
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　商工会議所の要望活動 国や県に要望書を提出 
　3　〈この人に聞く〉 きく保育園　園長　山内豪士さん
　5　いま一度、感染防止対策の徹底を
　6　GoogleWorkspace を活用してみませんか？
　7　経営に役立つ小冊子のご案内
　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〉　中華そば　板橋
12　〈キラめけっ未来の主役！〉　㈱佐々木会計事務所　山下穂乃華さん、須田山静乃さん

晴山の人たちが新渡戸傳翁から稲生川の水を分けてもらったという言い伝えがある。

水門の水生々と稲みのる　　晃

令和３年９月５日発行 第325号（毎月１回５日発行）
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SEP OCT 会議所カレンダー９
日 月 火 水 木 金 土

新型コロナウイル
ス感染症対応のた
めの経営相談会

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２回常議員会
女性会９月例会

第１回健康づく
り推進協議会

県連幹事会（オ
ンライン）

創業相談 新型コロナウイ
ルス感染症対応
のための経営相
談会

第１回臨時議員
総会

インボイス制度事
前準備・対策講座

ＢＷＣ商工会議所
福祉制度キャンペ
ーン（～11/30）

青年部三役会・
理事会

（一財）青森県社
会保険協会「初
任者社会保険事
務講習会」

十和田市秋まつ
り（～10日）

●当所事業　●外部事業　●各種イベント
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伝えると伝わるの違い。伝えると伝わるの違い。
与えると貢献の違い。与えると貢献の違い。

たくさん貢献する人生を歩みたい。たくさん貢献する人生を歩みたい。

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

敬老の日 秋分の日
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事業所概要

プロフィール
1977年十和田市生まれ。八戸工業大学第二高校から昭和音楽大学へ
進み、中・高１種音楽教員免許・学芸員を取得。卒業後は、オペラ歌
手を目指しながら浜松市の楽器博物館に勤務。2002年に帰郷を決意
し、実家のきく保育園で園児のマーチング指導に携わる。32歳の時
に青森中央短期大学に進学し、保育士と幼稚園教諭の資格を取得。同
園が０～３歳の年度末までの子どもを保育する小規模保育事業の認可
を取得した翌年の'16年、同園園長に就任、現在に至る。十和田商工
会議所青年部所属。

