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購読料は会費の中に含まれています。

　4　十和田商工会議所要望回答説明会
　　 市から今年度要望に対する回答を得る
　3　〈この人に聞く〉 ㈱LOCO・SIKI　代表取締役社長　芝﨑壽一郎さん
　6　今日から出来る！コミュニケーションスキルアップ術
　7　働き盛り世代の健康づくりを応援します！　十和田市保健センターからのお知らせ
10　令和４年新年祝賀会のお知らせ
12　〈今月のショーウインドー〉　ラムちゃん食堂
12　〈キラめけっ未来の主役！〉　㈱青森ダイハツモータース十和田店　甲地沙妃さん

秋も深まり道にも枯色がしのび寄ります。

電柱の脚より昏るる草もみじ　　晃

令和３年11月５日発行 第327号（毎月１回５日発行）
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日 月 火 水 木 金 土

補助員等オンラ
イン研修会

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
十和田市青色申

告会定時総会

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

第２回経営指導員等
オンライン研修会

全国そろばんコ
ンクール

東北六県下商工会議
所中小企業相談所長
オンライン会議

十和田市消費者
の会創立50周年
記念式典

県南社会保険協
会県南支部運営
委員会

第159回日商簿
記検定試験

インボイス制度
個別相談会

年末一日金融相談会
創業相談
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

青年部三役会・
理事会

十和田湖光の祭
典「第２章光の
冬物語」

　（～2/20）
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コロナ禍の今だからこそ、コロナ禍の今だからこそ、
飛翔するための下準備をしよう。飛翔するための下準備をしよう。
大空を優雅に羽ばたく心構えを。大空を優雅に羽ばたく心構えを。

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

勤労感謝の日

　11月７日開催予定の小唄まつりは、新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況を踏まえ、中止すること

と致しました。楽しみにされていた皆様にご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお

願い申し上げます。　　　　　　　　　 【お問合せ先】三本木小唄普及委員会事務局 TEL 0176-24-1111

「小唄まつり」中止のお知らせ三本木小唄普及委員会活動報告会
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事業所概要

プロフィール
1978年兵庫県生まれ。辻調理師専門学校を卒業後、当時都内で人気№
１のイタリアンレストランで料理人として10年間腕を磨く。その後、
フードコンサルタントとして活動する中で、最新鋭の冷凍設備を備えた
七戸町の工場を視察した際に青森県の食材と出会ったことをきっかけ
に、活動の拠点を青森県に移す。冷凍技術の習得と商品開発を進め、昨
年７月、東一番町に複合型商業施設「365」をオープン。責任者として、
また、商品開発ディレクターとして精励する。

所 在 地：十和田市東一番町10-9　（定休日）水曜日
Ｔ Ｅ Ｌ：0176-58-6941　　Ｆ Ａ Ｘ：0176-58-6942
ホームページ：https://365.loco-siki.co.jp

＜お知らせ＞
この冬、アップルポークとチーズのしゃぶしゃぶ鍋はいかがでしょうか？ワイ
ナリーとタイアップした企画など、各種イベントも開催しておりますので、皆
様のお越しをお待ちしております！詳しくは、ホームページをご覧ください。

