
十和田商工会議所 ホームページhttp://www.towada.or.jp　メールtowada@towada.or.jp

購読料は会費の中に含まれています。

　4　近代日本資本主義の父 渋沢栄一と十和田市との縁 
　3　〈この人に聞く〉 ㈲松野鉄工所　矢部喜也さん
　5　来春オープン　（仮称）地域交流センター
　6　女性会いんふぉめーしょん　第48回定時総会を開催
　7　事業者の経営活動を支援する低利の融資制度　青森県特別保証融資制度
　8　新入会員インフォメーション
12　〈今月のショーウインドー〉　koto's cafe
12　〈キラめけっ未来の主役！〉　明治安田生命保険（相）　折舘真奈美さん

通称白上の西側、新しい家が立ち並ぶ、昔ながらの田圃が残っている。

五月晴みどりの風に髪吹かれ　　晃

令和３年６月５日発行 第322号（毎月１回５日発行）
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JUN JUL 会議所カレンダー６
日 月 火 水 木 金 土

㈱まちづくり十
和田取締役会

国際交流協会理
事会

事業承継・引継
ぎ支援定例個別
相談会

定例金融相談
創業相談

第158回日商簿
記検定試験

青色申告会定時
総会

青森県エネルギー
問題懇談会連絡協
議会理事会・総会

上十三法人会定
時総会

新型コロナウイル
ス感染症対応無料
個別経営相談会

東北六県商工会議
所連合会「共済担
当職員研修会」オ
ンライン会議

三本木小唄普及
委員会総会

県火災共済総代
会

県雇対協理事会
　・通常総会

基礎から学ぶマ
ネーセミナー

定例金融相談
創業相談

第12期㈱まちづ
くり十和田株主
総会

全国あんざんコ
ンクール

第222回珠算検
定試験・第132
回段位認定試験

そろばんグラン
プリ・青森

新型コロナウイ
ルス感染症対応
無料個別経営相
談会

定例金融相談
創業相談

●当所事業　●外部事業　●各種イベント
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競争より共創へ。競争より共創へ。
新しい時代の在り方だと思う。新しい時代の在り方だと思う。

凸凹が協力し合うことで凸凹が協力し合うことで
単独で創るより素晴らしいものができあがります。単独で創るより素晴らしいものができあがります。

共に創ろう。共に創ろう。

書道家書道家
武田 双雲武田 双雲

武田 双雲（たけだ そううん）
1975年熊本生まれ。東京理科大学卒業後、NTTに就職。約３年後に書道家として独立。
NHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」など、数々の題字を手掛ける。講演活動や
メディア出演のオファーも多数。ベストセラーの『ポジティブの教科書』のほか、著書は50
冊を超える。2013年度文化庁から文化交流使に任命され、ベトナム・インドネシアにて、
書道ワークショップを開催、17年にはワルシャワ大学にて講演など、世界各国で活動する。
近年、現代アーティストとして創作活動を開始し、15年カリフォルニアにて、アメリカ初
個展、19年アートチューリッヒに出展、20年には、ドイツ、代官山ヒルサイドフォー
ラム、日本橋三越、大丸松坂屋（京都店・心斎橋店）、GINZA SIX、伊勢丹新宿店にて、
個展を開催し、盛況を博す。
■公式ホームページ　https://www.souun.net/
■公式ブログ【書の力】　http://ameblo.jp/souun/
■LINEブログ　http://lineblog.me/takeda_souun/
■Facebook　https://www.facebook.com/souun.calligraphy?hc_ref=SEARCH&fref=nf
■Twitter　https://twitter.com/souuntakeda?lang=ja
■Instagram　https://www.instagram.com/souun.takeda/?hl=ja
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事業所概要

プロフィール
1970年十和田市生まれ。十和田工業高校を卒業し、別の製造業の会
社に22年ほど勤務した後、2012年㈲松野鉄工所へ入社。現在に至る。
ものづくりの基盤技術を支える優れた技術者を青森県が認定する「あ
おもりマイスター」に2020年度認定。一級機械加工技能士。職業訓
練指導員（機械科）。