所在地：十和田市西十四番町６-３
ＴＥＬ／ＦＡＸ：0176-２３-9066
ＵＲＬ：http://kiku-hoikuen.jp

経験を活かして
　小さい時から音楽が大好きで、大学卒業後もオペラ

歌手を目指して、働きながら活動を続けていました。

気持ちに変化が現れたのは、一時帰省した際に園の子

ども達と関わったことがきっかけです。夢はあきらめ

た形となりましたが、音楽を通じて得た学びや経験は、

保育の現場において、歌やリトミック、ベビーマッサー

ジなど乳幼児の成長促進に活かされています。

32歳の一念発起
　帰郷した当初は、当園で長年取り組んでいるマーチ

ングの指導者としてスタートしました。園児との触れ

合いの中で、子ども達の保育や保護者のサポートなど、

もっと深く関わっていきたいとの想いが強くなり、32

歳で一念発起し、保育士の資格取得のため進学しまし

た。短大では、現場での経験を活かせる場面もあり、

濃厚で充実した学生生活を送ることができました。

　５年前に園長に就任しましたが、１番の戸惑いは事

務室にいる時間が増えたこと。隙を見つけては子ども

達と戯れに行くのですが、担当職員にあっけなく戻る

よう促されてしまいます（笑）。

青年部や青年会議所の活動を通じて
　それまで芸術と保育の世界ばかりを見てきたので、

異業種の方たちと関わることが目的で入会。思いやり

を持って接することと仲間とともに解決していくこと

の大切さを学ぶことができました。会議の進め方や物

事の組み立て方・まとめ方などは、園の運営にも取り

入れています！

コロナ禍が収束したら
　博物館や美術館、コンサートなどを観に行くことが

好きなのですが、今はコロナ禍でそれが全くできませ

ん。収束したら趣味活動とともに、地域の音楽振興に

も鋭意取り組んでいきたいと思います。

安心して出産・子育てできる環境を
　当園は生後２か月から３歳の年度末までのお子様を

お預かりし、親と子の笑顔あふれる保育園を保育理念

に掲げて楽しく活動できる環境、安心した育児をどう

サポートできるかを重要視しています。育児疲れや不

安を少しでも取り除き、安心して出産・育児できる環

境が整えば、人口減少にブレーキが掛かり、ひいては

地域の活性化にも繋がるのではないかと期待していま

す。まだまだ声を発せず、さまざまな事情や悩みを抱

えている保護者の方々がいらっしゃると思います。お

困りの方を見かけましたらお知らせください。

安心して育児できる環境をサポート
親と子の笑顔が地域の活性化に

小規模認可　きく保育園
園　長

 山
やま

内
うち

　豪
たけ

士
ひと

さん（43歳）
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　当所建設部会（田島一史部会長）では、今年度の事業計画に基づく国・県に対する建議活動の一環として、
８月５日、国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所（十和田国道維持出張所を経由、以下：国交省）と
青森県上北地域県民局（以下：県民局）へ要望書を提出した。要望内容は次の通り。

①一般国道102号沿い（ポニー温泉から十和田西高等学校入口）の歩道整備促進および冬期間の除排雪体制の
拡充

②後沢商店付近（県道45号線十和田三戸線と市道吾郷４号線）の道路拡幅と交差点改良等の整備促進
③主要地方道三沢十和田線の渋滞緩和と安全確保のため、十和田観光電鉄の鉄道跡地を活用した同路線拡幅と

十和田市内から古里駅跡地付近までの自転車歩行者道の
早期整備促進

④一般国道４号野崎交差点の改良整備促進
⑤みちのく有料道路・下北半島縦貫道路・上北自動車道の

一体的な整備促進と十和田市中心部から上北自動車道へ
のアクセス道路の整備促進

⑥国道103号「惣辺バイパス」の第三期工区「焼山～惣辺」
区間の早期整備促進

⑦道路照明灯および既存施設照明に係るＬＥＤ化の早期整
備促進

※県民局へは①～⑦（うち、④・⑥は整備促進の支援方）を、
国交省へは④～⑦を要望

　７月30日、ホテル青森で開催され、県商工会議所連合

会、県中小企業団体中央会、県商工会連合会の商工三団体

から三村県知事へ要望書を提出。当所からは今泉会頭と櫻

田専務理事が出席した。

　県に対しては、本県経済の再構築・地方創生の実現に向

けた取組の強化と、県内中小企業・小規模事業者に向けた

支援策の確立・予算の安定的な確保について要望。意見交

換会では、地域の現状や取組について今泉会頭も発言を

行った。発言の要旨は次の通り。

本県経済再構築に向け要望書を提出
第１回「知事と商工三団体との懇談会」

コロナ禍での地域の現状や取組について発言する今泉会頭

県民局において、今泉会頭から石橋局長へ要望書提出

地域の発展と安心・安全なまちづくりに向け 建設部会が国と県に要望書提出

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、市からの４次にわたる経済支援策を講じていただ
きながら、店舗応援ラリーやプレミアム付商品券などの支援事業を実施した。また、各種イベントの中止
が余儀なくされた中、昨年秋、徹底した感染対策のもと、２日間の日程で「春・夏・秋まるっとフェス」
を開催して賑わいを創出。今年度においても、コロナ禍での開催方法を模索しながら恒例イベント等を実
施している。コロナの影響は長期化が予想されることから、私ども経済商工団体に課せられた責務は大変
大きいものと捉え、関係機関と連携を図りながらさまざまな施策に取り組み、まちの発展に向け事業を展
開していきたいと考えている。

今泉会頭発言要旨

今泉会頭から大島衆院議長へ要望書提出

　当所では８月21日、国政報告のため当市を訪れていた大島理

森衆議院議長と対面し、経済支援策について要望書を提出した。

要望趣旨
　新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を大きく受ける中

で、持続化給付金や雇用調整助成金等の緊急避難的政策によ

り、企業・雇用は何とか持ちこたえている状況。ワクチン接種

は進んではいるものの、市民生活や地域経済への影響は長期化

すると予想されることから、中小・小規模企業者の事業継続に

向けたより一層の経済支援の継続と強化策をお願いします。

大島理森衆議院議長へ要望書提出
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フロンティア広告
R3.9月号(80×55)

