
いつものように寒もどりの二月、

深持の山も家々も、うっすらと雪が降った。

野も山も二月の雪のうす化粧　　晃
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８　青年部インフォメーション
10　新入社員研修のお知らせ
12　〈今月のショーウィンドー〉　㈱ビジネスサービス十和田営業所 ドコモショップ十和田店
12　〈キラめけっ未来の主役！〉　㈱十和田電鉄観光社  漆舘育恵さん 3
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日 月 火 水 木 金 土

6 7
・合同部会

8
・（一社）十和田市

観光協会三役会

9
・青森県社会保険

協会県南支部運
営委員会

10
・定例金融相談
・全国労働保険事

務組合連合会青
森支部理事会

11
・青森県商工会議所

連合会経理研修会
・北海道新幹線新青

森・新函館北斗間
開業記念式典

12

13 14
・税務支援のため

税理士来所

15
・三役会
・（一社）十和田市

観光協会理事会

16 17
・第３回運営対策

委員会

18 19

20 春分の日 21 振替休日 22
・十和田警察官友

の会十和田警察
署員送別会

23
・第３回常議員会

24
・新入社員研修

（～25日）
・定例金融相談

25 26

27 28 29 30 31
・三本木高校生徒

による「地域活
性化のための講
座」

・第２回通常議員
総会

4/1
・会頭年度初め訓辞
・商工会議所職員

辞令交付
・生命共済制度キャ

ンペーン進発式

2

3 4 5 6 7 8 9

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

MAR APR３ ４

世界は優しさで溢れている。世界は優しさで溢れている。

あらゆる物は誰かによって、あらゆる物は誰かによって、
よりよいものをと考えて作られている。よりよいものをと考えて作られている。

改善の連続の結果、今こうして目の前にある。改善の連続の結果、今こうして目の前にある。

優しさがつまっている優しさがつまっている

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）／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

44



FRONTIER　2016.3　3
問１．北里大学獣医学部が設立されたのはいつのことか？（設立時の名称は北里大

学畜産学部）

①1956年　②1966年　③1976年　④1986年

楽しい気持ちはお菓子を通じてお客様に
　お菓子を食べるシーンを思い浮かべてみてくださ

い。記念日のお祝いや友人同士の集まりなど、きっ

とそこには笑顔があるはずですから、皆さんを笑顔

にすることができるように、想像を膨らませながら

楽しい気持ちでお菓子づくりに取り組んでいます。

また、従業員も同じ気持ちでベストを尽くし、希望

を持って笑顔で仕事に臨めるような会社づくりも心

がけています。

受賞は青天の霹靂
　この度の受賞や認定は、全くもって想像もしてな

いことでしたので、まさかの出来事でした。しかも

短期間のうちに５つもとは驚きです。長年の積み重

ねによるものとの自負もありますが、それにも増し

て、やはりこれまで出会ってきた多くの方々との触

れ合い、心の付き合いがあったからこそ、このよう

な栄をいただくことが出来たのだと思います。この

受賞を励みに、今後も地元十和田市において地域の

方々と共に、お菓子を通じて地域をＰＲし、そして

地域に還元できるように、「感謝・誠意・努力」の

心構えで精一杯努めていきたいです。

新しい感覚を取り入れて
　以前は、お菓子と言えば“甘くて美味しい”が主

流でしたが、 近は“甘さ控えめ、低カロリーで美

味しい”など、味だけでなく材料やつくり方でも、

考えたことのない新しい感覚が生み出されており、

今は息子（正貴専務取締役）たちが、魔女シリーズ

をはじめとして、日々研究を重ねながら意欲的に取

り組んでいます。私は若干ついていけなくなってい

ますが（笑）、親子でお菓子づくりを体験して家族で

団らん出来る場所の創出など、いろいろアイデアを

巡らせているところです。

菓子職人を目指す若者たちへ
　粉や砂糖だったものが、自分の手を加えることで

様々なお菓子となり、店に並んでお客様に選んでい

ただけるということは、職人として、この上ない大

きな喜びです。もちろん、身に付けるまで甘くあり

ませんが、１人でも多くの菓子職人を目指す若者に、

ものをつくる楽しさを伝えていきたいと思っていま

す。苦労することも人生の味わいのひとつ。是非、

乗り越えた先にある自分の夢を掴み取っていただき

たいものです。

1943年十和田市生まれ。和菓子一級技能士、洋菓子一級技能士、卓越技
能士。長きにわたる十和田菓子組合長のほか、十和田商工会議所議員を務
めるなど当市商工業の振興に貢献。このほど、十和田市褒賞、全国菓子工
業組合連合会理事長賞、食品衛生功労賞、厚生労働省ものづくりマイスター
認定（菓子製造業）、A-HACCP（あおもりハサップ : 県食品衛生自主衛生
管理認証制度、施設部門）の５つの栄を受けた。

