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5
赤沼の斜めの橋がかかった辺りから、太田川原の川岸を眺めた景色。

日が差して緑ほのぼの柳の芽　　　晃

一日も早い熊本・大分地方の復興をお祈り申し上げます

3　〈この人に聞く〉　アクサ生命保険㈱十和田営業所　営業所長　津留保宏さん
5　理財・情報部会　ワンポイント情報　事業承継は早めの取組みが重要
6　〈快進撃企業に学べ〉　不況知らずの元気なパン屋さん「ピーターパン」
7　企業と商工会議所とのパイプ役　小規模企業振興委員の紹介
8　青年部インフォメーション
10　平成28年度商工会議所会費納入のお願い
12　〈今月のショーウィンドー〉　empress-195
12　〈キラめけっ未来の主役〉　㈱フナバヤシ　布施ゆりかさん

4　平成28年度連載企画〈地方創生〉　空き家の有効活用に『空き家バンク』



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

日 月 火 水 木 金 土
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十和田市との縁
　実は昨年の10月、出展団体の応援も兼ねて、全
国Ｂ-１グランプリin十和田の会場に来ていました。
その時は、十和田市に赴任することになるとは全く
予想しておらず、美術館や官庁街通りなど、近代的
でなんてキレイな街なんだという印象を持ちまし
た。異動はその3か月後でしたから、運命的という
か引き寄せられたというか…（笑）。来てまだ4か
月ほどですが、とても過ごしやすい街だと感じてい
ます。
　 
趣味のドライブを通じて
　ドライブが気持ちいい季節になってきましたの
で、県南や下北を中心に出掛けてみたいと思います。
温泉巡りをしながら県内一周の旅もしてみたいです
ね。ほかにも、四季折々の景色やグルメ、八甲田山
や岩木山でのトレッキングなど、青森県は、楽しめ
る要素がたくさんありそうです。転勤になる前にい
ろいろと堪能しておきたいです。
　
大事なことは
　私がこの仕事を選んだのは、保険は形こそないけ
れども、人生や会社を守る為に絶対になくてはなら
ないものだと思っていたからです。これまでの経験
からも、その必要性や存在意義の大きさを強く感じ
ています。ひとりでも多くのお客様にその想いを伝
えていける様、スタッフとの意識の共有、連携を図っ
ていきたいと考えています。また、生命保険は契約
がゴールではなく、スタートとしてお客様との信頼
関係が長く続いていくことが大事なことだと捉えて
います。
　
歴史と誇りを胸に
　アクサ生命は、前身の日本団体生命保険から長き
にわたり商工会議所とともに歩んできました。その
歴史と誇りのもと、商工会議所共済・福祉制度普及
の一翼を担っているとの自負の念で使命感・緊張感
を持ちながら、会員の皆様の力となり、地域の発展
へも貢献していきたいです。
　
広報対策委員としても
　広報FRONTIERは、結構多くの方が目にしてい
ると実感しています。私も広報対策委員として、見
る方が読んで楽しく、参考になり役に立つような誌
面づくりをしていきたいです。
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1967年東京都生まれ。武蔵大学経済学部卒業後、'91年 日本団体生命保険㈱
（現：アクサ生命保険㈱）入社。2003年に同社を退職し、在宅介護サービス
の会社でマネージメント業務を担当する。縁あって'07年に再びアクサ生命保
険㈱へ。今年1月に十和田営業所へ着任した。十和田商工会議所議員で広報対
策委員会委員を務める。

Profile

会社概要
十和田営業所長：津留保宏
所在地：十和田市西二番町4-11　十和田商工会館2階
ＴＥＬ：0176-23-5777 
ＦＡＸ：0176-23-5177
Ｈ　Ｐ：http://www.axa.co.jp/