E-mail：ok-insatsu@nifty.com十和田市三本木字西小稲210-2

大久保印刷有限会社
TEL 0176-22-8110　　FAX 0176-22-8165

印刷で
お悩みでしたら

十和田市秋まつり延期のお知らせ

いま一度、感染防止対策の徹底を

　９月11日（土）・12日（日）に開催を予定しておりました十和田市秋まつりは、県の感染症対策ガイドライ
ンのイベント等開催判断基準に基づき主催者側で協議した結果、県内における新型コロナウイルス感染症
の感染拡大の状況を踏まえ、下記の日程に延期することに決定いたしました。参加団体をはじめとする関
係各位にご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が抑えられることを切に願うとともに、まつりを通して生まれる
連帯感やエネルギーを地域の活力に繋げていけるよう、準備を進めて参ります。

　青森県内においても、各地でクラスターが発生するなど感染が拡大しています。これまでも各種の感染
防止対策に取り組んできていると思いますが、現下の厳しい感染状況に鑑み、今一度、慎重な行動と感染
防止対策を徹底しましょう。

開催場所　十和田市官庁街通り及び中央駐車場周辺

開催内容　山車等の展示（官庁街通り、12：00～16：00）

　（予定）　　ステージイベント（中央駐車場内特設会場、10：00～16：00）

　　　　　露店・屋台（第２中央駐車場・中央駐車場東側、10：00～16：00）

【お問合せ先】十和田商工会議所業務課　TEL 0176-24-1111

　　　　　　 秋まつり公式サイト　https://towada-akimatsuri.info

〇基本的な感染防止対策の徹底
　・マスクの着用　・手指消毒　・換気　・あらゆる機会における他者との距離の確保　など

〇職場環境づくり
　・風邪症状などが見られる従業員が出勤しないよう、「休みを取る、取らせる」職場環境づくりを行うこと

〇従業員の方々への注意喚起
　・毎日検温し、風邪症状などが見られる時は出勤・外出をせず、他人との接触を極力避けること
　・本県での感染拡大の事例を踏まえ、今一度、感染防止対策を徹底すること
　・コロナウイルス感染症についての理解を深めること
　【参考動画】青森県庁：感染拡大の抑え込みに向けて、感染拡大事例等

〇県外との不要不急の往来を控える
　・県境をまたぐ往来等は慎重に判断すること
　・特に、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置の実施区域との不要不急の往来を控えること

〇業種別ガイドライン等の実践
　・不特定多数の方が利用する事業所等においては、業種ごとに策定されている感染
　　拡大予防ガイドライン等の実践をはじめ、感染拡大防止の取組を徹底すること

（参考：青森県 事業所等向け感染防止対策のお願い）

開催日程　10月９日（土）・10日（日） 10：00～16：00 雨天決行
※新型コロナウイルス感染症の感染状況が改善されない場合は中止。

参考動画は
こちらから⇒

業種別ガイド
ラインは
こちらから⇒
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　日本商工会議所では、スマートCCI（デジタルを活用した商工会議所の生産性向上）の一環として、会員事

業所にもコロナ禍における非接触を保ちながら事業を実施するプラットフォームとしてお役立ちいただくた

め、Google社のクラウド型グループウェア「Google Workspace（旧G Suite）」の利活用を提案しています。

　Googleのビジネス向けツールGoogle Workspaceは、世界で600万を超えるビジネスの現場で利用されてお

り、様々な業界のデジタル化を支援しています。おなじみのGmailやGoogleカレンダー、ビデオ会議、ファ

イルの同時編集など、チームの連携と生産性向上に必要なあらゆるツールを利用することができます。

　Googleが提供するグループウェアとして利用可能な組織向けオンライン アプリケーション（アプリ）セットです。

高度なセキュリティと99.9％の稼働率が保証されたクラウド コンピューティング サービスです。

を活用してみませんか？

世界で600万社以上の企業が利用する、
ビジネス向けオールインワン ツール

Google Workspaceとは

文書・表計算・スライドなどが利用でき、ドキュ

メントは共同編集が可能。変更は自動保存。業

務連携を高め、生産性向上に繋がります。

データはクラウドに保存。コンピュータやハー

ドディスクの故障や盗難が起こったとしても、

データを失うことはありません。

スケジュールの共有、ビデオ会議を利用するこ

とで迅速な意思決定ができ、業務の効率化を図

ることができます。

ＰＣだけではなく、スマホやタブレットからも

いつでもアクセスできるので、移動や待ち時間

を無駄にすることがなくなります。

厳しい世界基準を満たすセキュリティ。管理コ

ストも最小限に抑えることができ、導入のため

の時間と費用を節約できます。

スムーズな連携で生産性向上

重要なデータを安全に保持

組織業務の効率化を実現

どこにいても安全に仕事

最高レベルのセキュリティ

　Google Workspaceは、PCではウェブブラウザから、モバイルでは専用のアプリから利用し
ます。異なるOSや端末間でも同じデータにアクセスすることができます。