創　業：1968（昭和43）年　　代表取締役：大竹　正美
所在地：十和田市東一番町7-28
ＴＥＬ：0176－22－4715　　 ＦＡＸ：0176－22－4027
Ｈ　Ｐ：http://www.ootake.net/

事業所概要

Profi le

株式会社 大竹菓子舗
　代表取締役

 大
おおたけ

竹　正
まさみ

美さん（72歳）

『感謝・誠意・努力』を胸に
笑顔をつくるお菓子を創造
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第10回ご当地グルメでまちおこしの祭典！
B－1グランプリin十和田経済波及効果は21億3000万円

　２日間で334,000人が来場した「第10回ご当地グルメでまちおこしの祭典 !Ｂ-１グランプリ in 十和田」(10

月３日・４日開催）。市民の力を結集したオール十和田のおもてなしの心により、大きな感動と交流の輪が生

まれた大会となった。このほど開催結果がまとまったため、概要を紹介する。

①開催日程　(1) 平成27年10月３日（土） 天気：曇り時々雨

　　　　　　(2) 平成27年10月４日（日） 天気：晴れ時々曇り

　　　　　　　開催時間は両日ともに9:30～15:30

②来場者数　334,000人（想定来場者数　300,000人）

　　　　　　　〔内訳　３日：121,000人、４日：213,000人〕

③出展団体数　62団体（愛Ｂリーグ本部加盟団体）

④ボランティアスタッフ（延べ）
　　　　　　5,554人

⑤イベントチケット販売状況（100円券×10枚綴り １冊1,000円）

　　　　　　販売総数　89,545冊（前売り：54,782冊、当日：34,763冊）、　売上額　89,545,000円

⑥イベントチケット使用状況

　　　　　　88,345,700円 　

⑦経済波及効果　約21億3,000万円

⑧広告宣伝効果　約15億8,500万円

内訳　一般　　　　　　　　　 51人
　　　小・中学生、高校生　2,741人
　　　大学生　　　　　　　　150人
　　　企業・団体　　　　　1,833人
　　　行政　　　　　　　　　779人

主催者、出展団体の支出及び来場者アンケートの結果をもとに、青森県産業連関表（平成17
年表）により推計。実施：八戸学院短期大学ライフデザイン学科堤静子ゼミナール

テレビ局、新聞社等のマスコミ各社、出展団体へ本大会に関連する放送・掲載実績を調査。
日本広告業協会の放送広告料金等に基づき実行委員会が試算

〈主な意見〉
・ボランティアの元気、親切、丁寧な対応がとてもよかった。

・待ち時間の案内やＰＲがよく、賑やかで活気に満ちていた。

・十和田市で開催出来て嬉しい。活性化された。

・イス・テーブルが少なく、座って食べられる所が欲しかった。

・近隣に駐車場が欲しかった。交通の便がよくない。　　　など

来場者アンケート結果

〈居住地〉 〈宿泊地域〉 〈会場内利用金額〉

＜実施概要＞
・実施日時　10月３日・４日　9:30～15:30
・調査手法　会場内で無作為に選んだ来場者へ
　　　　　　の面接調査
・回収数　1,168人
・実施主体　八戸学院短期大学ライフデザイン
　　　　　　学科　堤静子ゼミナール

内訳　大会当日会場内利用　　　　　　　　　　 　79,937,600円
　　　協力店利用（イベント終了後も金券として）　8,408,100円
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消費税軽減税率対策予算
１．小売事業者等に対するレジの導入・システム改修等支援（今年度予備費から996億円計上）
＜小売段階の支援＞　複数税率対応レジの導入等支援