私のルーツ
　祖父の代からの精肉店、喫茶店を営む母、そんな環

境で育った私にとって、“食”はとても身近な存在。

食に対する想いや探求心は、自然と体に染みついてい

た気がします。レストラン勤務を経て、フードコンサ

ルタントとして全国の食材を発掘していく中で、青森

県の食材のクオリティの高さに驚きました。県産生乳

100％使用のチーズやアップルポークの開発も、この

素晴らしい素材を活かさない手はないと感じたからで

す。美味しいもの、新しいものを求めて常々産地巡り

しているので、青森県のことはだいぶ知り尽くしてい

ると自負しています！

最高の食材を最高のままに
　新しい飲食のかたちをつくりたい。それを実現した

のが、最新鋭の瞬間冷凍設備との出会いでした。冷凍

食品として長期保存できるように料理をつくるのでは

なく、料理人がつくった料理を、保存料を使わなくて

も美味しい状態のまま留めておくことができるため、

青森の食材を使ったご馳走を、誰でも安心して手軽に

味わうことができます。

　また、高品質な食材を冷凍加工しているので、提供

に特別な技術は要しません。だからこそ人材の裾野も

広がり、更に新たな発想が生まれていくことにも期待

が持てます。

複合型商業施設「365」
　食のプロとして食育に力を入れたいと思う中で、体

も大事な資本であることから、複合型の施設として誕

生したのが「365」です。買い物、食事、運動、遊び、

365日お客様の生活の一部となって、日々の暮らしを

サポートしていきたいと思っています。お客様がい

らっしゃった時は、家族のように温かくお迎えするこ

とを心がけています。

思わぬ効果 !?
　趣味はひたすらゴルフ！という感じですが、農家の

方や異業種の方と知り合うきっかけになることもあり

ます。コンペ等に参加しているうち、おかげ様でスコ

アも伸びてきまして。次はちょっとステップアップし

て、競技寄りの楽しみ方をしていこうかなと思ってい

ます（笑）。

今後の展望
　パイオニア精神で新しいこと、誰もやっていないこ

とにこれからもチャレンジしていきたいと思います。

そして、コロナが収束した暁には、当社事業に興味を

持っていただいている方の視察等をどんどん受け入

れ、広域に交流を図りながら、青森の魅力を発信して

いきたいと考えています。

新しい飲食のかたちで
青森の“食”の魅力を発信

株式会社LOCO・SIKI（365）
代表取締役社長

 芝
しば

﨑
さき

 壽
じゅ

一
いち

郎
ろう

さん（43歳）
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新 規 要 望 事 項

　当所から十和田市に対し提出していた今年度の要

望書について、10月22日、市庁議室において回答説

明会が開催され、市の説明を受けた。内容は次の通

り（継続要望については特に進捗があったもの）。

　尚、市に対する要望書の提出は、当所事業計画に

基づく意見活動の一環として毎年度実施しており、

今年度は、新規４項目を含む21項目について、７月

27日に提出した。

経済支援の継続等
今年度要望に対する回答を得る

十和田商工会議所要望回答説明会

回答説明会の開催にあたり挨拶する今泉会頭

①新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を大きく
受ける中小・小規模事業者への経済支援の継続・強
化およびPCR検査費用補助制度の創設
　経済支援については、現在実施しているプレミア

ム付商品券や事業継続支援のための各種給付金、ま

た、県の事業継続支援金等の制度を活用していただ

きたい。

　ＰＣＲ検査費用の補助制度創設については、国の

今後の感染対策と日常生活の回復の両立を目指した

「ワクチン・検査パッケージ」の導入に向けた動き

を受け、民間との連携による低価格でのＰＣＲ検査

について検討を行っている。

②冬季の地吹雪により吹溜まりやホワイトアウトが発
生する箇所（特に北野八郷線、佐井幅深持線）への
防雪柵の設置
　当該２路線については、冬期間の雪質や風速によ

る吹溜まりや視界不良などが発生しやすい路線であ

るとの認識のもと、昨年度、50回程度除雪作業を行っ

た。

　防雪柵の設置は、通行車両の安全確保に有効な手

段の１つであるが、多額の費用を

要することから、きめ細やかなパ

トロールと除雪作業により安全確

保に努めたいと考えている。

重 点 要 望 事 項

①十和田市馬事公苑「駒っこランド」周辺における自
然に親しむ場としての環境整備促進
　同苑では、元来の広葉樹林を残しつつ、季節を感

じられる花木等を植栽し、駒っこ牧場や自然生態

ゾーン等を設けている。また、高森山山頂の展望台

周辺には、森林浴や樹木・野鳥

等の自然観察が行える遊歩道を

整備していることから、周辺環

境を含む施設の適切な維持管理

に努めながら、市民への周知に

努めていきたい。

②市役所窓口でのキャッシュレス決済の推進
　現在、利用者の利便性向上・事務の効率化を目的

に、来庁せずとも各種申請等ができる電子申請の取

組を推進中。各種利用料・手数料のキャッシュレス

決済導入については、先進事例を参考にしながら調

査・研究を進めていきたい。

③遠隔臨場を用いた現場の立ち会いについて
　市発注工事については、市の契約規則・工事請負

契約標準約款に基づいて行われるが、時間短縮等の

利点を踏まえ、遠隔臨場による方法も活用できると
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継 続 要 望 事 項

考えられる。現在、国や県において施行運用を実施

していることから、その状況を踏まえながら検討し

ていきたい。

④まちなかへの若者が集える場所の設置促進
　コロナ禍での行動制限によりストレスを感じて

いる若者たちが集えるような３on３のコートやス

ケートボードの練習場等を設置するにあ

たり、利用時に生じる音や声などに対応

できる場所や利用時間等の検討、安全管

理や整備費用等について調査・研究して

いきたい。

①十和田市中心市街地活性化基本計画の推進と新規・
既存の商店街イベント等、各種活性化事業に対する
市補助による積極的な支援
　令和５年度までの同計画期間の中で、（仮称）地域