カ レ ン ダ ー　社内全体やグループのスケジュールを共有・確認することができます。

ド ラ イ ブ　クラウド上にファイルを保管することができ、PC、スマホなどどこからでも利用できます。

ドキュメント　Googleのワープロアプリケーション。複数のユーザーとリアルタイムに共同編集が可能。同様に、
表計算ができるスプレッドシートやプレゼンができるスライドのアプリも。

M e e t　 ビデオ会議を行えます。資料を確認しながら会話を行う、カレンダーのスケジュールとリンクす
るなど、各システムと連動して動作することで作業の効率化やチームの連携に繋がります。

C h a t　 社内・社外（Googleアカウント）と気軽にチャットで会話ができます。

主なGoogle Workspaceのアプリケーション

Google Workspaceの商工会議所会員向け販売プログラム
　商工会議所会員に限り、特別料金（初年度利用料10％引き）でGoogle Workspaceが導入できる販売プロ

グラムです。下記URLからお申込みください。

　すべてのプランが、サービスご利用開始後の電話とメールによるサポートに対応（管理者向けサポート）。大容量

のストレージ（データ保存場所）や、詳細な管理とバックアップなど、用途に応じたプランをお選びいただけます。

goo.gle/GWS-JCCI

Business Starter
１ユーザー/月  ￥680

商工会議所会員  ￥612

Business Standard
１ユーザー/月  ￥1,360

商工会議所会員  ￥1,224

Business Plus
１ユーザー/月  ￥2,040

商工会議所会員  ￥1,836
●上記割引適用お申込み期限：2021年12月末まで。　●料金は税抜表記になります。



FRONTIER　2021.9　7

ことしの税制改正のポイント 会社の常識・非常識 消費税　インボイス制度

経営資源の集約化に資する税制の創

設や産業競争力の強化に係る措置な

ど、令和３年度税制改正の内容を、

図表やイラストを用いてわかりやす

く解説しました。

今さら誰にも聞けない“会社の常識”

に関する疑問をリストアップし、専

門家に専門用語を極力使わずに解説

してもらう、これまでにありそうで

なかった１冊です。

仕入税額控除が令和５年10月１日よ

り、適格請求書等保存方式という名称

のインボイス制度となります。実務へ

の影響も大きい同方式のしくみについ

て簡潔に整理・解説します。

定年前後のしくみと手続き くらしの税金ガイド

今回紹介した以外にも、各種経営

に役立つ小冊子を無料で配布して

いますので、気軽にお立ち寄りく

ださい。尚、数に限りがあるため、

お求めの小冊子が在庫切れとなる

場合がありますことを予めご了承

ください。

　　　　 【お問合せ先】
　　　   十和田商工会議所相談課

　　　　 TEL 0176-24-1111

人生の大きな節目のひとつ「定年」。

その定年前後に発生する年金、健康

保険、雇用保険、税金の制度や手続

きについて、わかりやすく解説しま

す。

どのような場面でどのような税金が

課されるのか、どのような要件を満た

せば優遇制度を受けられるのか、個

人のくらしにまつわる税金について、

税目ごとにポイントをまとめました。

支 給 額　１事業者あたり法人60万円、個人事業主30万円（定額：１回限り）
対 象 者　令和３年３月31日以前から事業を営んでいる県内に事業所を有する中小企業者・個人事業主で、

支給要件（減収要件、事業継続意思要件、基準年の事業収入要件のすべて）を満たす者
受付期間　令和３年10月31日（日）まで（当日消印有効）

【お問合せ先】青森県中小企業者等事業継続支援金 電話相談窓口
　　　　　　 TEL 0120-740-361（通話無料）　平日９:00～17:00

青森県中小企業者等事業継続支援金  申請受付中
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による厳しい経営環境が続く中、青森県では、事業継続に

意欲的に取り組む県内中小企業者に支援金を給付します。

経営に役立つ小冊子を配布しています！
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新入会員インフォメーション　　　　 会員数 1,205件（９月１日現在）

