
十和田商工会議所 ホームページhttps://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　取扱加盟店随時募集中 第２弾とわだ応援プレミアム付商品券 ８月２日発売 
　3　〈この人に聞く〉 ㈱エバーグリーン　代表取締役　中岫 崇さん
　5　ＥＣサイトを活用した「メイドインあおもり」応援事業　販売サイト掲載商品募集中
　6　移住支援金の対象求人登録のご案内
　7　雇用機会の確保・求人票の早期提出について
　8　十和田市夏まつり第64回花火大会開催案内
12　〈今月のショーウインドー〉　㈲遠田酒店
12　〈キラめけっ未来の主役！〉　羽田組　星野佑介さん

イオンの南、ファームレストランなどのある一角である。不思議な空模様に惹かれて画いてみた。

久し振り若葉の上に青葉画く　　晃

令和３年７月５日発行 第323号（毎月１回５日発行）
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JUL AUG 会議所カレンダー７
日 月 火 水 木 金 土

2021年そろばん
グランプリ・青
森

第１回経営指導
員等研修会

新型コロナウイ
ルス感染症対応
のための経営相
談会

定例金融相談
創業相談
東北六県商工会議所

女性会連合会役員会
商店街活性化連

絡会議

県南地区エネル
ギー問題懇談会
定時総会

セーフコミュニ
ティ労働の部会

小規模企業振興
委員連絡協議会
第１回委員会

事業承継・引継
ぎ支援定例個別
相談会

十和田市秋まつ
り関係団体打合
せ会

第１回十和田市
外部評価委員会

新型コロナウイ
ルス感染症対応
のための経営相
談会

創業相談
県南社会保険委

員地区代表委員
会

第１回「知事と
商工三団体との
懇談会」

建設部会から国
・県への要望書
提出

青年部三役会・
理事会

●当所事業　●外部事業　●各種イベント
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心の傷を時間が癒してくれる。心の傷を時間が癒してくれる。
  

自然があなたを癒してくれる。自然があなたを癒してくれる。

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

海の日 スポーツの日
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事業所概要

プロフィール
1970年十和田市生まれ。三本木農業高校卒業後、東京農業大学で造
園学を学び、大手ゼネコンのグループ会社で大規模公園工事やゴルフ
場建設などの設計・施工に携わる。'99年に帰郷し、市内の造園会社
に勤務。2003年に独立してエバーグリーンを設立し、'06年に法人化。
'16年に複合型介護施設「よつ葉」を東十一番町に開設した。高校・
大学時代はラガーマンとして活躍し、長年にわたり地域のラグビー競
技の振興にも携わる。クロスフィットトレーナー。

所在地：七戸町字小田下21-2
ＴＥＬ：0176-68-3358　　ＦＡＸ：0176-68-3294
ＵＲＬ：http://www.ever-g4968.com
介護事業施設「よつ葉」　十和田市東十一番町23-35