交流センターや（仮称）公共交通拠点の整備事業など、

令和２年度末時点で８/16の事業に着手。

　各種活性化事業支援については、具体

的な事業提案があれば事業の効果等を踏

まえ補助金交付等を検討していきたい。

②十和田市内の運動施設周辺の道路・歩道の整備
　十和田市屋内グラウンド周辺は概ね整備完了。整

備から年数が経っている箇所は、経年劣化による支

障具合を見ながら補修を行っていきたい。

③ハッピードラッグ十和田元町東店前の変則的交差点
の改良計画策定と整備促進
　今後、主要地方道三沢十和田線や市道前谷地６号

線の拡幅工事が進み供用が開始されれば、当該周辺

の交通環境の転換が図られ交通渋滞の緩和が期待で

きることから、その状況を踏まえ改築整備方針・計

画の策定を検討していきたい。

④空き家（空き店舗）対策について
　十和田市空家等対策計画に基づいた効果的な対策

を推進しており、今年度からは特定空き家等の解体

費に対する補助金制度を創設している。

　そういった中で、十和田湖畔地区や焼山地区、市

内の空き家に対して強制執行等による解体工事が着

手・予定されている。

⑤「（仮称）十和田歴史館」の早期整備促進
　現在の十和田市郷土館、民俗資料館、旧新渡戸記

念館を統合した複合施設として基本構想策定に着手

しているが、旧新渡戸記念館収蔵資料

の取り扱いや内容の把握が困難となっ

ている状況から、今後の推移を見極め

ながら取り組んでいきたい。

⑥新幹線八戸駅に直結する道路（八戸・十和田・奥入
瀬ライン）の早期完工促進
　国や県に対し継続要望してきた中で、今年度にお

いては、国道102号稲吉地区の両側歩道整備が一部

着手予定、主要地方道八戸三沢線米沢地区（六戸町）

の交通安全施設整備が設計業務委託予定となってい

る。

⑦ワンデーレスポンスについて
　市土木課発注工事においては今年度から実施中。

他発注工事においても今後検討していきたい。

⑧学校等の公共施設へのエアコン設置と断熱改修
　市内各小学校の１、２年生の教室等へのエアコン

は設置済み。今年度末までに小学校の

３～６年生の教室へ設置することとし

ている。中学校については来年度の予

定。断熱対策については、改築または

改修時において対応していきたい。

⑨市内の道路や駐車場における公的な外向け防犯カメ
ラ増設に対する今後の計画について
　今年度は、市内の見守り体制の強化・充実を目的

として公園や道路を中心に10基、さらに子どもの安

全確保のため、３校の小中学校に設置を予定してい

る。今後も、警察や関係機関の意見を踏まえながら

適正な設置に努めていきたい。
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コミュニケーション スキルアップ術コミュニケーション スキルアップ術

今日から出来る！今日から出来る！

　日々の仕事の中で必要不可欠なのはコミュニケーション能力です。

　社内でのコミュニケーションが良くなると、①職場の雰囲気が良くなる、②社内の会話が
増える、③注意や指導がしやすくなる、④愛社精神が増す、⑤社員の定着率が上がる、
⑥業績が上がるといったメリットがあります。
　今回は、簡単にできるコミュニケーション、スキルアップ術についてご紹介します。

相手を理解する
～「言葉にしなければ、伝わらない」～

会社の中には、年代や性別、これまで生きてきた価値観が異なる人など様々な人がいるため、コ
ミュニケーションを取る時には相手を理解することが大切です。

～ 基本は報告・連絡・相談 ～
コミュニケーションの取り方がわからない時は、まず報告・連絡・相談から始めてみましょう。

報告：指示されたことを実施し、その進捗状況や結果について知らせること
　　　　例）仕事の完了、ミス、進行状況など

連絡：互いに関連することについて、必要に応じて情報のやりとりを行うこと
　　　　　例）出社時間、外部でのミス、社内行事など

相談：他者に意見や助言、忠告を求めること
　　　　　例）問題点、判断に迷う時、悩みなど

　