部
会

事業所名 代 表 者
所 在 地 営業内容

観
光

和食処くり 栗山　博明

十和田市東二番町2-45-11 日本料理店

観
光

湖白家 橘　和博

イベント出店 飲食業

生
活

バースデイ十和田店 熊野　真奈美

十和田市元町西二丁目1-10 衣料品小売業

観
光

㈱ESARIO 古里　宣光

十和田市西二十三番町11-1-103 観光サービス業

観
光

海鮮ワイン酒場IBIZA 吉原　星妃

十和田市稲生町16-11 飲食業

観
光

旬夏秋冬 渡部　俊彦

十和田市西六番町7-1 飲食業

観
光

居酒屋りつこ 阿部　りつ

十和田市東三番町9-3 飲食業

観
光

スナック　つかさ 安藤　スミ

十和田市稲生町24-3 飲食業

観
光

スナック　洋子 佐々木　洋子

十和田市東三番町9-3 飲食業

理
財

COCOKARA 木村　亜裕美

十和田市西二十二番町6-42 リラクゼーションサロン

観
光

スナック　LaLa 岩城　美由紀

十和田市東三番町1-18 飲食業

観
光

ないといん　亜紀 川村　せつ

十和田市東三番町2-43 飲食業

観
光

スナック　ハッピネス 小田　みどり

十和田市稲生町19-33 飲食業

観
光

Ｌ＆Ｌ 椎葉　真

十和田市東三番町1-27 飲食業

工
業

LOCO CRUISIN 福田　重記

十和田市大字三本木字里ノ沢1-377 自動車鈑金塗装ほか

厚
生

杉本均整施術所 杉本　恵吾

十和田市西三番町18-17 整体

理
財

㈱Queen & Co. クイーン アレックス・ピーター

十和田市稲生町14-54 翻訳・システム開発ほか

部
会

事業所名 代 表 者
所 在 地 営業内容

観
光

スナック　パラダイス 豊野　恵美子

十和田市東三番町1-27 飲食業

厚
生

ハッピー美装 川島　直人

十和田市西十五番町40-20 清掃業・美装工事

生
活

Book＆Space 旅空間 中村　あずみ

十和田市東五番町1-10 小売業

観
光

スパット 米倉　学

十和田市東三番町1-18　２F 飲食業

観
光

スナック　あっちゃん 池田　弘藏

十和田市稲生町19-33 飲食業

観
光

ちゃこショップ 花生　久子

イベント出店 飲食業

観
光

愛莉の部屋 佐々木　愛莉

十和田市東二番町2-48 飲食業

観
光

stall.M 森田　はるみ

イベント出店 小売業

生
活

沢口スタジオ 澤口　俊一

十和田市穂並町5-32 写真全般

食
品

セブンイレブン十和田元町東店 佐々木　裕誠

十和田市元町東三丁目6-29 コンビニエンスストア

観
光

鳥十 井本　春守

十和田市稲生町16-13 飲食業

観
光

中華そば　板橋 板橋　安紀

十和田市大字洞内字後野331-22 飲食業

観
光

Pure 浪岡　園美

十和田市稲生町16-31　２Ｆ 飲食業

食
品

㈲サークルマート　クズマキ 葛巻　由香

十和田市大字法量字焼山64-182 酒・食料品小売

観
光

明洞ホットドッグ 野月　淑子

十和田市穂並町3-4 飲食業

観
光

キューダス．Ｓ 工藤　信雄

十和田市稲生町15-16　２Ｆ 飲食業

※観光…観光交通部会、厚生…厚生部会、生活…生活文化商業部会、

　理財…理財情報部会、食品…食品商業部会、　工業…工業部会

　十和田商工会議所では随時、会員を募集しております。商工会議所の運営を支え、

事業活動の推進力となるのは会員の皆様です。業種、規模、個人、法人、本店、支店

を問わず入会することができますので、お知り合いの事業所がありましたら、是非ご

紹介ください。また、経営に関するお悩みなどもお気軽にご相談ください。

【お問合せ先】十和田商工会議所　TEL 0176-24-1111

十和田商工会議所会員募集中 ! !
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今年度の新規入会について
　新型コロナウイルス感染拡大に係る影響を考慮し、本
年の会員間交流・事業開催については、大幅な見直しを
行っております。
　本年、入会を希望される方につきましては、ご入会い
ただいても十分な活動が出来ない可能性があることを踏
まえて、入会時期等についてご相談の上、対応させてい
ただきます。