造園業という道
　大学に進む際は、特殊な学科だからと選択した分野

でしたが、石や木などの素材から無限にさまざまな庭

園空間を生み出していけることに魅力と可能性を感

じ、生業にしていきたいと考えるようになりました。

また、つくるだけではなく、環境維持や保守・保全と

いう役割も担っており、100年続く仕事をしていきた

いと思ったことも理由の１つです。

企業理念は“ONE FOR ALL ALL FOR ONE”
　最初は違ったんです。起業にあたり、頭を捻って考

えたものだったのですが、従業員には全く浸透してい

なくて…。これでは意味がないと思い、チェンジしま

した。新しい企業理念は、一見、ラグビー用語にも見

えますが、自分が生きる（稼ぐ）ためには誰かのため

になりたい、「ありがとう」と言ってもらえる仕事を

することで自分も生きていくといった仕事に向かう原

動力になる言葉だと考えています。

なぜ、介護事業？！
　造園の仕事の中で、高齢化が進むお客さんの将来に

対する不安を聞いていくうちに具現化したのが、介護

施設「よつ葉」です。学生寮やスポーツジムを併設し

た複合型施設として開設しました。寮で過ごす学生た

ちが身近にある仕事に興味を持った時や、ジム等の施

設利用者がふと将来のことを考えた時に受け入れるこ

とができる場所であったらと考えます。

　造園業においても、土木工事や体育施設工事も請け

負うことで、課題としていた通年での受注と雇用の安

定を図っています。従業員もいずれ歳をとりますので、

その時は、この施設で庭園を眺めながら風呂に入り、

快適な時間を過ごしてほしいと願っています。端から

見れば多角経営かもしれませんが、人と仕事、地域の

繋がりを考えた上で必然的に生まれた形だと私は捉え

ています。

クロスフィットトレーナーとして
　今の自分があるのもラグビーをやっていたおかげだ

と思っているので、スポーツを通じて世界やチャンス

は広がると信じています。それは、子どもから高齢者

まで、誰もが心と体が健康になることで、それぞれの

目標へ挑戦する可能性が広がるということ。そのお手

伝いをしていきたいですし、私も負けじと鍛錬を重ね

ていきたいと思います。目標は、80歳でパワーリフティ

ング３種目をオール100㎏以上持ち上げること！

繋がりから生まれた必然の形
心と体が健康な地域へ

株式会社エバーグリーン
代表取締役

 中
なか

岫
ぐき

　崇
たかし

さん（50歳）
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参加資格　十和田商工会議所または十和田湖商工会の会員事業所
店舗区分　大型店…大規模小売店舗立地法（大店立地法）及び大規模小売店舗法（大店法）に基づく、店舗面積が1,000

㎡を超える大規模小売店舗
　　　　　中小店…店舗面積が1,000㎡未満の小売店舗
申込方法　所定の用紙（ホームページからダウンロード可）に必要事項をご記入の上、下記へ
　　　　　お申込みください。ホームページ https://www.towada.or.jp/premium2021/

【お申込み・お問合せ先】十和田商工会議所業務課　TEL 0176-24-1111

青森タクシー㈱ 十和田営業所

ご注文・お問合せは

TEL0176‐23‐5155

安安くくてて
安安心心

便便利利でで

快快適適

8月2日より販売開始！
第２弾プレミアム付商品券は…
　額面1，000円の商品券13，000円分（取扱加盟店全店で利用できる「共通券」５枚と
中小店のみで利用できる「中小店専用券」８枚の13枚綴で１冊）を10,000円で販売。
十和田市民１人につき１冊まで購入することができます。
販売期間　令和３年８月２日（月）～令和３年12月30日（木）
販売場所　市内14郵便局窓口（簡易郵便局除く）
利用期間　令和３年８月２日（月）～令和４年１月 31日（月）
★マイナンバー新規取得者特典★

令和３年５月１日～11月15日の期間中にマイナンバーカードを申請し、令和４年１月28日までに取得
した方に、上記販売用とは別に3,000円分の商品券（共通券１枚、中小店専用券２枚の３枚綴）を進呈

取扱加盟店も随時募集中！

の給付が始まりました！
　乳児期の子育てに必要な物品の購入のために利用できる「とわだde子育て応援ギフト券」の給付が

７月１日より始まりました（令和３年４月２日から令和４年３月31日生まれの乳児がいる十和田市内

の世帯に50,000円分）。取扱加盟店の申込も随時受け付けておりますので、是非ご参加ください。

利用対象商品　乳児期の子育てに必要な物品（授乳グッズ、おむつ替えグッズ、お風呂グッズ、衛生グッ

ズ、離乳グッズ等の子育てに必要と認められるもの）

参 加 資 格　十和田商工会議所または十和田湖商工会の会員事業所で、乳児期の子育てに必要な商

品を取り扱っている事業者・店舗

【お問合せ・加盟店お申込み先】
十和田商工会議所業務課　TEL 0176-24-1111
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奥入瀬ビール
（（一財）十和田おいらせ活性化公社）

販売サイト掲載商品例

黒にんにく（㈲柏崎青果）

対象となる店舗　食品衛生法の営業許可を受けた青森県内の飲食店（テイクアウト型、デリバリー型等を除く）

認証の流れ　１．申請書および自己チェック表の提出・受付

　　　　　　２．感染防止対策の実施状況を現地調査

　　　　　　３．基準を満たしている店舗を認証

　　　　　　４．飲食店名を県のウェブサイトで公表

【申請・お問合せ先】青森県健康福祉部保健衛生課 認証チーム　TEL 017-734-9158

 