消費税増税後は10％と８％の税率が混在するため、単純機能のレジでは対応できない。

対 象 者：資本金5,000万円以下または従業員50人以下の小売業者で、複数税率に対応して区分経理※等を

　　　　　行う必要がある小売事業者等（複数税率対応レジを持たない者）

　　　　　　　※区分経理…事業や製品・商品ごとに資産・負債や収益・費用を区分けして管理し、運用すること

補 助 率：購入費用の原則2/3

　　　　　　　※３万円未満のレジ購入の場合は3/4補助

補助上限：1台あたり20万円

　　　　　　　※商品マスタの設定が必要な場合は40万円

＜流通段階の支援＞　受発注システムの改修等支援
対 象 者：軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある小売事業

　　　　　者、卸売事業者等

補 助 率：改修費用の2/3

補助上限：小売事業者　 1,000万円

　　　　　卸売事業者等　 150万円

　　　　　　　※補助事業を超える分について、日本政策金融公庫等の低利融資が

　　　　　　　　利用可能（中小企業事業貸付基準利率－0.9％（特別利率③））

　スキーム

２．中小企業団体等と連携した周知・サポート体制の整備（補正予算170億円計上）
　中小企業庁が中小企業団体等と連携して、講習会・フォーラムの開催、相談窓口の設置や巡回指導型専門家

派遣を通じたきめ細かいサポート、パンフレット等による周知などを実施する。
参考資料：中小企業庁作成資料 消費税軽減税率（案）への対応について

問２．三戸郡新郷村に墓地なるものがあり、日本画家の鳥谷幡山が渡来説を説いた
とされる人物は？

　　　①チンギスハン　②ザビエル　③キリスト　④家庭教師

税のこと  特別編知っておく
べき

消費税軽減税率対応に利用できる支援措置
　平成29年４月１日より、消費税率が現在の８％から10％に引き上げられることに伴い導入される軽減税率。

主に食料品などの生活必需品目において、標準税率より税率を低く抑えることで、低所得者の家計負担を軽く

する狙いがあるようだが、対象となる商品を取り扱う事業所にとっては、対応する新規レジの購入や経理シス

テムの変更などに、大きな手間やコストがかかってしまう。負担を少しでも緩和し、準備が円滑に進められる

よう、軽減税率対応に利用できる支援措置について以下にまとめる。

分けし

テ 行う必要がある小売事業

東京～函館間運行のうち七戸十和田駅に停車する新幹線のダイヤ

ＪＲ東日本プレスリリースより

 下り 東京発 仙　台 七戸十和田 新函館北斗
はやぶさ１号 6：32 8：04 9：35 10：58
はやぶさ21号 13：20 14：52 16：27 17：51
はやぶさ25号 15：20 16：52 18：27 19：50
はやぶさ29号 17：20 18：52 20：25 21：48
 上り 新函館北斗発 七戸十和田 仙　台 東　京
はやぶさ10号 6：35 7：58 9：29 11：04
はやぶさ12号 7：34 8：52 10：29 12：04
はやぶさ16号 9：31 10：54 12：29 14：04
はやぶさ24号 13：35 14：53 16：29 18：04
はやぶさ38号 18：36 19：59 21：29 23：04

北海道新幹線  ３月２６日開業

furubayashi
長方形
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第22回 そのカラーは誰を幸せにしていますか？