　十和田青年会議所は、「修練」「奉仕」「友情」と
いう三心情のもと、明るい豊かな社会の実現に
向け、地域に根ざしたまちづくり活動を行って
おります。多くの仲間と出会い、共にまちの未
来を語りながら一緒に活動してみませんか？
入会資格
十和田市周辺に居住または勤務している満20
歳から39歳未満の方。人種・国籍・性別・職業・
宗教・思想の別なくご入会できます。

入会までの流れ
①入会のご相談
②入会申込・面談
③仮入会（審査あり）
④例会に参加
⑤入会（審査あり）
★入会まで現役会員が親切丁寧にサポート
いたします！

新入会員募集中！

　８月16日、稲生川の第一西裏橋を会場に太素顕彰会

が開催。先祖供養をはじめ、家内安全や商売繁盛、合

格祈願など思い思いの願いを灯ろうに託して稲生川に

流した。川面には、船型灯ろうや紙灯ろうなど約160個

の灯ろうが浮かび、訪れた人はその幻想的な明かりを

眺めて癒しのひと時を過ごした。

　昨年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響

により中止となったため、開催は２年ぶり。

　２年ぶりとなる花火大会が８月30日に開催された。

悪天候により当初の予定日から３度の延期を経て、よ

うやくの打上。新型コロナウイルス感染症感染拡大の

影響が続く中、医療従事者への敬意と感謝、そして感

染症の終息と地域経済回復への願いを込めた大輪の花

が夏の夜空をいろどった。

　今回は、密を避けるために無観客で開催。代替策と

してドローン撮影によるライブ配信を行った。

稲生川灯ろう流し 十和田市夏まつり 第64回花火大会

トピックス
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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）

Information ～お知らせ～

定 例 金 融 相 談
　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９月の日程は下記の通りです。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：９月９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

　新型コロナウイルス感染症対応のための経営相談・
支援体制強化事業の一環として専門家による個別経営
相談会を開催します。

９月の個別相談会
日　時　９月８日（水）、９月24日（金）
　　　　いずれも14：00～17：00
場　所　十和田商工会議所２階相談室
相談員　中小企業診断士　田村武智氏
相談内容　事業計画策定、経営改善、資金調達、小規模

事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サー
ビス補助金、その他各種助成金・給付金等

【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所相談課　TEL 0176-24-1111
※お申込みは相談日の２日前まで。相談の内容によっては、当
所経営指導員が対応する場合がありますので、予めご了承く
ださい。

　後継者に関すること何でもご相談ください。

日　時　９月８日（水）、10月13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。

相談内容　・事業引継ぎをどのようにしたら良いか
　　　　・後継者候補に話すタイミングがつかめない
　　　　・後継者候補がいない時の方向性と対策
　　　　・後継者はいるが、具体的な
　　　　　手順がわからない　　など

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

第２弾とわだ応援プレミアム付商品券が８月２日より販売・利用されています。取扱加
盟店は随時募集しておりますので、是非ご参加ください。

参加資格　十和田商工会議所または十和田湖商工会会員事業所

費　　用　登録料および換金手数料等の費用は一切かかりません。

申込方法　加盟店登録申込書（ホームページからダウンロード可）に必要事項をご記入
　　　　　いただいた上で、下記事務局までお申込みください。

商品券の利用期間　令和４年１月31日（月）まで

【お問合せ先】十和田商工会議所業務課　TEL 0176-24-1111 https://www.towada.or.jp/premium2021/

取扱加盟店随時募集中！

新型コロナウイルス感染症対応のための
専門家による個別経営相談会（無料）
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