頼みにくいことも上手に頼む言葉の使い方
～ ポイントは「は・き・も・の」～
　 は：背景 … なぜこの仕事をしなければならないのか
　 き：期限 … いつまでにしなければならないのか
　 も：目的 … 何のためにしなければならないのか
　 の：能率 … どのようにすればよいのか

　　仕事の依頼をする時にこの 4 つを伝えると、相手の納得度が上がります。
　相手が納得をして仕事をするためには、「やっといて」だけではなく、仕事に関する情報を伝
えるコミュニケーションが重要です。

今回ご紹介したのはほんの一部ですが、日々の生活の中にプラスすることでコミュニケー
ションのスキルアップにつながります。ぜひ、今日から取り入れてみましょう。

出典：社内コミュニケーション活性化のススメ
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働き盛り世代の健康づくりを応援します！

お得に受ける大腸がん検診のご案内

　十和田市では、市内の事業所等で働く従業員を対象に、保健師や健康運動指導士等が事業所に出向
き健康講座を実施しています。また、職場の健康診断結果について個別相談も行います。費用は無料
ですのでぜひ、ご利用ください。

　大腸がんは、十和田市のがんの部位別死亡割合で２番目に多い疾患です。早期に発見し、治療すれ
ば９割以上が治ると言われています。大腸がん検診は、２日分の便を提出するだけなので体への負担
もありません。今回フロンティアの記事を読んでくださっている事業所向けに、検診日を設定しまし
た！この機会にぜひ大腸がん検診を受けてみませんか？

【対　　象】　40歳以上の十和田市民

【検査料金】　１人500円（通常1,700円）

【申込から結果が届くまでの流れ】

　その他、がん予防や BMI、糖尿病、運動不足によるエクササイズ＆ストレッチなど、様々なメニュー
をご用意しています。
　講話時間は30分から１時間程度です。
　メニュー以外の講座についてもご相談に応じますので、まずはご連絡ください。

＜講座メニュー＞

【申込期限】　12月１日（水）～12月３日（金） ８時30分～17時まで

【提出期限】　12月13日（月）～12月15日（水） ８時30分～17時まで

「働く人のこころの健康～ストレスと上手に付き合おう～」
　現在は「ストレス社会」と言われていますが、前述したコミュニケーション技術のノウ
ハウからストレスとの付き合い方について詳しくお話しします！

【お問合せ・申込み先】

　十和田市健康増進課（十和田市保健センター内）

　担当：箕輪　　TEL 51-6791

【お問合せ・申込み先】

　十和田市健康増進課（十和田市保健センター内）

　担当：河野、森川　TEL 51-6791　FAX 25-1183

①事業所で取りまと
めて申込む（１人
からでも OK）

②検査キット
が事業所に
届く

③受診者分の検査キット等
を事業所で取りまとめて
健康増進課に提出

④約１か月後に検査
結果が個人（自宅）
に届く

ワン
コインで

働くみなさんの健康を
サポートします！
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【新たに営業許可が必要になる場合の例と必要な営業許可】
 漬物を作っている（漬物製造業）、塩ウニを作っている（水産製品製造業）など

【届出対象となる営業の例】
　□許可業種以外の食品の製造・加工業
　□各種販売業（野菜・果物、冷蔵・冷凍品、消費期限表示の食品　等の販売）
　□集団給食施設（直営で１回20食程度以上提供する施設）　など

【作業場の手洗い設備の新たな基準】
　「水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造　であること」

※具体的には・・・手指を触れずに水を出したり止めたりできる構造のもの
　　　　　　　　　例：レバー式、押しボタン式、足踏み式、センサー式など

※

食品衛生法改正に関するお知らせ
食品等事業者の皆様へ

◎新たに「営業許可」が必要になる場合があります！

◎営業許可施設の「作業場の手洗い設備の基準」が変わりました！

◎新たに「営業届」が必要になる場合があります！

新事業紹介

　このほど、旧十和田富士屋ホテルの建物を活用した複
合型施設「生きがいプラザ」（社会福祉法人 生きがい十
和田）がグランドオープン。
　県内でも数少ない次世代型の地域共生型総合支援拠点
として、地上６階建ての施設において高齢者福祉事業や
障害者福祉事業を展開、年齢に関係なく、支援の必要な
地域住民にワンストップで対応する。中心街の新たなシ
ンボルとなり、地域福祉の向上といつまでも安心して暮
らし続けることができる地域の実現を目指す。