　「地域からの産品は色使いが、いまひとつなものが

多いですね」。先日、藤巻百貨店を運営する株式会社

caramoの中村亮社長と話していて、そんな指摘を受け

ました。藤巻百貨店は、伊勢丹のカリスマバイヤーとし

て知られた故・藤巻幸大氏がプロデュースしたネット通

販サイトで、全国各地からセレクトした品々をストー

リーとともに消費者に届けています。このビジネスを藤

巻氏と一緒に立ち上げたのが中村

さんです。

　中村さんの言葉の真意はこうで

す。「木の肌をそのまま生かしたよ

うなものは仕方ないが、それ以外

の素材の雑貨や小物類は、商品企

画の段階でカラーについてあるべ

き姿がきちんと追求されていない

のではないか」。茶色やベージュ、

黒やグレーといった地味で当たり

障りのない色が、さしたる理由も

なく安易に選ばれているという指摘です。その見方の背

景には、藤巻百貨店の商品選択に関するポリシーがあり

ます。

　「藤巻さんはとても色にこだわった人でした」。中村さ

んによると、これだけ生活の中にモノがあふれている時

代で、さらに自分たちの安くない価格の商品を買っても

らうには、それが単に機能に優れているだけではダメで、

買うこと、持つことによって深い満足感や幸せを感じる

ようなものでないといけないというのです。そのために

は、商品のデザイン、とりわけカラーはとても重要な要

素です。いろんな地域の産品が集まる展示会で「うちが

扱っている商品が出ていたらすぐ分かります。他とは色

使いが違うからです」と中村さんは言います。

　藤巻百貨店の通販サイトを見ると、見せ方と商品が持

つストーリーの伝え方にこだわっていることがすぐ分か

ります。アマゾンや楽天に代表される普通のネット通販

と言えば、ネットの持つ検索性を生かして、消費者がい

かに低価格で買い物ができるかという機能を提供してい

ます。そこに出店しているお店もサイトも価値は価格勝

負と品ぞろえです。藤巻百貨店はそれと真逆のコンセプ

トで、そこにしかない品物を多少

高くても納得して買ってもらい、

満足してリピーターになってもら

うことを主眼としています。地域

発のヒット商品開発においては、

価格勝負のものをつくっていては

先がありません。地域に持続的な

ビジネスをもたらすことはできな

いからです。

　中村さんと商品開発の話をする

と、まず「それは、誰をどんな場

面で、どう幸せにしますか？」と問われます。バイヤー

に相談する前にそれだけは明確にしてほしいと言いま

す。ターゲットと利用シーンと提供する価値の設計です。

それを実現する重要な要素としてカラーがあるのです。

例えば、30～40代の女性消費者は「気分が上がる、高揚

する、運気が上がる」といったストーリーに惹かれる人

が多いです。色彩も、明るくかわいい色の組み合わせが

好まれる傾向があります。またインバウンド消費の中心

である中国の観光客は赤やゴールドの色使いが好まれま

す。このようにターゲットによって、好まれる色の傾向

はさまざまです。何か商品を開発したり、パッケージデ

ザインを考えるときには、もう一度「その色使いでいい

のか？」をチェックしてみてはいかがでしょうか。

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。

　中小企業が取得する新規の機械装置について、固定資産税（税率1.4％）を３年間1/2に減免する措置を

創設。固定資産税での設備投資減税は史上初である。

【適用期間】３年間（平成30年度末までの投資）

税のこと vol.21 新規取得機械装置の固定資産税減税措置の創設知っておく
べき

【支援対象】

●中小企業が認定計画に基づき新規に取得する

　機械装置（新品）

●生産性を高める機械装置が対象
※要件：①160万円以上

　　　　②生産性１％向上（10年以内に販売開始）
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問３．次のうち、十和田市梅集落と関連のあることとして当てはまらないものは？