　上述の認証店に、適切な感染防止対策を講じるための設備投資に対する補助金を交付します。

補助対象経費
パーテーション・アクリル板、消毒液自動噴霧器・消毒液ボトル設置台、非接触型体温計、非接触型水栓、換

気機能付きエアコン、換気設備、その他新型コロナウイルス感染防止対策に有効なものとして知事が認めるもの

補助額　※①、②のいずれか

　①補助対象経費の実支出額または 10 万円のいずれか低い額以内の額

　②補助対象経費の実支出額の３/４に相当する額または30万円のいずれか低い額以内の額

受付期間　令和４年３月10日（木）まで

【申請・お問合せ先】青森県健康福祉部保健衛生課 生活衛生グループ　TEL 017-734-9213 

申請に関する書類はホームページからダウンロードできます。詳しくは県ホームページ（https://

www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/insyoku-ninsyou2.html）をご確認ください。

キャンペーン実施期間　７月下旬から令和４年１月末まで

掲載商品　青森県内で生産された農林水産物およびポイント付与対象商品

ポイント付与対象商品の要件
①加工食品、工芸品、繊維製品、電子電気機械製造品等

②青森県内の事業者が企画または製造もしくは販売した商品等

③発注への対応（梱包、一定期間内での発送、問合せ等）が可能

④食品衛生法、食品表示法等、その他関係法令に定める規定に違反

していない

ポイント付与率　販売価格（税込）の30％を次回以降利用できる割引

ポイントとして、ポイント付与対象商品の購入者

に付与　※農林水産物はポイント付与対象となりません。

規 格 等　３辺の合計が160㎝以内かつ25㎏以内（宅急便サイズ）

募集期間　令和４年１月まで　※キャンペーン終了後も継続して掲載可能

【商品掲載に関するお問合せ】株式会社あおもり北彩館　営業部　TEL 017-752-1020

【事業に関するお問合せ】青森県商工労働部 地域産業課 地域資源活用推進グループ　TEL 017-734-9375

詳しくは、ホームページをご確認ください。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/chiikisangyo/r3_made-in-aomori_shohinboshu.html 

青森県
ECサイトを活用した「メイドインあおもり」応援事業

販売サイト掲載商品の募集
　青森県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける県内事業者を支援するため、委託先である㈱あおも

り北彩館のオンラインショップを活用して、対象商品の購入者に同サイト内で次回以降に利用可能な割引ポイ

ントを付与するキャンペーンを実施します。下記のとおり、サイト内に掲載（販売）する商品を募集しますの

で、是非お申込みください。

あおもり飲食店感染防止対策認証制度

あおもり飲食店感染防止対策認証制度の認証を受けた方が利用できる

飲食店感染防止対策認証取得促進事業費補助金

青森県では、飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底を図るため、県の定める基

準に基づいて感染防止対策を適切に実施する飲食店を認証し、認証ステッカーを交付します。

認定
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法人の要件
⑴官公庁等でないこと。（第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受