登録できる物件 物件を登録できる方

物件の登録までの流れ

空き家登録者への支援

登録の申請 登録申請書ほか必要書類を十和田市
役所へ提出

物 件 調 査 協力事業者登録している宅建業者に
よる現地調査、仲介契約の締結

物 件 登 録 物件情報をホームページ等で公開

交渉・契約 宅建業者が交渉・契約の仲介を実施
※空き家の売買または賃貸借の契約を宅地建物取引業が仲介する契約

詳細情報はこちらへ　http://towada-iju.com/
【お問合せ先】　十和田市政策財政課地方創生・婚活支援係　TEL 0176-51-6712

ISO9001・ISO14001認証取得

ローコストマンション設計施工  太陽光発電システム取扱店

本　社　十和田市大字三本木字本金崎230番地1
電話 0176（23）3536　ＦＡＸ 0176（25）2976
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補助金の種類

家財道具整理補助金

対象経費

家財道具の整理等に係る経費

補助率

補助対象経費の2/3

補助金額（上限）

空き家登録奨励金 ― ―
５万円

（１人につき１回限り）
10万円

　移住・定住の促進を図るため、移住希望者および移住者への支援体制の強化、若者・子育て世帯等への市内
定着に向けた施策・事業が進められている。その取組の中で、空き家を売りたい・貸したい所有者の空き家情
報をホームページ等で提供するマッチング制度、『空き家バンク』の運用が始まった。空き家登録者への支援
制度も利用することができ、移住・定住促進はもちろん、空き家利活用促進の効果も期待できる。

①賃貸や分譲を目的としないもの（アパート・マンションなど）
②所有者が複数の場合、また、所有権以外の権利者が
いる場合、全員の承諾が得られているもの
③相続がされているもの
④物件を引き渡すまで、当該物件を適正管理できる方
がいるもの

①物件の所有者で売却または賃貸を希望する個人
②暴力団員等ではない方

①空き家登録奨励金
　制度を利用して賃貸または売買契約成立の場合、空き家の登録者に奨励金を交付
②家財道具整理補助金
　制度を利用して賃貸または売買契約成立の場合、空き家の登録者に家財道具の整理費用の一部を補助

所有者 買いたい・
借りたい方

宅建業者

①登録申請 ⑦物件情報公開

⑥登録決定
③物件調査

④仲介契約
※

⑧問
合せ

②
協
力
依
頼

⑤
報
　
　
告

ではない方

励金を交付

⑦物件

④仲介

地方創生～地域愛と魅力あふれるまちへ～

「十和田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」より

②空き家バンク



　国の調査によると、経営者の引退年齢が30年以上前に比べ６～８歳も高くなっており、60歳代でも全体の
３割以上が後継者が決まっていないなど、地域経済を支える中小企業は事業承継の厳しさに直面しているとい
えます。
　また最近では息子や娘に事業を引き継ぐケースが減り、親族以外の役員・
従業員や、第三者への承継を行うケースも増加しています。2007年以降で
は内部昇格と外部招へいを合わせた第三者承継、さらに買収を加えた割合は、
親族内承継を上回っており、この背景には、少子化や職業選択の多様化によ
り、事業を引き継ぐ意欲を持った後継者を、親族内で確保することが難しく
なってきていることがあると考えられます。

　後継者の育成に必要な期間は５～ 10 年程度を有すると考えられます。現
経営者はいつかは必ず迎える引退時期を見据え、事業承継対策に早めに取り
組むことが重要ではないでしょうか。

　事業承継の準備は後継者探しから始まりますが、誰が事業を引き継ぐか
によって、３つの選択肢に分かれます。①「親族内承継」、②「親族外承
継」、③「第三者への承継」です。一般的には①→②→③優先順位で後継
者を選定しますが、自分の親族に後継者候補がいない場合は、状況に応じ
て社内の人や社外にも範囲を広げ、最適な承継方法を検討することが重要
です。