所　在　地：十和田市赤沼字沼袋175-50
代表取締役：松野　英雄
事 業 内 容：真空装置部品の加工、農機具部品の加工など
ＴＥＬ：0176-23-2763　　ＦＡＸ：0176-23-6875
ＵＲＬ：https://matsuno-limited.co.jp/

あおもりマイスターの認定を受けて
　自分としては、何か特別なことをやったわけではな

いので、正直なところ実感がないというか…。資格試

験もそうですが、自己評価というのは難しいので、あ

る意味で自分の現在位置を客観的に知ることができる

“ものさし”なのかなと思っています。ただ、マイスター

には技術指導や訓練施設の講師などの依頼が入ってく

るかもしれないので、これから少しずつ実感や意識が

出てくるのかもしれませんね。

この仕事を生業として
　単純にこの仕事は性に合っていると思います。そし

て、自分に合った仕事に巡り合うことができ、ある程

度やりたいようにもやらせてもらい、それでメシが食

えていることは、とても運のよいことだと感じていま

す。もし、違う環境に行き、違う選択をしていたら今

の自分はなかったかもしれません。逆を言えば、これ

しか出来ない不器用な人間ですが、改めて、この仕事

は自分に合っている好きな仕事だと胸を張って言えま

す。

今に活かされている教え
　これをお金を出して買いたいか？―高校生の時の実

習で製作したものに対して先生に言われた言葉が今で

もベースになっています。作り手目線の評価では、そ

の価値はいかようにも設定できますが、やはり手に取

る人にとって納得のいくもの、満足のいくものでなけ

れば意味がないと思います。ですので、私たちの仕事

は設計図通りに作ることが大前提ではありますが、よ

り良い製品づくりを常に求めていきたいですし、私自

身も現状に満足することなく、優れた技術は盗みなが

ら腕を磨いていきたいと考えています。

技術者の意義
　見る人が見れば差は歴然ですが、ロボットや機械も

どんどん進化しているので、ボタン１つでそれなりに

いいものを作り出すことができます。大量に早く生産

することは、確かに私たち技術者にとって弱みであ

り、少なからずオペレーション技術も必要なのは事実

です。しかし、機械頼みの指向が強まることで危惧さ

れるのは、その分技術力が低下し、いざという時に対

処できなくなるということ。技術を未来へと受け継い

でいく使命感を持ちながら、技術者と機械の共存によ

る技術向上を図り、それを後進へとうまく伝えていけ

たらと思います。

好きな仕事と巡り合えて
技術を高めて未来へ

有限会社  松野鉄工所
あおもりマイスター認定技術者

 矢
や

部
べ

 喜
よし

也
や

さん（50歳）
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　渋沢栄一は、約500の会社、600の社会事業にかかわり