けている法人を除く。）

⑵資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと。（資本金概ね50億円未満の法人は市町村長の推

薦により認められる場合がありますのでご相談ください。）

⑶みなし大企業でないこと。（大企業等から出資を受けている場合がありますのでご相談ください。）

⑷本社所在地が東京圏以外の地域等であること又は本社所在地が東京圏にある法人で、勤務地限定型社員を

採用する法人であること。

⑸雇用保険の適用事業主であること　など。

求人の要件
⑴週20時間以上の無期雇用契約であること。

⑵勤務地が原則として青森県内であるもの。

申込方法（以下のいずれかの方法でお申込みください）
⑴「Aomori-job」の利用登録ページからご登録ください。

⑵十和田商工会議所、十和田市役所政策財政課に備え付けている登録申請書に必要事項をご記入のうえ、お

申込みください。

【お問合せ先】あおもり人材確保センター（青森県商工労働部　労政・能力開発課）　TEL 017-775-7075

世帯の要件
⑴令和３年１月１日から令和４年３月31日までの期間に、婚姻届を受理され、同一世帯となった夫婦

⑵夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得400万円未満であること　など

補助対象経費
令和３年１月１日から令和４年３月31日までに支払った婚姻に伴う下記費用の合算額（上限30万円）

⑴住宅取得費用（建物の建築・購入費）

⑵住宅賃借費用（賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料）

⑶引越費用（引越業者または運送業者への支払いに係る実費に限る）

【お問合せ先】十和田市役所 政策財政課 人口減少・定住自立圏係　TEL 0176-51-6712

Aomori-jobは、進学や就職などで青森県を離れ、地元に戻って働
きたいと考えている人や青森県への移住を考えている人の就職を支
援するサイトです。

～登録のメリット～
　〇Aomori-jobへの求人掲載は全て無料！
　〇東京圏からのＵＩＪターン就職希望者に対象法人としてアピールするチャンス！
　〇求人情報は大手民間求人サイトにも掲載されるため、高い広告効果が見込まれます！

人材を確保したい企業の皆さんへ
移住支援金の対象求人登録のご案内

令和３年度十和田市結婚新生活支援事業補助金のご案内

　十和田市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、あおもりＵＩＪターン就

職支援サイト「Aomori-job（アオモリジョブ）」へ登録し、東京圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）か

らの人材の採用につなげませんか？

　十和田市では、新婚世帯の経済的負担を軽減するため、婚姻に伴う住宅取得費用または住宅

賃貸借費用、引越費用を補助する制度を令和３年度より開始しました。下記以外にも要件があ

りますので、詳細は、十和田市ホームページをご覧いただくか、お問合せください。
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雇用機会の確保・求人票の早期提出について

会員募集中（現会員83名）  ●年齢50歳まで  ●年会費 18,000円
詳しくは、十和田商工会議所青年部事務局 0176-24-1111青年部INFORMATION

　令和２年９月～令和３年２月に行われた青森県立高
等学校教育改革推進計画に関する意見交換会（上北地
区）に出席してきましたので、その報告と感想を述べ
させていただきます。
　新聞等でご存じの方もいらっしゃると思いますが、
この意見交換会は少子化による生徒数減少や社会情勢
の変化に対応するため、青森県立高等学校教育改革推
進計画第２期実施計画における県立高校の在り方、学
校規模・配置を検討するためのものです。私は産業界
代表として出席し、ほかには各市町村教育委員会、Ｐ
ＴＡ、小中学校長会、オブザーバーとして各県立高校
等が出席していました。
　第１期実施計画において上北地区では高校の大規模
な統合（令和３年４月、三本木農業恵拓高校新設）等
で９学級減となり、今回の第２期実施計画以降では今
後10年程度で５学級減の必要があるそうです。県内各
地区でも同様に学級減等が行われています。意見交換
会では、１学級当たりの生徒数を40人から35人に減ら
して学級数を維持していく方法や複数の高校を統合し
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高等学校教育改革推進計画
に関する意見交換会について

て大規模校を新設するなどの前向きな意見もありまし
たが、自治体と地元高校で連携を深めているといった
意見が出るなど、高校存続に必死な様子も見られまし
た。第１期実施計画において統合のあった十和田市内
の高校も再び学級減等の可能性があることもわかりま
した。
　最終的には県教育委員会が計画を策定しますが、と
もすれば市内の高校規模縮小が再び起こり、地域産業
の担い手が減っていくかもしれないという危機意識を
抱かせる意見交換会でした。

　６月１日、小山田市長が当所を訪れ、市内企業や
地域経済の維持発展に向けた新規高等学校卒業予定
者に対する採用枠の確保・拡大及び求人票の早期提
出について要請した。
　十和田市の令和３年３月新規高卒者の就職内定率
は、３月末時点で100％と好調で、うち約 62％が県
内に就職。県全体としても99.1％の高水準を記録し、
雇用情勢は着実に改善してきている。
　一方で、十和田市の人口は６万人を切り、少子高
齢化、若者の流出が著しく進行しているのが現状。
若い人材の市内企業への就職促進は、依然として喫
緊の課題となっている。
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令和４年３月新規高卒予定者に対する求人申込時期等
　新規高卒者は、社会的経験も少なく職業経験のない年少者です。そのため、事業所が独自に行う求人活動