　事業承継で引き継ぐのは社長のイスだけではありません。具体的には３つ
のものを後継者に引き継ぐことになります。１つ目は「ヒト（社長の役割と
経営権）」、２つ目は「資産（自社株式、会社の土地・建物等）」、３つ目は「目
に見えにくい経営資源（ブランド、独自のノウハウ、得意先と顧客情報）」
です。
　以上の３つの財産を誰に、どの様に引き継ぐかが事業承継の最も大事な
ポイントです。

事業承継は早めの取組みが重要

１．事業承継で引き継ぐもの

　事業承継を実行するための手順としてお勧めしたいのは「何を」、「誰に」、
「いつ・どの様に」です。実際に事業承継の相談対応を行っていると、オーナー
様は具体的な手法「どの様に」に目が行きがちです。しかし、オーナー資産
を含めた現状分析とオーナーの方向性を固めたうえでの対策でなければ、十
分な効果が得られないと考えます。
　具体的な例を挙げますと、「何を」については、まず税理士などに現時点
の株式の評価額を出してもらうことが有効です。「誰に」についてはオーナー
様の意向が強く反映されることから、後継者候補ともよく話し合い、将来の
株主構成など事業承継の方向性を固めることが重要です。「いつ・どの様に」
については専門的な知識が要する場合も多いことから、専門家（税理士、金
融機関、コンサルタント等）の意見を聞きながら、自社に合った最適な方法・
時期を検討することが大切です。

３．何を、誰に、いつ・どの様に

４．最後に

２．３つの選択肢を軸に事業承継を検討

理財・情報部会 ワンポイント情報 ～ 金融・保険分科会 ～
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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・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。

知っておくべき 税のこと vol.23　車体課税の見直し

ます」「私たちは笑顔で楽しく誇りをもって働ける会
社にします」「私たちとその家族、そして地域社会に
とってなくてはならない会社にします」「ホスピタリ
ティーベーカリー・ピーターパン　永続100年　100
店舗を目指します」。
　その意味では、現在のピーターパ
ンの実質的な創業は1999年といっ
ても良いだろう。
　事業領域を明確にするとともに、
全社員が参加しての経営ビジョンの
策定や、それを「社訓」にした「全
社員参加経営」「超ガラス張り経営」「感動創造経営」
の実践により、同社はよみがえっていく。事実、その後、
今日までの同社の成長発展は見事である。
　当時、従業員数20人、売上高約３億円、店舗数２
店舗だったものが、今日では、従業員数はパートナー
社員を含め325人、売上高23億円、店舗数も６店舗
にまでなっている。今や学生にも人気企業で、15人
程度の採用枠に毎年500人前後の大学生が殺到すると
いう。
　また、驚かされるのは、その業績だ。多くのパン屋

さんが不況にあえぐ中、同社の売上高は
18年連続増収、その利益率も業界平均の
３倍以上、１日の１店舗当たり買い物客は
1000 ～ 2000人という。余談だが、JR船

橋駅構内にある売場面積わずか５坪のお店の１日当た
り売上高はなんと70万円、また知る人ぞ知る同社の
「メロンパン」の１日当たり販売数量は約10万個とい
う驚くべき数字なのである。

　千葉県船橋市に本店を持つピーター
パンというお店がある。主事業はパン
の製造・小売だ。ちなみに社名は、子
どもから大人まで親しみを持ってほし
いという思いから名付けた。
　創業者は現社長の横手和彦氏であ
る。横手氏の経歴は多彩で、学校卒業
後に、ある銀行に就職するも仕事が合
わないと２年で退職し、その後はバー
を経営。渋谷や麻布など一等地に出店