ました。常人には不可能としか思えないような業績です

が、もちろん一人で成し遂げたわけではありません。

　彼には人を見抜く力がありました。そして適材を適所

に配置することで、大勢の人々を巻き込みつつ、事業を

成し遂げていったのです。

　では、なぜ彼には「人を見抜く力」があったのでしょ

うか。

　一つには若い頃から社会に揉まれていたことがありま

す。

　中国の「三国志」の時代、切れ者の象徴だったのが諸

葛孔明でしたが、一つ大きな弱点がありました。それは

人を見る目がなかったこと。だからこそ子飼いの部下

だった馬謖（ばしょく）の力を見誤って抜擢、作戦を大

失敗させて「泣いて馬謖を斬る」という故事を残してし

まったのです。

　では、なぜ孔明ほどの人物が人を見る目がなかったの

か。それは若いときに田舎で晴耕雨読の生活をしていて、

社会に揉まれなかったからだといわれています。

　逆に栄一の場合、若いときから掛け売り商売にいそし

み、志士たちと交流し、幕臣になり、社会で揉まれ続け

ました。そこで人を見る目を養っていったのです。

　今年の大河ドラマの主人公となり、令和６年発行予定の新一万円札の肖像にも採用されること

となった近代日本資本主義の父・渋沢栄一翁。生涯で約500の企業の育成に関わり600余りの社会

事業にも尽力した同氏は、東京商工会議所を創設し初代会頭を務めた人物でもあります。そんな

偉大な経済人、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、実は十和田市とも縁があったのです。

　さらに栄一は、『論語』の次の人物鑑定法を利用して

いました。

・人を見るのに、現在の行動を観察するばかりでな

く、その動機は何か、またどんな結果に満足するの

かまで突っ込んで観察する。そうすれば、どんな相

手でも本性を隠しきれなくなる（子曰く「その以（な）

す所を視、その由る所を観、その安んずる所を察す

れば、人焉（いずく）んぞ廋（かく）さんや、人焉んぞ

廋さんや」）『論語』為政篇

　この一節を栄一は、次のように解説します。

　「そもそも人物を観察するのに、第一にその人の外面

にあらわれた行為の善悪や正邪を視る。第二にその人の

この行為は何を動機にしているものなのかをしっかりと

見極める。第三に、さらに一歩進めてその人は何に安心

するのか、何に満足して暮らしているかを察知すれば、

必ずその人の本当の性質が明瞭になってくる」（『論語講

義』引用者訳）

　簡単に言えば、「実際の行動はどうか」「その動機は何

か」「何に満足して生きているのか」を見れば、相手の

真実は見えてくるというのです。

　いうなれば「人間通」だったからこそ、栄一はあれほ

どの偉人たり得た面があるのです。

渋沢栄一の人物像（日商所報サービス「渋沢栄一とその思想に学ぶ＜渋沢栄一の人を見抜く力＞著：作家・グロービス経営大学院客員教授より）

国立国会図書館ウェブサイトより転載
※偉大なる先人に敬意を表した上で、記事中の敬称は省略します。

十和田市の渋沢栄一エピソード ～人を見抜く力～
　新渡戸傅により大規模開拓が進められた三本木原は、傅の没後、明治維新の

混乱により荒廃していったが、明治９年と明治14年の明治天皇の東北巡幸を契

機に再び開拓の機運が盛り上がり、三本木共立開墾会社が設立された。しかし、

ほどなく経営難に陥ることとなり、この窮状を救ったのが渋沢栄一である。

　同氏は、多くの株を引き受けて明治23年に「渋沢農場」を開設、開墾に尽力

した。開墾会社は、そうした援助を受けて開拓地の復興や水路の延長を行い、

株式会社に組織を変えると事業を拡大して大規模な補修工事を行い、法量の取

水口から太平洋岸までと10の支線が明治39年頃までに完成した。

　しかし、開墾地拡大は進んだものの、地主と開墾会社との間に熾烈な水利権

紛争が勃発。裁判沙汰にまで発展し、当時の町を二分して町政も滞る事態にま

でなったが、解決に導いたのもまた、渋沢栄一であった。両派が同氏に仲裁を

依頼し、渋沢農場顧問の東京大学農学部教授原熈と、のちに第５代渋沢農場長

となる水野陳好（初代三本木市長、十和田商工会議所第４代会頭）が調査助手

として協定案をまとめ、大正11年に稲生川普通水利組合と稲生耕地整理組合組

織会が設立。両組織の設立により三本木原全域の開墾が視野に入ると、三本木

原開拓国営化に向けていよいよ動き出すこととなった。国営化に向けては、水野陳好が国や県へまさに379回にわ

たる陳情を行っているが、渋沢栄一に「国営事業にならなければ君はどうする？」と問われた時に、即座に「死に

ます」と答えた揺るがない決意がそうさせたものであった。

　また、渋沢栄一の秘書を務めていたのが、後に古牧温泉渋沢公園を設立し、『十和田商工会議所第３代会頭』も

務めた杉本行雄というのだから、興趣が尽きない。　　　　　　　　　（参考資料：ゆるりら、十和田検定公式テキストブック）

開設当時の渋沢農場正門

十和田市にもあった！

近代日本資本主義の父・渋沢栄一との 縁
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事業承継・引継ぎ支援  定例個別相談会のご案内

日　時　６月９日（水）、７月14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　青森県事業承継・引継ぎ支援センター相談員、十和田商工会議所職員
　　　　　※事前に相談内容の確認などをさせていただく場合があります。