においても一定のルールに基づいた活動をお願いします。

求人申込時期・選考日等の規制

　求人提出の際は、募集中止や人員削減がないよう、必ず高卒者の枠で何人採用するか明確にした上での求

人提出をお願いします。ハローワークの窓口では、求人申込書等のわかりやすい記載方法のアドバイスを行っ

ていますので、お気軽にご相談ください。　　ハローワーク十和田　TEL 0176-23-5361

求人申込期間 選考開始日 就業開始日 備　考

６月１日以降 ９月16日以降 卒業後（研修、アルバイト等含む）
推 薦 開 始　９月５日以降（文書の到達）
内定開始日　９月16日以降

上北 青森県

中
学
校
卒
業
者
数

令和４年 1，583人 10，168人

令和９年
（対令和４年）

1，486人
（△97人）

9，187人
（△981人）

令和14年
（対令和４年）

1，413人
（△170人）

8，259人
（△1，909人）

募
集
学
級
数

令和４年 33～34クラス 189～191クラス

令和９年
（対令和４年）

30～31クラス
（△３クラス）

170～172クラス
（△19クラス）

令和14年
（対令和４年）

28～29クラス
（△５クラス）

153～155クラス
（△36クラス）

参考：中学校卒業者数の推移と全日制課程の学級数の見込み
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　県南地方の夏の風物詩として親しまれている十和田市夏ま

つり花火大会を２年ぶりに開催します。新型コロナウイルス

感染症感染拡大の影響による中止から１年、医療従事者へ感

謝の気持ちを伝えるとともに事態の終息を祈願し、市民の皆

様、そして将来を担う子ども達に夢と希望を与えられるよう

夜空に花火を打ち上げます。

開催日時　８月14日（土） 19:15～19:45
※悪天候の場合は８月15日（日）に順延、
　15日（日）も悪天候の場合は17日（火）に延期

打 上 数　約1，000発

観覧について
　花火は、中央公園緑地から打ち上げますが、市民や
来場者の皆さまの安全を最優先に考え、無観客で開
催します（観覧席はありません）。花火の映像はライ
ブでも配信（詳細は決まり次第公開します）しますの
で、密にならないようご自宅等でご観覧くださいます
ようご理解とご協力をお願いします。危険エリアの立
入禁止に加え、官庁街通り周辺の一部を閉鎖します。

協賛金募集のご案内
花火大会のより一層の充実を図るため、ご協賛いただける

事業所を下記の通り募集します。

名　　称　十和田市夏まつり第64回花火大会協賛金

協賛特典　・花火大会チラシへの社名掲載

　　　　　・花火大会ライブ配信での社名掲載

　　　　　・花火大会特設公式webサイトへの社名掲載

申込締切　７月30日（金）

【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所業務課　TEL 0176-24-1111

「青森県祭り・観光イベント新型コロナウイルス感染症対策ガイド
ライン」等を参考に感染防止マニュアルを作成し、安心・安全なま
つりを提供するとともに、関係者の安全確保を図り実施します。