猛烈な暑さが続いたと思ったら、
一転、梅雨のような長雨。

花火も甲子園も振り回され、毎日、
雨、コロナ、雨、コロナ、雨、コロナ、雨、
コロナ、雨、コロナ、雨、コロナ、雨、コロナ

てな感じで。

切実な、晴れ乞い

（tkr）  

〔晴れよ来い〕

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

　控えめな開会式から始まった東京オリンピック2020。
　ドローンで造った地球が夜空に浮かんでいる姿は幻想的であり、日本の技術力の高さの一
端が垣間見えた。様々な批判の中はじまったオリンピックであったが、日本勢の活躍に批判
の声はどこへやら。国立競技場はじめ多くの競技施設をどうするのかを含め、もし中止して
いたらどうなっていたのだろう。（半年後には北京で盛大にやるだろうに・・）
　野球や女子ソフトボール、卓球の水谷・伊藤選手のチームプレイ。柔道、水泳、スケート
ボードなどの個の力の金メダル。供に純粋な感動と新鮮な驚きを与えてくれた。何より圧倒
的な運動能力と普段の努力で鍛錬されたアスリートのパフォーマンスの凄さはルールなど分
からなくても、真っ直ぐに観る者の心に響く。心残りは無観客開催。せめて日本の魅力を世
界に発信する開会式と閉会式くらいは盛大にやって欲しかった。日本の伝統技術である花火
が夜空に優雅に打ち上がり、ドローンなどの最新技術と融合する姿は素晴らしいものであっ
たに違いない。
　IOC委員のみなさん、今度はフルスペックのオリンピックを2032年にもう一度、東京で。
２兆円も使った（ロンドン五輪 1.1 兆円）のだから、これくらいのわがまま許してください！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＩＣＲ）

半夏生津波の記憶鮮明に� 　永見子

　　昨日の事のように思い出されます

大玉の西瓜横目に核家族� 五　月

　　大きすぎて冷蔵庫に入りません

青ぐるみ奥入瀬川に触れむとす� 空　磨

　　たわわに実っています

盆の棚母の仕様をまた真似て� 敬　子

　　毎年思い出しながら用意しています （協力　すばる俳句会）
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今月のショーウインドー

vol.120 ㈱佐々木会計事務所

山
やま

下
した

 穂
ほ

乃
の

華
か

 さん 須
す

田
だ

山
やま

 静
しず

乃
の

 さん
（23歳） （24歳）

この頃は
　扱う数字の桁の多さや
複雑さにもだいぶ慣れて
きました。すらすらと自
然にできることも増えて
いて嬉しいです。

この仕事を選んだ理由
　高校時代に取得した簿
記や珠算の資格を活かし
て、法人・個人の事業者
に代わって税務申告のお
手伝いをしてみたかった
のが理由です。覚えるこ
とが多く、毎日が勉強の
日々で、まだまだ会社の
ために役に立てているか
分かりませんが、少しず

高い専門性を目指して
　会計事務所では、様々
な業種の財務諸表を作成
し、簿記のほか税法など
専門的な知識やスキルが
求められるので、専門性
が高い事務職に挑戦した
いと考え、この仕事を選
びました。

やりがいについて
　期限まで責任をもって
正確かつ迅速に書類作成
をするために、日々、緊
張感を持ちながら仕事に
臨んでいます。プレッ
シャーを感じる時もあり
ますが、その分正確に仕

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！

すっきりとした口当たりの奥に、すっきりとした口当たりの奥に、
しっかり引き立つ煮干の風味。しっかり引き立つ煮干の風味。
国産３種類の煮干を大量に使い、国産３種類の煮干を大量に使い、

日々、日々、
煮干の機嫌をうかがっては丹念に出汁を引き出す。煮干の機嫌をうかがっては丹念に出汁を引き出す。

それが板橋の極煮干中華そば。それが板橋の極煮干中華そば。
麺も国産小麦の全粒粉による自家製。麺も国産小麦の全粒粉による自家製。
この味わい深き１杯を是非この味わい深き１杯を是非!!!!

〆に、残ったスープでわさびライスもどうぞ！〆に、残ったスープでわさびライスもどうぞ！

中華そば  板橋
十和田市大字洞内字後野331-22
代　　表  板橋安紀
営業時間  11：00～15：00
　　　　  17：30～19：30
定 休 日  水曜日・第２火曜日

中華そば中華そば板橋板橋

※写真はすべて煮たまごのトッピング

こちらもこちらも
 オススメ！ オススメ！

鶏ガラとの絶妙な共演
あっさり煮干し中華そば

辛さの中にも煮干の風味
カライ極煮干し中華そば

つでも貢献できるように努力し続けます。

頼りになる人に
　お客様と話す機会も多いので、聞かれたことにしっかり
と答えられるように知識を豊富にしていきたいです。先輩
方を見習い、追いつけ追い越せの気持ちで、一日でも早く
一人前になれるように頑張ります。

事を進められた時は、とても達成感があります。

心がけていること
　ケアレスミスや見落としが大きなミスに繋がるので、確
認を怠らないようにしています。また、疑問を感じた時は
調べて確認し、物事を細かいところまで理解できるよう、
努力しています。

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