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

　後継者に関すること何でもご相談ください。秘密は厳守します。

建設予定地の現在（５月14日撮影）の様子。建物
北側に隣接する大学通りには、すでに拡幅工事
により右折レーンが設置されました。

　令和４年春のオープンに向けて、アートを活用した地域交流の

拠点・（仮称）地域交流センターの整備が進められています。

　平成31年３月に国の認定を受けた「十和田市中心市街地活性化

基本計画」に基づく同施設の整備は、中心市街地のにぎわいの創

出をはじめ、来街・回遊の促進、居住の促進にも繋がっていくこ

とが期待されます。

（仮称）地域交流センターの整備が始まりました。（仮称）地域交流センターの整備が始まりました。

〈外観イメージ〉

施設概要
　敷地面積　2，520㎡
　床 面 積　1，058㎡
　構　　造　鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）平屋建て

主要諸室
　大・中・小ギャラリー、事務室、カフェ、多目的室

施設の構成内容
　○各種展示や舞台発表などに利用できるギャラリー
　○子どもの創作活動やダンスなどに使える多目的室
　○市民や観光客が交流できるカフェ
　○地域のランドマークとなる存在感のある外壁
　○市民の憩いの場として、また各種イベントに利用できる中庭　

施工概要
○建築：田中建設・創建ホームＪＶ　　　○電気：泉電気工事店

○機械：桜田設備工業・管設備工業ＪＶ　○舞台：三晃工業（大阪府）

○設計・監理：藤本壮介建築設計事務所（東京都）

○建設工事費：約10億７千万円

資料提供：十和田市農林商工部商工観光課

〈平面図（概要）〉
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女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん

　５月18日、十和田商工会議所女性会の第48回定時総会

が十和田商工会館において開催されました。

　議案審議はスムーズに進み、任期満了に伴う役員改選

では、長年にわたり会長を務めていただいた益川百合子

さんから㈲田島生花店の脊戸静子さんへと会長職が引き

継がれました。脊戸さんから会長就任にあたり「コロナ

の影響でまだ活動が限られてくるとは思いますが、今で

きること、やれることを皆さんと行っていきたいと思い

第48回定時総会を開催

会員募集中　　●年会費 10,000円　　　　　　　　
詳しくは、十和田商工会議所女性会事務局 0176-24-1111

ますので、ご協力お願いします」と挨拶があり、拍手で

承認されました。また、副会長に中野渡俊子さんと下山

由佳子さん、理事に竹ケ原典子さんと今泉利江子さん、

監事に国分久子さんがそれぞれ新たに選任されました。

　長年会長職を務められた益川さんは「今まで職務を全

うできたのも会員の皆さんのご協力のおかげ」と感謝の

言葉を述べ、新体制に対し「コロナの影響が続く中で大

変だと思いますが、負けずに頑張っていただきたい」と

エールを送りました。

脊
戸
新
会
長（
左
）へ
握
手
で
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

総
会
の
様
子

　５月28日、決算総会にあたる通常議員総会を開催。開

催にあたり、今泉会頭が「新型コロナウイルス感染拡大

の脅威にさらされた中にあっても、令和２年度は行政機

関等に対する意見・要望活動及び各種事業活動を推し進

めることができた。今年度においてもまだ厳しい状況が

続いているが、商工会議所の使命を果たしながらこの難

局を乗り切っていきたい」と挨拶した。

　案件は令和２年度の事業報告・収支決算等にかかる全

６議案について審議し、すべて満場一致で承認された。

第１回通常議員総会 総
会
開
催
に
あ
た
り
挨
拶
す
る
今
泉
会
頭

　５月14日、青森労働局をはじめとする関係者が来所。

未来の青森県を担う人財の定着を目指し、来春の高校卒

業予定者にかかる採用活動の早期取組を要請した。

新規高卒予定者にかかる早期採用活動要請
要
請
の
挨
拶
を
す
る
井
上
職
業
安
定
部
長

　５月17日に開催。活動報告・計画のほか、中心市街地

活性化基本計画の変更について審議を行った。また、同

計画の取組状況について十和田市より報告があった。

十和田市中心市街地活性化協議会第１回総会

総
会
の
様
子

トピックス
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融資限度額は、⑴～⑶はそれぞれ別枠。

（注１）経営力向上割引…四半期毎に試算表及び資金繰り表を取扱金融機関に提出することを条件として融資利率から0.5％割引する制度。
（注２）変動利率…融資実行後に、取扱金融機関が定める基準金利が変動した場合は、その変動幅を変動させるものとする。