したお店は大繁盛していた。しかし、ある日、母親と
店に立ち寄った娘さんの「お父さんは、お客さんとお
酒を飲んでいるだけでちっとも仕事をしていない」と
いう一言で、店を他人に譲っている。
　「娘に誇れる仕事をせねば」と奮起。知人からパン
屋になることを薦められ、パン屋で修業をした。そし
て、６ヵ月間の修業を終え、1977年、現在のピーター
パンを創業している。パン屋を経営する傍ら、宅配ピ
ザ店を開業するなど、事業領域を拡大していったこと
もあり、売り上げは増加していった。しかし、社内の
雰囲気は良くなかった。ギスギス感が高まり、離職す
る社員も多数。経営者である横手氏自身も仕事に面白
さ・楽しさが感じらなくなっていったという。
　そして、1999年、ついには当時の稼ぎ頭の宅配ピ
ザ店を分離独立させるとともに、経営の在り方・進め
方を社員皆で考え直した。さらに議論を重ね、全社員
で事業領域を新たに策定し直した。それが「ちょっと
ぜいたく、ちょっとおしゃれな食文化の提供」だ。
　また、これに合わせ、経営ビジョンも策定している。
「お客さまが自分のお友達に紹介したくなるお店にし

第2回　不況知らずの元気なパン屋さん『ピーターパン』
法政大学大学院政策創造研究科　教授　坂本光司

2020年度燃費基準2015年度燃費基準
＋20%達成＋10%達成達成＋10%達成＋5%達成達成

普 通 車
軽自動車
営 業 車

３%
２%

２%

２%

１%

１%
１%
0.5%

０%
０%
０%

◆自動車取得税について、消費税率10%への引き上げ時である平成29年４月に廃止。
◆自動車税・軽自動車税において、自動車の環境性能に応じて税率が決定される環境性能割を平成29年４
月から新たに導入。税率適用基準として平成32年度燃費基準を用いるとともに、平成27年度燃費基準も
一部用いることで、消費喚起と税の負担軽減を図る。

【制度の概要】　１．自動車税・軽自動車税として取得時の課税
　　　　　　　２．取得価格に対して省エネ法の燃費基準値の達成度に応じて０～３%の間で課税
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企業と商工会議所とのパイプ役 小規模企業振興委員 の紹介

募集要項
 ●参加資格：高校生以上　●定員：500名　●参加料：4,000円　　　　　●種目
 ●申込締切：5月20日（金）　※定員になり次第締切となります。
 ●申込方法
　⑴インターネット（ランネット）http://runnet.jp/cgi-bin/?id=128533
　⑵郵便局から（パンフレットの払込取扱票にて）
　　※パンフレットのご請求は十和田湖マラソン大会パンフレット発送センターまで
　　　TEL 03-3714-7924　〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9
お問合せ先　十和田湖マラソン大会実行委員会事務局　TEL 0176-24-1111

締切間近！エントリー数355名（4月27日現在）

参加ランナ
ー

申込受付中
！！ 

詳細は公式ホームページで　URL　http://www.towada.or.jp/yeg/towadakomarathon.html

☆参加者にはもれなく参加賞のプレゼント！
☆１～３位の入賞者には副賞で地域特産品などプレゼント！！
☆“十和田バラ焼き”や“ひめます汁”のお振舞いも、ただ今計画中！！！

2016.7.10 SUN AM9:00 START

　十和田商工会議所相談課では、経営指導員が中心となり事業者が抱える経営上の諸問題等に適宜対応してい
ますが、より一層円滑に推進していけるように小規模企業振興委員を選任しています。事業主の皆さんのより
身近な相談・情報交換相手として、商工会議所とのパイプ役を務める委員の方々を紹介します。