　　　①金比羅山の石碑　②カヤ人形　③八皿行事　④落人の里の水

-8-
生活習慣病の発症予防と重症化予防

③ 糖尿病

　糖尿病は、膵臓でつくられる「インスリン」というホルモンが正常に働かないことで慢性的な高血糖状態を

もたらす代謝疾患。初めのうちは自覚症状がないが、放置すると様々な合併症を引き起こす。中でも、糖尿病

の 98％以上を占める２型糖尿病は、ストレスや肥満、運動不足、暴飲暴食などが原因である可能性が高いため、

生活習慣の改善、早期治療・治療継続がカギとなる。

　動脈硬化による心筋梗塞や脳卒中を引き起こす

危険性もある。糖尿病と診断されても、治療を継

続し、血糖をコントロールすれば、合併症は予防

できる。

糖尿病特有の怖い合併症
糖尿病性網膜症

　しばしば失明に至る恐ろしい病気で、中途失明原

因の上位を占める。網膜の毛細血管にこぶができた

り、拡張して血管壁が薄くなったりなどし、その程

度や範囲が徐々に拡大することで病状も進行する。

糖尿病性腎症

　高血糖に長期にさらされることにより、腎臓の濾

過機能を担う糸球体が損なわれる病気。進行すると、

ネフローゼ症候群や腎不全状態（尿毒症）などが現

れ、 終的に血液透析か腎移植が必要となる。

糖尿病性神経障害

　慢性的な高血糖状態により、神経のむくみや変性

した蛋白の蓄積、栄養供給する細い血管が閉塞して

部分的に神経が死滅し、末梢神経や自律神経に障害

が起こる。

! 生活習慣を見直しましょう
! 健康診査・保健指導を受けましょう
! 糖尿病の治療を継続しましょう
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　１月21日、サン・ロイヤルとわだにて当青年部の新年
会を開催致しました。佐藤会長の年頭の挨拶に始まり、
昨年10月のＢ-１グランプリ in 十和田の成功を祝して、
バラ焼きゼミナールよりバラ焼きの振る舞いがありまし
た。余興では、三役、総務委員会、観光委員会、研修委
員会の４チーム対抗の利き酒対決を行いましたが、自称
飲兵衛で自信がある人、お酒はたしなむ程度でそれほど
自信のない人も正答率はほぼ変わらず…。今年一年の運
試しとなりました。

　堀江貴文氏の記念講演を聴き、一歩踏み出す勇気
と、経営者は学力が無くても人をどう巻き込んでいく
かが大切で、立ち止まらずに進んで行かなければなら
ないと思いました。経営者として、またYEGとして
のベースとなる講演でした。また卒業式は、中村あゆ
みさんの歌で盛り上がり心に残りました。清藤崇県連
会長（弘前YEG）がビジネスプランコンテストで準グ
ランプリ、弘前YEGがYEG大賞を獲得する等、青森
県連YEGも大活躍の大会でした。来年は北海道です。
近いのでみんなで参加しましょう !

総務委員会委員長 兼 県連出向理事　竹
たけだち

達 大
だいすけ

輔

平成28年新年会を開催

弘前城冬の陣に参戦

第35回全国大会 「吉備の国おかやま大会」 に参加して

●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

対
戦
と
な
る
と
や
っ
ぱ
り
真
剣
勝
負
!!

十
和
田
の
殿
様
は
ス
ピ
ー
ド
よ
り
安
定
感
重
視
!?

新
年
会
開
催
に
あ
た
り
挨
拶
す
る
佐
藤
会
長

　２月13日、青森県商工会議所青年部連合会の「南部と
津軽の平成大合戦～弘前城冬の陣～」が弘前城公園内で
開催されました。昨年夏の八戸港カッターレースに続く
第二戦であり、前回の汚名返上を期して参加してきまし
た。県内７YEG会長を殿様に見立てソリに乗せ、引っ
張るタイムを競う雪藪ソリレースは、降雪量も少なくフ
ラットなコースではあったものの、カーブで転倒する殿
様や何故かジャンプ台があり宙を舞う殿様が続出。十和
田YEGは優勝こそなりませんでしたが、奮闘し雪辱を果
たすことができました。各YEGの会長は負担をかけては
いけないと、年明けから飲み会が続く中この日のために
密かにダイエットに励んでいたようですが、むしろ安定
感があって引っ張りやすかったですよ、佐藤会長。

　11月26日、イーグルボウルにて研修委員会担当例会『青
年部会員交流ボウリング大会』が行われました。
　ボウリングを通じて会員同士の交流を深めることを目
的として開催致しましたが、個人戦や団体戦を取り入れ
たこともあり、予想を超える盛り上がりと、普段なかな
か見られない？真剣さが会場を包み、たくさんの笑顔が
溢れる交流会となりました。

