過すことが出来ました。

　新年を迎え皆さんと楽しくお話しながら会食した後

は、恒例となっております、玉入れゲームとパターゴ

ルフで大いに盛り上がりました。

　最後のゲーム「今年の福女は誰だ？」では、じゃん

けんで勝ち上がった人が選ばれるゲームですが、何と

“じゃんけんの弱い”私が勝ち上がってしまいました。

“福女”の福が来た時には、会員の皆様にも分けて上

げたいと思います。そして、この一年が皆様にとりま

して、より良い年でありますことを願っております。

　 （益川百合子）

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

お茶を楽しみ、お茶でおもてなし
12月例会 お茶を楽しむ会、優良従業員表彰でおもてなし事業

新春の慶びを和やかに
新年懇談会を開催

お茶を通じ優雅なひと時を楽しんだ女性会メンバー

優良従業員表彰の受賞者をお抹茶でおもてなし

新年懇談会を楽しみ、笑顔の女性会メンバー

旬の食材を用いた彩り豊かな手づくり料理

パターゲームで３球全て成功した下山さん（写真左）と、見事今年の
福女に輝いた益川会長（写真右）
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　当所食品商業部会では、11月26日、地場産品の販路拡

大と地産地消・地域間交流の推進を図ることを目的に、

企業見学会及び試食情報交流会を開催。地元の醤油メー

カー・ワダカン㈱にて商品の製造工程や醤油づくりに使

用されていた道具などを見学した後、それぞれ持ち寄っ

た食材・食品を試食しながら情報交換を行った。

　また、青森財務事務所の調査官らを講師に招いての勉

強会も開き、財務に関する知識を深めた。

　隔年で開催される優良従業員表彰が12月10日に行われ

た。式では、永年に亘り業務に精励し商工業の発展に貢

献した会員事業所の従業員を称え、石川会頭から表彰状

と記念品を贈呈。受賞者を代表して㈱日商の三浦陽子さ

んが謝辞を述べ、これまでの感謝の念と今後の更なる飛

躍を誓った。

　式後の祝賀パーティーでは、中島美華ショーやお楽し

み抽選会も行われ会場を盛り上げた。

　１月４日、平成28年新年祝賀会がサン・ロイヤルとわ

だで開催され、市内各界から約400名が出席し新年の門

出を祝った。

　祝賀会では、小山田市長に続き、当所石川会頭が「市

民が意欲を持って活躍できる地域づくりに向けて、地域

独自のカラーに更に磨きをかけ、飛躍する1年にしてい

きたい」と挨拶。鏡開きの後、祝宴となり、出席者は互

いに年始の挨拶を交わすなどしていた。

交流を通じて地産地消の推進
食品商業部会　企業見学と情報交流会

永年に亘る功績を称えて
第27回優良従業員表彰

一堂に会し飛躍の１年を誓う
新年祝賀会

ワダカン㈱工場にて担当者の説明を聞く参加者

石川会頭より表彰を受ける受賞者

鏡開きで新年の門出を祝賀

Topics
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問４．十和田湖を車道から望む外輪山の最高点にあり、正面に御倉半島と中山半島

が見え、湖の全景が見渡せるポイントは？

①御鼻部山展望台　②商工会議所展望台　③東京スカイツリー天望回廊　④瞰湖台

　Ｂ-１グランプリ in 十和田の開催から早３ヶ月、大会

を支えたボランティアスタッフへの労いと感謝の気持ち

を伝えるため、「ボランティア感謝の集いと解団式」が、

１月６日に行われた。集いでは、動画上映や十和田西高

生による寸劇で活動を振り返るとともに、うっちゃん・

みかちゃんがミニライブで会場を盛り上げた。

　また、翌日開かれた実行委員会では、事業報告、決算

案が承認され、委員会としての活動に幕を下ろした。

　当所では１月25日、新年の始まりに部会員相互の親睦

と異業種間の交流を図るため、７部会合同新年会を開催。

70名が出席した。

　開催にあたり、盛田健厚生部会長が「こうして全部会

が一堂に会することは嬉しい限り。部会活動の更なる発

展・飛躍に期待したい」と挨拶。米田魁工業部会長の乾

杯で祝宴が始まり、出席者は杯を交わしながら、事業活

動や抱負を語り合った。

「おもてなし」活動を振り返る
ボランティア感謝の集いと解団式

親睦を深め、更なる飛躍を
７部会合同新年会

思い出を語り合った十和田西高生による寸劇

開催にあたり挨拶する盛田健厚生部会長
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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

持続可能なまちづくり・地域づくりフォーラム

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１．１５％（平成28年１月14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（ ）

日　時　２月19日（金）　13：00～16：45（開場12：30）

会　場　アピオあおもりイベントホール

内　容　講演会

①人口減少時代のまち育て

　弘前大学大学院地域社会研究課長　北原啓司氏

②公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり

　富山市都市整備部都市政策課長　中村雅也氏

③花巻家守舎の活動について

　㈱花巻家守舎代表取締役　小友康広氏

　　　　講演者３名によるディスカッション

参加費　無料　　申込締切　２月15日（月）

【お申込み・お問合せ先】

県都市計画課　TEL 017-734-9681　FAX 017-734-8196
毎日練習したので、目標を達成できて嬉しい。
次の目標は３月の全国大会で入賞すること！