平舘　　敦
ひらだて設計

TEL 0176-25-6697

脊戸　潤子
㈲田島生花店

TEL 0176-23-8783

浦屋敷　悦夫
浦屋敷税理士事務所
TEL 0176-22-5523

蛯沢　達彦
青森みちのく警備保障㈱
TEL 0176-22-8814

寺澤　憲司
高進機工㈱

TEL 0176-27-1230

野田　誠二
田中車輌㈱

TEL 0176-20-6210

小笠原　省造
十和田バラ焼き店主会
TEL 0176-24-1111

溝口　奈美子
㈲みぞぐち布団店
TEL 0176-23-5777

経営に関するお悩みお気軽にご相談下さい。【お問合せ先】十和田商工会議所相談課　TEL 0176-24-1111

＜敬称略、順不同＞

男・女高校生以上39歳以下
制限時間：2時間30分

ハーフコース

男・女40歳以上49歳以下
男・女50歳以上59歳以下
男・女60歳以上



会員大募集 私たちと一緒に楽しく活動したり、新しい仲間を見つけてみませんか？
●年齢50歳まで　●年会費18,000円　●お問合せ先 十和田商工会議所青年部事務局 0176-24-1111

青年部INFOMATION

　４月14日、平成28年度（第27期）十和田商工会議
所青年部通常総会を十和田富士屋ホテルにて開催しま
した。総会では、27年度の事業報告・決算報告、28
年度の事業計画・収支予算・組織図の全てが満場一致
で承認され、無事終了しました。
　その後の懇親会・卒業式におきましては、今泉湧水
副会頭、田中幹志ＯＢ会長をはじめ、多数のＯＢの皆
様にもご参加頂き、７名の卒業生の皆様をお祝いする
事ができました。ご卒業、誠におめでとうございまし
た。

新年度がスタート!!
平成28年度通常総会を開催

十和田商工会議所青年部
平成28年度役員体制

十和田商工会議所青年部
総務委員会

委員長　竹田　裕一
ゆういちた け だ
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卒業生に記念品の贈呈

新メンバーを加え平成28年度がスタート

氏　名 事業所名

大　坂　陽　一 ㈲ 大 昇 運 輸

小笠原　耕　介 Ｂ Ｕ Ｎ Ｋ Ａ 新 聞 社

木　村　由起子 ㈱ テ ク ノ ル

岡　山　拓　也 ㈱ W A N D

齊　下　恭　嘉 ㈱エイ・ジェイ・アイ

田　中　陽　三 田 中 建 設 ㈱

中野渡　大　毅 ㈱ 中 達 組

石　田　朋　也 ㈲タイヤガーデン十和田

佐々木　佳　弘 サ サ キ 石 油 販 売 ㈱

大下内　怜　奈 ス ナ ッ ク 　 ビ ア ン

★新入会員紹介★

任　期
平成28年4月1日～

平成29年3月31日

会長
沼口　茂生

　７月10日、十和田湖マ
ラソン大会を開催します。
皆様のご協力を宜しくお願
いいたします。

専務理事
竹達　大輔

研修担当副会長
田中　宏一

観光担当副会長
小川　秀樹

総務担当副会長
田中　健太郎

直前会長
佐藤　百年
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　当所では３月31日、三本木高校の生徒による「地域
活性化のための三高生の提言」を開催。出席した当所議
員らが高校生のアイディア・発想に耳を傾けた。
　同校では昨年、２年生を対象にインターンシップを実
施。そのうち地域活性化講座を受講した生徒が５つのグ
ループに分かれて発表に臨み、新たなイベント企画や魅
力発信ツールの提案など、十和田市を元気づけるための
ユーモア溢れるプレゼンを行った。

十和田を元気づけるプレゼン
地域活性化のための三高生の提言

緊張の面持ちでも堂々と発表

多彩なアイディアの中には新キャラクターの発案も！

　当所では４月19日、企業が将来あるべき姿へ成長し
ていくために不可欠な経営計画の作成支援に向けたセミ
ナーを開催。青森県よろず支援拠点コーディネーターで
中小企業診断士の山田貴弘氏が講師を務めた。
　セミナーでは、具体的・現実的で矛盾のない計画作成
のポイント、数値計画（管理）の方法などのほか、計画
をもとに販路拡大等に取り組む事業所を対象とした小規
模事業者持続化補助金について解説した。