専　務　竹
たけがはら

ケ原 拓
た く み

美

研修委員会副委員長　国
こくぶん

分 聡
さとし

会員交流ボウリング大会を開催

記念講演会場のジップアリーナ岡山にて



FRONTIER　2016.3　9
問４．もともと新嘗祭や神嘗祭などの行事にお供え物として作られていた、青大豆

ともち米、うるち米を粉にし、混ぜ合わせて作られるものは？

①干しもち　②なべっこだんご　③豆大福　④豆しとぎ

　１月26日、今年度第２回目の「知事と商工三団体との

懇談会」が青森国際ホテルで開催。当所から岩間・今泉

両副会頭、櫻田専務理事、米田事務局長が出席した。

　今回の懇談会では、三村青森県知事が「青森県ロジス

ティクス戦略プログレスレポート」をテーマに講話。「津

軽海峡を北東アジアにおけるグローバル物流拠点とし、

青森県の強み（優れた産品・製品）の育成・強化、全国・

世界との経済交流の拡大を目指す」と語った。

　当所では１月28日、「目から“ウロコ”の整理・収納・

片づけ術」と題し新春講演会を開催。

　「部屋磨きは自分磨きに通じる」をモットーに、幸運

をひきよせるスマイル収納コンサルタントとして活躍す

る㈱ハートコード代表取締役の有賀照枝氏を講師に招

き、片づけることの必要性や、コミュニケーションを通

じた整理収納超実践法・プランづくりなどについて分か

りやすく解説していただいた。

　当所建設部会では、２月19日にセミナーを開催。八戸

工業大学土木建築学科 阿波稔教授が講師を務めた。

　テーマは「寒冷地域における社会インフラのメンテナ

ンスと長寿命化」。近年、国内において老朽化に伴うイ

ンフラ事故が目立ち始めている中で、積雪寒冷地域の構

造物は、凍結防止剤や融解剤等の地域特有の損傷への対

策も必要であることから、構造物の長寿命化に向けた品

質確保と耐久性向上への取組について解説した。

　２月第１水曜日の恒例行事「とわだ雪見ラリー」（十

和田市飲食業協会主催）も今回で28回目。２月３日に開

催され、市民ら約1,000人が参加した。

　指定された５軒の飲食店でドリンク１杯ずつ飲み、抽

選会に挑戦するのがイベントのルール。参加者は、ス

タートの合図とともに街へ繰り出して職場の仲間や友人

らとはしご酒を楽しみ、盛り上がった勢いそのままに抽

選会場も歓喜と笑い声で溢れていた。

経済交流拡大に向け知事が講話
知事と商工三団体との懇談会

整理収納でスマイル環境づくり
新春講演会

次世代に残すインフラ整備を
建設部会 CPDS認定セミナー

はしご酒で十和田の夜を楽しむ
とわだ雪見ラリー

商工会議所のほか、商工会、中小企業団体中央会から多数出席

講師を務めた有賀氏

産官学連携による地域ネットワークの醸成を説いた阿波教授

豪華景品の大当たりで喜びに沸く参加者

Topics
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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

新入社員研修

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２月10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　３月24日（木）・25日（金）　両日9：00～16：30

会　場　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へお

　　　　　支払いください。

講　師　MACS研究所　所長　横井孝司氏

対　象　新入社員および入社２年目までの社員

締　切　３月11日（金）まで

【お申込み・お問合せ先】

十和田商工会議所相談課　TEL 0176-24-1111

簿　記（第143回１～４級）
　検 定 日 :６月12日（日）　
　申込期間 :４月４日（月）～５月13日（金）
リテールマーケティング＜販売士＞（第78回２・３級）
　検 定 日 :７月９日（土）
　申込期間 :５月９日（月）～６月17日（金）　
そろばん（第117・207回段位・１～３級）
　検 定 日 :６月26日（日）　
　申込期間 :４月18日（月）～５月26日（木）
【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10日（木）・24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