第64回花火大会第64回花火大会をを無観客無観客で開催しますで開催します十和田市
　夏まつり

稲生川灯ろう流し２年ぶりに開催
　十和田市に恵をもたらしてくれた稲生川へ感謝の気持ちを込めながら、先祖供養をはじめ、

家内安全、商売繁盛、合格祈願など、思い思いの願いを灯ろうに託して流します。

開催日時　８月16日（月） 19:00～19:45　　会場　稲生川 第一西裏橋

７月26日（月）より灯ろうの販売を開始します

①紙灯ろう（Ｗ150×Ｄ150×Ｈ200mm）・・・・・・・・・700円（税込）
　※当日販売もあります。

②船型灯ろう・小（Ｗ500×Ｄ160×Ｈ300mm）・・1,500円（税込）
　※在庫がなくなり次第終了します。

③船型灯ろう・大（Ｗ700×Ｄ175×Ｈ300mm）・・2,000円（税込）
　※在庫がなくなり次第終了します。

【お問合せ先】 太素顕彰会（十和田商工会議所内）　TEL 0176-24-1111

①
② ③
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事業報告 ６月事業を開催
　６月20日、十和田市法量にある十和田自然農楽郷にて“青少年育
成”を目的とし、６月事業「JC Day Camp 2021」を開催しました。
　天気に恵まれ、感染症対策を行いながら、５組のご家族が参加され
ました。自然農楽郷、十和田こども食堂実行委員会の皆様にも協力し
ていただき、魚つかみどり、ピザ作製、BBQ、薪割り、キャンプファ
イヤー、木登り等を体験していただきました。自然の中で遊ぶこと、
学ぶことの楽しさを子供たちに伝えられたと思います。子供たちの素
晴らしい笑顔を見ることができ、会員も楽しい時間を過ごせた充実し
た事業になりました。

十和田奥入瀬観光機構インフォメーション

第56回十和田湖湖水まつり 第56回十和田湖湖水まつり スカイランタンに「願いをこめて」スカイランタンに「願いをこめて」

①スカイランタンリリース
願いを書いた2,000個のスカイランタンが大空へ。医療
従事者への感謝を込めたブルーのスカイランタンもリリー
スします。
参加費　3,000円/個  １個につき２名まで入場可能。
小学生未満は入場無料。スカイランタン引換は19：30まで。

②十和田湖遊覧船ナイトクルーズ
幻想的なスカイランタンと花火を湖上から望むことがで
きる50分のナイトクルーズ。キラキラ光る氷のドリンク
付き。※スカイランタンの打ち上げはできません。
大人2,000円/人　 小学生1,000円/人
小学生未満は入場無料。

　十和田湖に夏を告げる「十和田湖湖水まつり」を開催　十和田湖に夏を告げる「十和田湖湖水まつり」を開催
します。昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症のします。昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の
終息の願いを込めて、スカイランタンを十和田湖の夜空終息の願いを込めて、スカイランタンを十和田湖の夜空
に打ち上げます。フィナーレには音楽に合わせて花火がに打ち上げます。フィナーレには音楽に合わせて花火が
打ちあがります打ちあがります。。

日時　８月７日（土）・８日（日）　17：00～21：00日時　８月７日（土）・８日（日）　17：00～21：00
会場　十和田湖畔休屋会場　十和田湖畔休屋

★前売りチケットは、十和田湖湖水まつり公式ホームページほかで予約受付中★
新型コロナウイルス感染防止対策による人数制限のため、有料チケットご購入の方のみ会場へ入場できます。

【お問合せ先】十和田湖湖水まつり実行委員会（十和田湖観光交流センターぷらっと内） TEL 0176-75-1531　　【お問合せ先】十和田湖湖水まつり実行委員会（十和田湖観光交流センターぷらっと内） TEL 0176-75-1531　　
©一般社団法人 十和田奥入瀬機構

飲食店ブー
ス

が登場！
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簿　記（第159回１～３級）
　検 定 日：11月21日（日）
　申込期間：10月５日（火）～10月25日（月）

そろばん（第133・223回段位・１～３級）
　検 定 日：10月24日（日）　
　申込期間：９月６日（月）～９月24日（金）

【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７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：７月８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

事業承継・引継ぎ支援 定例個別相談会

64歳以下の新型コロナウイルスワクチン接種はウェブ予約を！

日　時　７月14日（水）、８月11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　青森県事業引継ぎ支援センター相談員、

　　　　十和田商工会議所職員

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

　十和田市では、７月上旬に16～64歳の市民に対しワクチン接種券や予診票を郵送します。予約開始日
が年齢ごとに異なりますので、案内をご確認の上、集団接種（市内の一部医療機関での接種を含む）は、
ウェブ予約をお願いします。詳しい日程は、市ホームページやウェブ予約サイトをご確認ください。