融資利率とは別に、県信用保証協会に対する信用保証料が必要となります。

お問合せ先
○青森県信用保証協会　TEL 017-723-1354（保証業務課）
○青森県商工政策課商工金融グループ　TEL 017-734-9368
○青森県ＨＰ〈青森県特別保証融資制度のご案内〉　http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/kenyuusi.html

　経営に関するお悩み、お困り事はお気軽にご相談ください。十和田商工会議所中小企業相談所　TEL 0176-24-1111

１．「選ばれる青森」への挑戦資金
概　　要：県が推進する前向きな取組み（創業、県の推進する戦略、国や県等の補助を受けた事業、新分野

進出、新商品開発など）を行う方を対象に優遇金利で支援する制度。
融資利率：（年）0.7％～金融機関所定利率－ 0.8％　※一部上限1.1％で各金融機関が設定する利率あり。

２．経営力強化対策資金
概　　要：国の認定を受けた専門家（経営革新等支援機関）の支援を受けながら経営改

善や経営力強化に取り組む方の資金繰りを支援する借換制度。
融資利率：金融機関所定利率－1.3％（下限1.1％）

３．経営安定化サポート資金
概　　要：取引先企業の倒産、不況、災害などにより、経営の安定に支障を生じている方の資金繰りを支援する制度。

事業者の経営活動を支援する低利の融資制度 青森県特別保証融資制度

資金名 融資対象 融資限度額 融資利率 融資期間
（うち据置期間）

経 営 安 定 化
サポート資金

原則として県内で１年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、
次のいずれかに該当するもの

【固定利率】

⑴連鎖倒産枠
倒産した企業に対し売掛債権等を有しているもの若しくは倒産
した企業との取引依存度が１０％以上であるもの

3,000万円
（運転資金のみ） 金融機関所定利

率から0.8％引
き下げた率
（下限1.6％）

（注１）
経営力向上割引
の利用可能（この
場合下限1.1％）

運転10年
以内

（２年以内）⑵経営安定枠

①最近３か月の売上高等が過去３か年のいずれかの年の同時期
と比較して10％以上減少しているもの

②売掛債権の回収長期化や回収不能又はその他の事由により経
営の安定に支障を生じているもの

③原油価格の上昇により事業活動に影響を受けている中小企業
者で、売上減少等一定の要件に該当するもの

4,000万円
（運転資金のみ）

⑶災　害　枠 

県が指定する災害等により経営の安定に支障を生じているもの
（事業開始後１年未満の方を含む）
※令和３年度の県が指定する災害等として「令和２年新型コロ
ナウイルス感染症」を指定