Ｂ-１グランプリ in 十和田開催記念

想いを繋いだ生花（聖火）台が当所へ

山田魁星君（小学６年、川上総合学習スクール）

珠算1級満点合格おめでとうございます!
第205回珠算能力検定（10/25、日本商工会議所主催）

簿　記（第142回２～４級）
　検 定 日 :平成28年２月28日（日）　
　※申込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43・44・77回１～３級）
　検 定 日 :平成28年２月17日（水）
　※申込の受付は終了しました。
そろばん（第116・206回段位・１～３級）
　検 定 日 :平成28年２月14日（日）　
　※申込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）

　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２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：２月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

定例金融相談

　 暴力団追放三ない運動

暴力団を利用しない
暴力団を恐れない
暴力団に金を出さない
暴力団と交際しない

（公財）青森県暴力追放県民センター

相談電話 017－7
な に さ

23－8
やくざゼロ

930　平日8：30～17：00
ホームページ　http://botui-ao.jp/

+1

※展示期間は未定
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解答　問１．④　問２．④　問３．②　問４．①

さわやか川柳

（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

　インフルエンザやノロウィルス

の流行シーズンが到来した様子。

手洗い・うがい、マスク着用など、

予防対策をして無事切り抜けたい

ところです。さる年なだけに流行

も早く去る年であってほしい…。

 (tkr)

〔寒いのはきっと悪寒ではなく〕

来ましたねマフラージャンパー総動員 中野　浦杜

　　これが来ないと春は来てくれません

曲がらない釘で通した父の道 藤田　雪魚

　　昔のおやじは頑固一徹でした

コインでは満足しないお年玉 三浦　幸子

　　やっぱりお札じゃないと喜んでもらえませんね

まな板の音で機嫌を聞き分ける 木村奈生美

　　単純でわかりやすい

１枚写真館

つぶやき
　新しい年が明け、早や二週間…暖冬の正月を迎え、穏やかな年かと思いきや、
例年通りの寒波襲来。にしても雪が少なく、除雪業者さんのお仕事は大丈夫か？
冬物商戦は苦戦か？とか考えてしまう。中国発の株価下落が続き、先行きは不
透明な状況である。このタイミングで、スマップ解散の一報がＮＨＫのトップ
ニュースに流れる。そして、繰り返される長距離バス事故。多くの若い命が一
瞬にして奪われる悲劇が…。まさに混沌とした時代。それでも青函を結ぶ北海
道新幹線が開業する。せっかくＢ-１グランプリで全国に広まったご当地をさ
らに広めるチャーンス！一回限りのイベントで終わらせるのは、勿体無い。そ
んなこんなで申年は、何かが起こる…。今年もフロンティアを宜しくお願いい
たします。M(.-.)m

協力：のびのびマンガ教室（十和田）

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

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.63Vol.63
担当している業務は？
　油揚げ製造ラインのオペレーショ
ン（機械操作）を担当しています。

実はとても奥が深い
　初め、機械の設定や管理など、きっ
と単純なものだろうと思い込んでい
ましたが、実は結構奥が深いんです。
特に揚げる工程では、天気や大豆の
状態に合わせて温度調節する必要が
あり、判断を誤るときちんと膨らみ
ません。責任重大ですし、技術も見
極める力も求められます。

作っているのは、私ですよ！
　自分が作っている商品を身近なと
ころで目にすることができるのが嬉
しいです。スーパーなどで手に取る
姿を見かけると誇らしくなります
し、ちょっと自慢したい気持ちに駆
られます（笑）。

新成人です
　先月、成人式に出席しました。し
かも前日が誕生日でしたので、なり
たてホヤホヤで、人一倍新成人気分
を満喫できた気がします。

もっと極めて
　食品の成分や性質など、もっと化
学的な知識も深めて、担当する業務
をマスターしたいです。そして、そ
れを後輩に伝えていけるように取り
組んでいきたいです。

ぜひ、違いを味わってください!!
　昨年10月、新ブランド「唯一」を
発売しました。自然製法を活かしな
がら、消泡剤を使わないという独自
製法で、より“ふわっ!!”と美味し
くなった「オンリーワン油揚げ」で
す。もちろん、イケメンのボク（笑）
が作っているので、ぜひぜひ味わっ
てみてください！

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！

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

漆
うるしだて

舘 竜
り ゅ う た ろ う

太郎 さん
（20歳）

太子食品工業株式会社
十和田工場

さくらアカデミー
■代　表　小笠原一樹
■所在地　西十一番町24-12　
■ＴＥＬ　0176-58-7188
■ＵＲＬ　http://www.sakura-academy.info/

新年度生募集中!! お気軽にご相談・お問合せください

　さくらアカデミーは、上位校・難関大合格を目指す生徒の夢実

現・自己実現を追及する学習塾です。人財の育成で、十和田市の

更なる発展に貢献することが、我々の使命だと考えています。生

徒の皆さんの目標を達成するために、講師一同全力を尽くします。

　夢は必ず叶います。目標に向けて頑張りましょう！