企業の成長に不可欠なもの
経営計画作成支援セミナー

講師を務めた山田貴弘氏

　中小企業が活用できる融資制度や支援事業について
周知する中小企業融資制度等説明会が、４月21日、当
所で開催された。
　説明会には、県をはじめとする関係各機関の担当者が
出席し、新たな支援制度や前年度からの改正点などが説
明された。事業活動の促進と経営の安定を図るため、新
たな取り組みへの資金調達や創業・事業再生への支援な
ど、目的に応じた各種制度を紹介した。

事業活動促進と経営安定化に向けて
中小企業融資制度説明会

関係各機関が出席し、実施する融資・支援制度を説明

発表順などグループ内で役割分担もしっかり

Topics



十和田商工会議所からのお知らせ

再就職等監視委員会からのお知らせ平成28年度会費納入のお願い
　平成28年度の十和田商工会議所年会費の納入を
お願いしております。納入通知書での納入をご利用
の方は、5月25日（水）までに納入していただきま
すようお願い致します。
　また、口座振替での納入をご利用の方は、5月25
日（水）にご指定の口座より自動振替させていただ
きますので、よろしくお願い申し上げます。
　尚、今年度は商工会議所議員改選の年度に当たる
ため、3期分納期日は以下の通りとなります。
　第１期　５月25日（水）
　第２期　７月25日（月）
　第３期　８月25日（木）
【お問合せ先】
十和田商工会議所総務課　TEL 0176-24-1111

　国家公務員の再就職について、国家公務員法では
次の３つのルールを設けています。
①国家公務員が他の国家公務員（OB 含む）の再就
職あっせんを行うことは禁止されています。

②国家公務員が在職中に利害関係企業に対し、求職
活動を行うことは禁止されています。

③国家公務員 OB が元の職場へ働きかけを行うこ
とは禁止されています。

　以上の行為を見聞きしたときは、情報提供をお願
いします。
【お問合せ先】
内閣府再就職等監視委員会事務局
TEL 03-6268-7660 ～ 7668
URL http://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html

10 FRONTIER 2016. 5

　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５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：5月 12日（木）・26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 TEL0176-24-1111

簿　　記（第 143 回１～ 4級）
　検 定 日：6月 12日（日）　
　申込期間：5月 13日（金）まで
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：5月 26日（木）まで
【お申込み先】  十和田商工会議所検定係   TEL 0176-24-1111お問合せ先　十和田商工会議所相談課　TEL 24-1111

（1,500万円超の場合は
　　　別に要件あり）

次回日商検定試験（当所実施分）

定 例 金 融 相 談

最高2,000万円

※掲載内容について事前審査があります。また、非会員事業所のご利用については、上記会員料金に10,000円を加算した金額となります。

申込締切　掲載希望月の前月５日まで。申込後から発行までの手順等詳細については、下記事務局までお気
軽にお問合せください。

【お申込み・お問合せ先】　十和田商工会議所総務課広報担当　TEL 0176-24-1111

広告掲載＆チラシ同封サービスのご案内
○誌面広告掲載 ○チラシ同封　料金を改定（値下げ）しました
掲載規格と料金

会員料金（税込）サイズ（A4に対して） 会員料金（税込）サイズ（A4に対して）
50,000 円 / 回1/2（タテ12.0cm×ヨコ17.0cm）
20,000 円 / 回1/4（タテ 5.5cm×ヨコ17.0cm）
10,000 円 / 回1/2（タテ 5.5cm×ヨコ 8.0cm）

20,000 円 / 回B5、A4版

30,000 円 / 回
・（二つ折にした）B4、A3版
・（10頁までの）パンフレット



　五月病も気になる時期ではございますが、いかがお過ごしでしょうか？
さて、５月８日は母の日ですね。調べましたらアメリカにも母の日があり、
1914年にできたそうです。日本では1931年にできたそうですが、当初は
３月６日だったそうです。1949年にアメリカにならい、５月の第２日曜
日になったそうです。さて、プレゼントですが、皆様どうしているのでしょ
う？私もどうしようか悩んでおります。
　ちなみに父の日もアメリカにならって６月の第３日曜日だそうです。今
年は６月19日です！