3,000万円
融資期間

３年以内：0.9％
３年超：1.1％

運転・設備とも
10年以内

（２年以内）

⑷事業再生枠
法的な債権手続きを行い、又は再生支援機関等の指導のもと事
業再生を図るもの

3,000万円
金融機関
所定利率

運転・設備とも
10年以内

（２年以内）

資金名 融資対象 融資限度額 融資利率 融資期間
（うち据置期間）

事 業 活 動
応 援 資 金

県内に事業所を有する中小企業者で、次のいずれかに該当する
もの

【変動利率】
（注２）

⑴事業活動枠 事業活動に必要な資金の調達を図るもの １億円
金融機関所定利
率から0.3％引
き下げた率
（上限2.0％）

(注1)
経営力向上割引
の利用可能

運転10年以内
（２年以内）
設備 15 年以内
（３年以内）

⑵流動資産担
保枠

県内で原則１年以上同一事業を営む中小企業者で、取引先事業
者に対する売掛債権または棚卸資産を保有するもの

（棚卸資産を担保とする場合は法人に限る）
3,000万円

１年間
個別保証の場
合は１年以内

⑶再チャレン
ジ枠 

廃業歴等があるもので、起業に再チャレンジするもの
（信用保証協会が求償権を有する場合には、求償権消滅保証に
該当する場合に限る）

1,000万円

運転５年以内
（１年以内）
設備10年以内
（２年以内）

融資限度額は、⑴～⑷はそれぞれ別枠。⑶は新型コロナウイルス感染症対策として、セーフティネット保証４号・５号、危機関連保証の

いずれかの認定を受けたものについて、県による保証料の一部補助があります。

４．事業活動応援資金
概　　要：通常の事業資金、流動資産を担保とした融資、廃業歴のある方が再チャレンジする場合など、企

業の状況に応じて支援する制度。
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新入会員インフォメーション　　　　 会員数 1,181件（６月１日現在）

※食品…食品商業部会、建設…建設部会、工業…工業部会、
　観光…観光交通部会、理財…理財情報部会

部
会

事業所名 代 表 者
所 在 地 営業内容

食
品

㈲高渕ピッグファーム 高渕　弘
十和田市八斗沢字家ノ下257-1 養豚業

建
設

㈱ONE（オーエヌイー） 須田山　徹雄
十和田市東二番町2-63 電気工事業

建
設

生出塗装 生出　裕貴
十和田市洞内字井戸頭144-23 塗装業

理
財

㈱ピーシーエル 浄法寺　博
おいらせ町青葉二丁目50-323 パソコン教室

観
光

シャンティ 山代　弥寿恵
十和田市東三番町2-48 おしゃれ館パート１ 飲食業

観
光

スナック　フロムＡ 種市　和子
十和田市東三番町1-47 ショウエイビル２Ｆ 飲食業

観
光

スナック　みり 蛯名　美加子
十和田市東三番町2-44 紺野ビル 飲食業

観
光

Lip（リップ） 酒井　麻紀
十和田市東三番町1-18 飲食業

観
光

シャモしげ 中野渡　一茂
十和田市東三番町2-30 飲食業

観
光

彩　あや 田嶋　文子
十和田市東三番町1-22 おしゃれ館パート３ 1F 飲食業

部
会

事業所名 代 表 者
所 在 地 営業内容

建
設

㈱ケイテクンズ 佐々木　勝志
十和田市西十一番町31-17 既設建築物設備工事業

観
光

ハニーサウンド企画 村舘　政人
十和田市東十四番町35-30 イベント企画・レンタル音響

観
光

koto's cafe（コトズカフェ） 三浦　琴枝
十和田市稲生町15-3 飲食業

観
光

一松食堂 坂本　しよ
十和田市東一番町5-52 飲食業

観
光

スナック椿 山田　美和
十和田市西一番町21-9 飲食業

観
光

串Tomo 工藤　智志
十和田市稲生町16-18 飲食業

観
光

世界の銘酒とスペイン料理　エスパーニャ 山谷　文治
十和田市東二番町2-48 飲食業

観
光

㈲アコーズ 岩城　弘明
十和田市稲生町16-14 飲食業

観
光

スナック　宮城 千葉　幸子
十和田市東三番町2-44 紺野ビル1F 飲食業

従業員１人ひとりの健康が、生産性の向上へ！

健康経営優良法人2021の認定を受けました
　十和田商工会議所ではこのほど、経済産業省が推進する

「健康経営優良法人2021（中小規模法人部門）」の認定を受

けました。

　健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した

取組や日本健康会議注１が進める健康増進の取組をもとに、

特に優良な健康経営を実践している法人企業を顕彰する制

度で、健康経営に取り組む優良な法人企業を「見える化」

することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などか

ら「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取

り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることがで

きる環境を整備することを目標としています。今回は当所

を含め、全国で7935の中小規模法人（上位法人には「ブラ

イト500」の冠を付加）が認定されました。

　中小規模法人の場合、認定を受けるためにはまず、協会けんぽ等が実施している「健康宣言」事業に参加し、

次に自社の取組状況を確認した上で、申請書類（従業員の健康課題対策や心身の健康づくり対策などの認定基

準に該当する具体的取組）を作成、日本健康会議の認定審査を受けます注２。当所では、アクサ生命保険㈱十

和田営業所にアドバイスをいただきながら申請書を作成しました。

　今後、職場内の健康課題に応じた取組を実践するとともに、会員事業所の健康経営推進を図り、ひいては、

地域における健康経営の拡大に努めていきたいと考えています。

※健康経営は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。
注１　日本健康会議とは、少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、