社会福祉法人 生きがい十和田 
十和田市東三番町 1-6　TEL 0176-25-5678

中心街に複合型施設
「生きがいプラザ」がオープン

【お問合せ先】上十三保健所生活衛生課　TEL 0176-23-4261　　食品衛生法改正に関する県のＨＰ⇒

　食品衛生法の改正により、これまで許可不要だった方が、営業許可が必要になる場合があります。

　青森県食品衛生法施行条例の改正により、「作業場の手洗い設備の水栓」に新たな基準が設けられました。

　これらの製造を令和３年６月１日以前から行っており、今後も継続して製造する方は、令和６年５月31日までに
施設基準に適合する施設を整備し、営業許可を取得してください。
　尚、令和３年６月１日以降にこれらの製造を始める方は、営業許可がないと製造できません。

　適用される水栓は、「作業場内（調理場や加工場など）の手洗い専用設備」です。
　新たな水栓の基準は、令和３年６月１日から適用されます（新規・更新）。営業許可の更新を迎える方は、更新の
手続までに整備してください！

　令和３年６月１日以前から継続してこれらの営業を行っている方は、令和３年11月30日までに届出をしてくだ
さい。※営業許可施設において、届出営業を併せて営む場合でも届出が必要です。

　届出はこちらから！⇒ https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

　食品衛生法の改正に伴う営業届出制度の創設により、食品を取り扱っている事業者は、営業許可業種以外でも保

健所への届出　が必要な場合があります。
※営業許可と異なり、手数料はかからず、施設基準もありませんが、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施及び食品衛生責任
者の設置が必要となります。

※
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事業報告 10月定例理事会

　10月６日、十和田商工会館にて十和田青年会議所
10月定例理事会を開催いたしました。新型コロナウ
イルス感染拡大防止の観点から、徹底した感染対策
を敷いて開催することができました。
　理事会では、今年度の事業の決算及び、12月15

日に開催する卒業式について協議いたしました。ま
た、十和田青年会議所では、次年度に向けた活動も活
発に行われ、新たな一歩を踏み出し始めております。
　今年度も残すところわずかとなりましたが、最後
まで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
い運動を展開してまいりますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

１．インボイス制度 事前準備・対策講座

３．十和田湖光の祭典 視察研修会

２．実務担当者セミナー

１．インボイス制度 事前準備・対策講座（10月１日）
　令和５年10月から導入される適格請求書等保存方

式（インボイス ) 制度について、従来方式との違い

や事前登録方法、免税事業者の対応策などを解説した。

２．実務担当者セミナー（10月20日）
　「総務の基本と実務」と題し、日常業務の見直しや

一歩進んだ業務処理法、新型コロナウイルス感染症

の影響による働き方の変化への対応などを解説した。

３．十和田湖光の祭典 視察研修会（10月21日）
　観光対策委員会と観光交通部会が合同で実施。色

づき始めの十和田湖を訪れ、同日より始まったイル

ミネーションイベント・FeStA LuCeを視察した。

オンラインで開催オンラインで開催



10　FRONTIER　2021.11

Information ～お知らせ～

金 融 相 談
　11月の日本政策金融公庫の金融相談は下記の通り
です。ご希望の方は、事前にお申込みをお願いします。

相談日時：11月11日（木） 10：30～12：00

年末一日金融相談会：11月25日（木） 10：00～16：00

【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

　新たな１年の始まりに、十和田市の更なる飛躍と発

展を期して新年祝賀会を開催します。

日　時　令和４年１月４日（火）　11：00～12：00

会　場　サン・ロイヤルとわだ

会　費　１人2,000円（折詰付き）

定　員　200名　※１事業所１名まで

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、
会食なし、人数制限等の対策を講じますので、ご理解
とご協力をお願いします。

申込方法　会費を添えて、12月10日（金）までに下記のい

ずれかへお申込みください。定員になり次第

締め切ります。

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

十 和 田 湖 商 工 会 TEL 0176-72-2201

十和田市総務部秘書課 TEL 0176-51-6780

日　時　11月10日（水）、12月８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

令和４年 新年祝賀会

（当所関係分）

古館　實さん
（前当所常議員・㈲やねに商事）

長年、市選挙管理委員長を務め、公平公正な
選挙事務の執行に尽力した。

受賞おめでとうございます
〈十和田市民功労賞〉

感染症対策
再認識促進ポスターをご活用ださい!
　新型コロナワクチンの接種も大きく
進みコロナの収束と社会活動の正常化
への前進が期待される中、当所では、
改めて感染症対策の重要性を再認識し
徹底を促すためのポスター（飲食店
用、小売・オフィス用）を作成、今月
号に同封しました。お客様や従業員等
への周知にご活用ください。当所ホー
ムページからもダウンロードすること
ができます。