◆新型コロナワクチン接種の予約
 

　　　　▲市ホームページ内のバナー　　　 　▲ＱＲコード
 

※十和田市から届いた接種券の番号が必要です。
※ワクチンは２回接種により発症を防ぐ効果が認められています。予約は２回セットで行います。ワクチン

接種は任意となりますが、副反応のリスクについても良く理解し、接種するかどうかご自身で判断してく

ださい。

【お問合せ先】十和田市新型コロナワクチンコールセンター　TEL 0176-51-3936

集団接種は10月中で

終了予定です。

接種希望の方は忘れず

にご予約ください。



FRONTIER　2021.7　11

協力：のびのびマンガ教室（十和田）

ソーシャル・ディスタンシング撮影で

バッチリ

聖火ランナーを捉えました！

でもやっぱり、近くで、生で見たくなる

のが人の心理ってやつですね。

さすがに小っちゃい…笑

（tkr）  

〔見えるかな？〕

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

　先日、北海道・北東北の縄文遺跡群が世界文化遺産に登録される見通しとの

ニュースが流れ、コロナ禍の中で久しぶりに明るい話題となった。

　県内では三内丸山遺跡など８エリアの縄文遺跡が対象となっているが、私はほ

とんどの遺跡に行ったことがなく、はじめて目にする遺跡名まである。長いこと

青森県に住んでいるのにと恥ずかしくなった。今後、正式に文化遺産に登録され

れば、県外の方から聞かれることもあろう。

　「縄文おでかけスタンプラリー」が10月末まで実施中で、訪れたエリア数に応

じて豪華賞品も当たるそうである。百聞は一見に如かず。これを機会に遺跡群を

まわり、私たちの祖先が生きた縄文時代について思いを馳せてみたい。

（Ｔ .Ｏ）

草も樹も犬も静かに梅雨の入� 　寿　子

　　また巣ごもり生活の始まり

さみだるる太素の森の大鳥居� しおん

　　貫禄があります

さみだれや峡にぽつんと一軒家� 緋佐子

　　一度はあこがれる。いまテレビの人気番組

梅雨入りの烏の親の騒ぎ出す� よしこ

　　今の季節は子育て真っ最中 （協力　すばる俳句会）
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今月のショーウインドー

お酒の魅力を発信し続けてきた遠田酒店がこのほど、店内に
立ち飲みコーナー（角打ち）を新設。試飲やちょい飲み感覚で、
より一層気軽にお酒と親しむことができるようになりました。

時にお酒のもつストーリーや造り手の想い
も伝えながら、お客様、酒蔵、飲食店等々、
様々なつながりを紡ぎ出します。店内に設置されたsakeサーバーには、定番や

シーズン、新入荷などのラインナップが。１杯
300円（２杯目200円）で楽しむことができる。

㈲遠田酒店　十和田市東二番町２－３８
代表取締役　遠田正則
ＴＥＬ　０１７６－２３－４９８８
営業時間　８：30～21：30（日曜日10：00～20：00）
定休日　第１・第３日曜日
ＨＰ　https://enta-sake.com

地酒とワインの店 遠田遠田

Vol.118Vol.118
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夢を実現
　漠然とですが、大工になりたいとい
う夢は小学生の頃から持っていました。
一度は関東の建築会社に就職しました
が、10年ほど前、縁あって遂に夢を
実現。こちらで見習いからスタートし、
現在は親方として新築やリフォームの
現場を任せられています。

教えと経験
　先輩方からの教えは、やって覚える、
失敗して学ぶということ。実際、経験
が物を言うと思います。経験で言えば、
前職で現場監督を務めていたことが、
設備屋さんや電気工事屋さんとの段取
り・やり取りの際に活かされています。

やりがい
　妥協しないことを心がけています。
ご要望に沿えるように、お客様のこと
を考えながら取り組んでいます。手が
けた建物は当然お客様のものですが、
つくったものが形として残ることは、
やはり大工冥利に尽きますね。

落ち着いたらいっぱい
　妻とドライブがてらおいしいもの、
特に甘いものを食べに行くことが好き
です。昨年から自粛期間が続いている
ので、思いっきりスイーツ活動できる
日が待ち遠しいです。

いよいよ
　目標の１つだった“自分の家を自分
で建てる”ことに、今とりかかるとこ
ろです。ネコを飼いたいという計画も
あるので、ペットと過ごす庭もつくり
ながら、完成を目指して一層気合が入
ります。

ぜひ！
　大工も担い手不足が現状です。私も
しばらく後輩がいません（笑）！興味の
ある若い方、待ってます！

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

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！