民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体です。
注２　健康経営優良法人2021認定の受付は終了しました。今年度の受付は今後発表される予定です。

健康優良法人2021の認定証（左）と健康宣言の登録証
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事業報告 ５月定時例会を開催
　５月１４日、十和田商工会館５階会議室にて５月

定時例会を開催し、“会員資質向上”に向け、『東京

オリンピック・パラリンピックは開催するべきか？』

をテーマにディベートを行いました。

　賛成派と反対派のグループに分かれて意見をまと

めた後、ディベートタイムでは、どちらも一歩も譲

らない展開に。各派交互にメンバー全員が熱い討論

を交わしました。開催まであと１００日を切りまし

たが、会員全員が個々の思いを語り合う良い機会と

なりました。

　今後も２０２１年度スローガン『突き進む！～誰

よりも速く誰よりも先へ～』のもと、メンバー一同

力強い運動を展開して参りますので、各事業へのご

支援の程よろしくお願いいたします。
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簿　記（第158回１～３級）
　検 定 日：６月13日（日）
　※申込の受付は終了しました。

そろばん（第132・222回段位・１～３級）
　検 定 日：６月27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）

定 例 金 融 相 談

Information ～お知らせ～

　当所で開設している日本政策金融公庫の定例金融
相談の６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します（要予約）。
相談日時：６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