当所ホームページ
https://www.towada.or.jp

今月号に折
込!
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

純粋に行ってみたかった場所。

こちらは、指久保ダムに架かる後藤川大橋。

山間に静かに佇む感じと

この骨太な感じとのギャップが

なんとも好い！

（tkr）  

〔 Go To 後藤川大橋 〕

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

　朝晩に大分冷え込むようになってきました。私はこの時期になるとキャ

ベツや白菜のスープをよく作ります。お気に入りなのはキャベツは和風だ

しで、白菜は鶏ガラで作ったスープです。具材はそれぞれキャベツのみ、

白菜のみ。キャベツのほうはじっくりコトコト煮込んで、白菜はさっと作っ

てしまいます。どちらも体がぽかぽか温まりますし、少しお腹の調子も上

がってくるような気がします。皆様も冷えにはお気をつけてくださいね。

（石川　隆大）

残菊や自粛解かれし俳句会� 　寿　子

　　久々のサークル活動にリフレッシュ

残菊や傘寿過ぎても元気なり� 空　磨

　　傘寿米寿まだまだやる気です

霜柱母訪ふ道の遠かりし� 悟　

　　本格的な寒さもう来ています

放牧の牛の身じろぎ霜の夜� 萩　月

　　山を下りる時期になりました （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！

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

Vol.122

㈱青森ダイハツモータース
十和田店

甲
か っ ち

地 沙
さ き

妃 さん
（23歳）

この仕事を選んだ理由
　たくさんの方と長いお付き合いがで
きる仕事がしたいと思い、この仕事を
選びました。その上で、インターンシッ
プの時に感じた明るく活気に溢れた雰
囲気に魅かれて、是非、この会社で働
きたいと思いました。

お客様のことを第一に考えて
　生活に密接した大きな買い物に携
わっているという責任と自覚を持って
仕事に臨んでいます。とは言え、車に
関する知識はまだ若葉マークといった
ところ。分からないことは素直に先輩
方に確認し、迅速かつ正確に解決する
ように心がけています。

癒しを求めて
　ネコがすごく好きで、大体月に２、
３度、ネコカフェに行って癒されてき
ます。自分でも飼いたいとは思ってい
るのですが、カフェのネコもすっかり
懐いてくれているので…（笑）

活力は特撮ヒーローから
　小さい頃好きだったウルトラマンが、
最近、私の中で再ブレイクしていま
す！効果的な仕事（３分間できっちり
怪獣を倒す）をし、仲間がいて、どん
な状況でも諦めない、ウルトラマンの
そんな姿にいつも活力をもらっていま
す！

頼られるスタッフになれるように！
　保険や査定も含めて知識や経験を積
むとともに、当社オリジナルの営業の
検定など、資格取得にもしっかり取り
組んでいきたいと思います。

お楽しみ続々！
　たくさんのお客様にダイハツの車を
ご利用いただき、末長いお付き合いを
させていただきたいと思います。今月
は新車の新ロッキーがデビューし、展
示会やキャンペーンも開催しますので、
お気軽にご来店ください。笑顔でお迎
えいたします！

ラムちゃん食堂 十和田市東三番町1-18
代表　織田　匡
TEL　0176-27-5919
営業時間　昼 11：30～14：00（火～日、L.O.13：30）
　　　　　夜 18：00～23：00（火～土、L.O.22：00）

ラムちゃん食堂は、ラムちゃん食堂は、
ジンギスカンを気軽にジンギスカンを気軽に
美味しく食べられる美味しく食べられる
アクティビティースポット！アクティビティースポット！

ラム肉は、ラム肉は、
知る人ぞ知る、知る人ぞ知る、

健康効果の高いお肉です！健康効果の高いお肉です！

とんこつベースのラーメンや、とんこつベースのラーメンや、
ラム肉のペッパーライスやラム肉のペッパーライスや
鉄鍋焼きなど、こだわりの鉄鍋焼きなど、こだわりの
ランチメニュー！ランチメニュー！

ランチも
ランチも

　 やってます！
　 やってます！

JIRO系JIRO系
（しょうゆ）（しょうゆ）

ラムペッパーライスラムペッパーライス