（こうちゃん）

人間を変えたいけれどどうします
やっぱり生まれ変わるしかないかな

中村しげし

明日からといつも言ってるダイエット
明日は永遠にあるから、あせらずゆっくり

木村　　智

ＯＫサイン鏡に貰い朝を出る
出かける前の身だしなみです

八木田幸子

男ひとり急がず濡れる春の雨
粋な男のセリフに「春雨じゃ　濡れて参ろう」があります

豊巻つくし
（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

中小企業者のための

青森県火災共済協同組合
火 災 共 済・自動車共済
事故費用共済・傷害共済等

〒030-0801 青森市新町二丁目8番26号　TEL 017-777-8111

代理店 十和田商工会議所  火災共済担当
十和田市西二番町4-11  ＴＥＬ 24-1111

１枚写真館

　今日は、３月26日に開業し
た北海道新幹線に乗車し、青函
トンネルを走ります。トンネル
の完成からおよそ30年という
月日が流れ、今、本州と北海道
を結ぶ海底の大動脈を通過する
のもあっという間です。

（tkr）
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empress-195
（みぞぐち布団店2階）

旧
国
道
４
号

青森銀行

スーパーホテル
十鉄観光社

アートステーション
とわだ

みちのく銀行

大学通り

産馬通り

↑七戸町

↓五戸町

　オシャレをすると、気分や表情は自然と明るく前
向きに。そんな女性の輝きを、“大人のカジュアル”
で魅き出してくれる「empress-195」。日常の喜びに、
特別な日の演出に、あなたのとっておきを見つけて
みてください！

国内・海外で厳選したアイテムの数々。新作夏物など続々入荷中！

ブログも開設中。ファッションだけでなく、
いろんなことで共感できる場所 !

http://www-blog.empress-195.com

empress-195
代　　表　溝口育子
所 在 地　稲生町 15-17-2F
TEL/FAX　0176-22-5828
営業時間　10:00~18:30 水曜日定休スーパーホテル

十鉄観光社

産馬通り

↓五戸町

http://w営業時間　10:00~18:30 水曜日定休

両親の背中を見て
　幼い頃から手伝いをしながら父
と母の働く姿を間近で見てきまし
たので、“仕事をする”イメージに
ぴったり合うのがここでした。顔
見知りの常連さんも多く、地元で
地域貢献したいと思いました。
　
成長の証
　目配りや気配りを意識できるよ
うになり、速やかな行動とスムー
ズな連携をとれることが多くなっ
たと思います。電話応対にも慣れ
てきましたが、自分のペースでは
なく、お客様の意向（注文）をしっ
かり理解した上で、丁寧に話すこ
とを心がけています。
　
大学では茶道サークルに
　活動は結構本格的で、作法など
厳しかったのですが、他大学やＯ
Ｂの方々との交流もあり、知識・

経験を深めることができました。
大学祭や大会の時には幹事も務
め、先輩・後輩たちと一丸となっ
て成功させることができ、とても
良い思い出となっています。　
　
特技を活かして
　舌にはちょっと自信があって、
美味しいものに敏感に感知しま
す！これからは食べるだけでな
く、料理することにもチャレンジ
して自分の舌をうならせたいです
（笑）。また、ゆくゆくは調理師免
許も取得し、オールラウンドに活
躍できるようになりたいです。
　
是非ご予約を！
　若鶏の丸焼をはじめ、各種鶏肉
加工品にご好評いただき大変あり
がとうございます。売り切れる事
がありますので、お求めの際は是
非ご予約を。私が応対します！

株式会社フナバヤシ

布施 ゆりかさん
（23歳）

ふ せ

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
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