十和田商工会議所事務局職員募集 労働保険の年度更新手続き
　令和４年４月採用予定の事務局職員を募集します。

勤 務 先　十和田商工会議所

職務内容　商工会議所における一般業務

採用予定　若干名

採用条件　1）令和４年３月31日までに大学卒業見込み

の者を含む25歳以下の大学既卒者

2）令和４年４月１日より勤務可能な者

3）使用期間有り（採用後３か月間）

4）十和田市在住または居住が可能な者

必要資格　1）普通自動車運転免許（取得見込み可）

2）日商簿記３級以上（取得できない場合は

採用から１年以内に取得すること）

選考方法　1）第１次試験（書類選考） ７月上旬

2）第２次試験（筆記・小論文・面接） ８月上旬

3）内定通知 ８月下旬

応募方法　①履歴書（手書き・顔写真付）、②卒業証

明書または卒業見込証明書、③成績証明書

を下記まで提出してください。
※応募書類は返却しません。個人情報は採用選考
にのみ使用し、終了後は細断して破棄します。

応募締切　６月30日（水） 16：00必着

【お問合せ先】十和田商工会議所採用担当 TEL 0176-24-1111

　労働保険の年度更新手続きを行っていただく時期と

なりました。申告書の提出と保険料等の納付は、７月

12日（月）までとなっていますのでお早目の手続きをお

願いします。

　なお、申告手続きはインターネットからの電子申請

が、納付は口座振替が便利で安全です。

　詳しくは、厚生労働省ＨＰ、青森労働局ＨＰを検索

いただくか、お近くの労働基準監督署又は青森労働局

総務部労働保険徴収室（TEL 017-734-4145）にお問

合せください。

厚生労働省ＨＰ https://www.mhlw.go.jp/index.html

青森労働局ＨＰ https://jsite.mhlw.go.jp/aomoriroudoukyoku/home.html

生命共済・会員増強キャンペーンのお礼
　会員事業所の福利厚生の充実と商工会議所の組織強化を目的に、４月１日から５月10日まで実施

した生命共済・会員増強キャンペーンは、おかげさまで目標値の100％を達成することができました。

ご協力ありがとうございました。尚、６月30日まで福祉制度キャンペーンも実施しておりますので、

引き続きご協力お願いいたします。
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

このほど商工会館東側駐車場を

きれいに整備しました。

車止めも新しくなり、

駐車区画線もくっきり・はっきり。

是非是非ご利用ください。

でも、会館ご利用以外の方の駐車は

お断りですよ。

（tkr）  

〔青空と新緑に似合いの〕

さわやか俳句

１枚写真館

つぶやき

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

　青森に来て１年。青森のねぶたと弘前の桜くらいしか知識がないまま赴任しました。昨
年はほとんど県内を回ることが出来なかったので、今年は県内を回りたいと思い、ソーシャ
ルディスタンシング徹底のもと、行ってみました。
　大間から北海道がすぐ目の前だ！真っ白な灯台もとても綺麗で寒立馬はおとなしいです
が、厳しい冬を自然のまま乗り切っているんだな、なんて思いました。
　太宰先生のご実家はどれほどの豪商だったのか、裕福な家庭と聞いていたけど、あんな
お屋敷とは！
　何ですか立佞武多って。あんなデカいのが街を練り歩くのか！
　八甲田山と岩木山、どちらも勇壮な景色です。知識と実際に行って見て感じるのは大違
いです。
　素晴らしい景色が沢山あり、どんな景色にも勝るとも劣らない、温泉もいっぱいあって
嬉しくなります。
　まだまだ県内探索してみたいと思います。（早くマスク不要にならないかな）　　（赤城）

新緑の呼吸捕えし「風」の像� 　暁　子

　　保健所前の彫刻「風」、さわやかな緑に溶け込んでいます

稲生の水脈々と田植え終ふ� と　み

　　全国疎水一位。新渡戸傳さんの開拓の賜物

火の国が好きカイカイと青蛙� 永見子

　　水のきれいな十和田が一番好き

赤牛の黒目の中の青蛙� 悟　

　　イソップ物語に出て来そう （協力　すばる俳句会）
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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.117Vol.117

明治安田生命保険（相）
十和田営業所

折
お り

舘
だ て

 真
ま な み

奈美 さん
（33歳）

お客様と直接関わる上で
　「確かな安心を、いつまでも」お届
けする使命のもと、お客様のことを常
に優先し、信頼関係を築けるよう失礼
のない対応を心がけています。

まさに運命！
　前職の時、たまたま来店したお客様
が、なんと、当社でレジェンドと呼ば
れている方。このお方、実は私も母も
お世話になった方で、十数年ぶりでし
たが、この運命の再会をきっかけに転
職に至りました。

転職で天職に
　初めは不安でしたが、基本的に明る
く、人見知りしない性格が合っている
ようで、毎日が楽しいです。よく、“ス
トレスはないんですか？”と聞かれま
す（笑）。

日々の活動！？
　ガールズグループのT

ト ゥ ワ イ ス

WICEやN
ニ ジ ュ ー

iziU
に最近ハマっています。息子２人も好
きで、ダンスをマスターするべく毎日
一緒に踊っています！

見た目にもこだわります
　料理が好きで、この頃はロースト
ビーフを失敗することなく作れるよう
になりました。子どもの運動会のお弁
当づくりも楽しみにしていただけに、
コロナの影響で午前中だけの開催に
なってしまったのは、本当に残念です。

目　標
　お客様のニーズにもっと応えられる
ように、ＦＰ２級の取得を目指してい
ます。そして、せっかく巡り合えた天
職ですので、定年まで勤め上げたいで
す。

私たちと一緒に
　当社では、ＭＹライフプランアドバ
イザー（営業職員）を募集しています。
毎月説明イベントも開催していますの
で、興味のある方は是非！

昼間はモーニングやランチを、夜はお酒も飲むことができるカフェ・
koto's cafeが今年４月、AST内にオープン。かわいい多肉植物が
出迎えてくれる、お一人様でも気軽に、ゆったりと静かな時間を過
ごせそうな場所です。

koto's  cafe
十和田市稲生町15-3  AST内
代表　三浦琴枝
TEL　0176-58-7633
営業時間　7：00～20：00
　　　　　（日曜日9：00～14：00）
定 休 日　木曜日

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

☆ワークスペースや少人数会議などの貸切利用にも応じます！

静岡県からの U ターンで
ある店主・三浦さんイチ
オシの玉子サンドと静岡
県産茶葉を使用したアイ
スグリーンティー。