独占禁止法相談ネットワークをご利用ください
このようなことでお困りではありませんか？

●マーケティング内容が独占禁止法に違反？

●注文通りなのに取引先から返品。下請法違反では？

●取引先が消費税転嫁を拒否。違反では？

　当商工会議所では、独占禁止法、下請法及び消費

税転嫁対策特別措置法の相談を受け付けておりま

す。内容、ご希望により公正取引委員会の窓口をご

紹介します。

【お問合せ先】

十 和 田 商 工 会 議 所 相 談 課　TEL 0176-24-1111

公正取引委員会事務総局東北事務所　TEL 022-225-7095

検定試験名 施 行 日 級 受 付 期 間 受 験 料

簿　記

６月12日（日） １～４級 ４月４日（月）～　　 ５月13日（金） １級7,710円

２級4,630円

３級2,570円

４級1,640円

11月20日（日） １～４級 ９月12日（月）～　　 10月21日（金）

H29.２月26日（日） ２～４級 12月19日（月）～H29.１月27日（金）

リテールマー
ケティング
（販売士）

７月９日（土） ２・３級 ５月９日（月）～　　 ６月17日（金） １級7,710円

２級5,660円

３級4,120円H29.２月15日（水） １～３級 12月12日（月）～H29.１月20日（金）

そろばん

６月26日（日）

段位・１～３級

４月18日（月）～　　 ５月26日（木） １級2,100円

２級1,570円

３級1,360円

段位2,620円

10月23日（日） ８月15日（月）～　　 ９月23日（金）

H29.２月12日（日） 12月５日（月）～H29.１月12日（木）

平成28年度  日商検定試験のご案内（十和田商工会議所実施分）
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解答　問１．②　問２．③　問３．①　問４．④

さわやか川柳

（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

　春を探しに出かけたところ、

見つけたのは…。春を前に夏を

先取り！？ (tkr)

〔 春近し？ 〕

マイナンバー二桁ぐらい丁度よい 佐藤　允昭

　　とても覚えきれない12桁だからいいのです

カタログの春をみている置き炬燵 岡本かくら

　　春はもうすぐ、待ち遠しいです

いいことも少しはあった日記閉じ 中村しげし

　　なに事もプラス思考で

茶漬け食う私はやはり日本人 生田　泰川

　　フランス料理のあとはやっぱり・・・

１枚写真館

つぶやき
　先日、テレビに「もうあかん、 後の売りつくしセールやで！助けておくんなは

れ！」という看板を20年も掲げてきたけど今度こそ、もうあかん。という落語家み

たいなおっさんが出ていた。そしてとうとう本当に店を閉めたそうである。上野の

アメ横でも似たような話は聞いたことがあるが、 近の先の見えない商いの行く先

を思うと身につまされる。

　続いて　① 本日200個限定？３割引き！　　② ○時より３割引き！　

　　　　　③ 春物総入れ替え 終日！　　 　④ 閉店セール 終日！

　さて、どれが一番売れたか？　それがこの番号の順番で売れたそうである。つい

どうして？と言いたくなるが、それがわかれば苦労はしていません。たまには消費

者心理学でも勉強して科学的にものを言えるようになりたいものですね。 （晃）

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.64Vol.64
担当している業務は？
　窓口での個人旅行のパック商品・
ツアー商品の案内・販売や、各種交
通機関の乗車船券の手配・発売等を
行っています。

お客様に有力情報を
　世界遺産登録など、新たな観光地
の発掘になりそうな話題もそうです
が、天気や事件・事故に関するニュー
スも旅程に影響することなので、い
つもアンテナを張って最新情報を
キャッチするようにしています。

意向をくみ取って
　内容なのか、時間や値段なのか、
何を重視しているのか読み取り、最
適なプランを提案することを心がけ
ています。私を頼りに来ていただけ
るように、お客様との信頼関係を高
めていきたいです。

休日は…
　結構インドア派で、家でのんびり
していることが多いです。友達とな
かなか休みが合わず、一緒に遊ぶ機
会は少ないのですが、新幹線も開業
するので、そのうち北海道旅行など
したいです !

資格を取得して
　総合旅行業務取扱管理者の資格取
得を目指しています。取得すること
で、海外旅行の取扱もできるように
なります。試験は簡単ではありませ
んが、合格して自分の自信にも繋げ
たいです！

思い出づくりをお手伝い
　宿泊・日帰りツアーなど、いろい
ろナイスなプランを取り揃えてお待
ちしております。心に残る思い出の
旅を是非ご利用ください。夏休みの
ご予約もお早めに！

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　育
い く え

恵 さん
（25歳）

株式会社
十和田電鉄観光社

お問い合わせは

株式会社ビジネスサービス
十和田営業所
■所　長　谷地　諭司
■所在地　稲生町3-7
■ＴＥＬ　0176-25-0570
ドコモショップ、パソコン他
OA機器販売、ソフト開発

　常にお客様にとって 適なプランを提案します。料金の

見直しやお得な使い方など、充実したサービスで、買う時

も買った後も安心 !

　店頭はもちろん、法人様向けのサービスもありますので、

お気軽にご相談ください。プロフェッショナルスタッフが

期待にお応えします

ドコモショップで一緒に働きませんか？

スタッフ募集中！詳しくは下記まで

ドコモショップ十和田店




