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田園都市十和田市は、郊外に出れば美しい風景にこと欠かない。
折りしも梅雨どきであるが潤いのある緑に心癒される。

荒梅雨の青に染まりて木も草も　　晃

　

● 平成26年度青森県商工会議所連合会総会が開催
● B-1グランプリ応援バスツアーのお知らせ
● 青年部インフォメーション
● 稲生川灯ろう流しのお知らせ

2015年秋  第10回Ｂ-1グランプリ十和田市開催決定 !祝
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FRONTIER的とわだ検定

26
書道家　武田 双雲

こんなにがんばってるのに。

 

とやるせない思いが湧いてきた時は、

 

がんばり方を変えるチャンス。

 

がんばる量を増やすのではなく。

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

・定例金融相談 ・第74回販売士検
定

・第３回十和田納
涼まつり実行委
員会

・東北六県商工会
議所女性会連合
会総会五所川原
大会

・地域知財研修会

・東北六県商工会
議所連合会定時
総会

・県南社会保険委
員会地区代表委
員会

・十和田地区暴力
追放推進協議会
理事会・総会

・2014そろばんグ
ランプリ・青森

・消費税転嫁対策
セミナー

・消費税転嫁対策
窓口相談等事業
経営指導員向け
ブラッシュアッ
プ研修会

・第75回十和田心
交会

・四者交流パーク
ゴルフ大会

・一日金融相談会
・ベストウィズク

ラブ第30回優良
商工会議所視察
(～25日)

・2014十和田納涼
まつり

・建設部会要望書
提出

・食品商業・観光
交通部会他合同
「健康セミナー
及び会員交流納
涼会」

・青森県商工会議
所青年部連合会
第２回役員会

・十和田サンバカ
ーニバル2014

・第１回知事と商
工三団体との懇
談会

・小都市商工会議
所支援ワーキン
ググループ

・労働保険事務組
合事務担当者研
修会

・十和田湖湖水ま
つり(～20日)
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大友歯科医院
院　長

大 友  聡 之
おお とも とし ゆき

さん（49歳）

多角度から向き合い
地域全体を健康に

患者さんの身近な味方
　歯科医になって数年は治療技術を磨くことに躍起
になっていましたが、経験を積んでいくうちに患者
さんの主訴は、口の中にだけ原因があるとは限らな
いということに気が付きました。歯医者は、口の中
だけ見ていればいい ! という訳ではないのです。
　ここ数年は、原因療法に重きをおき、患者さんひ
とりひとりと多く会話し、真摯に向き合うことで、
患者さんの身近なホームドクターとなれたらいいと
思い、日々の治療をしています。
　
楽しいことはたくさん
　準備期間も含めて、まつりは欠かすことのできな
いビッグイベントです。自分もそうですが、子供た
ちが主役になって目いっぱい楽しんでほしいので、
どうやって盛り上げようかずっと考えています。
　
日本人として、十和田人としてどう食べるか
　「食育」がブームのようになっていますが、ブー
ムに終わらせることなく、子供たちのために大人た
ちが真剣に取り組むべき問題だと思っています。今
や日本食は無形文化遺産として認知される素晴らし
い文化です。伝統的な日本食は、器を持って食べ、
噛むたびに味わいを楽しめるダシの文化であります
し、地域で育まれた食べ物は、そこに生きる人たち
との相性もいいんです。とても理に適っていると言
えるのですが、洋風化が進んだ現代ではそれが失わ
れつつあります。身体によいとされる食べ物やカロ
リーなどが注目されがちですが、‶噛む"ことは健康
を語る上で外せない大切なことです。
　
健康なまちに
　現在、上十三歯科医師会では、「口は命の入り口
であるとともに病の入り口でもある」ことから、十
和田市立中央病院と連携し、ボランティアで口腔ケ
アを行っています。
　また、自院では、子供たちの食育や「あいうべ体
操」などの健康に関する取り組みが、地域全体に広
がっていくよう願いを込めて日々診療しています。

問１．十和田市には「牛泊」という地名があるが、この一帯が宅地化される以前
は何とも呼ばれていたか？

　　　①馬放平　②牛放平　③鶏放平　④手放平
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1965 年十和田市生まれ。三本木高校、東北歯科大学（現・奥羽大学）
卒業後、首都圏の歯科医院での勤務を経て、’94 年帰郷して開業。
2003 年現在地に移転し今日に至る。現在、上十三歯科医師会の専務理
事を務めるほか、同会のアイスホッケーチーム「三沢バックストーンズ」
の現役プレーヤーとしても活躍中。

Profile

事業所概要
代　表：大 友  聡 之
所在地：十和田市稲生町20-34
ＴＥＬ：0176-25-6000　ＦＡＸ：0176-25-6060

鼻呼吸を日本の文化に!!  みらいクリニック 今井一彰先生

この
に聞く人
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平成26年度青森県商工会議所連合会総会

県内７商工会議所一体となり、県内７商工会議所一体となり、
積極的な事業推進を図る積極的な事業推進を図る

総会開催にあたり挨拶する若井敬一郎県連会長

基本方針概要
　県内７商工会議所が一体となって、県内中小企業者
が厳しい経営環境を克服し、活力ある成長・発展を遂
げられるよう、意見要望活動や地域振興事業を行い、
積極的な支援を進めていく。
　また、交流人口の拡大に向けた取り組みとして、本
年7月より就航するANA伊丹・新千歳線やFDA名古屋
線、県内唯一の国際定期路線であるソウル線など定期
航空路線を活かした観光・ビジネス客の誘客促進、
MICE誘致に努めるとともに、国内外からのスポーツ・
コンベンションの誘致促進を図る。

　
新規最重点要望事項　※７会議所共同

○原子力関連施設の安全性確保と早期再稼働、建
設工事再開・事業推進及び経済振興の促進につ
いて
　多くの原子力関連施設を有する下北半島地域の経
済が、施設の長期稼働停止や工事の停滞等により大
きな影響を受けていることから、国の新たな規制基
準に基づき、安全性を最優先に早期再稼働、建設工
事再開・事業の推進を図り、あわせて地域経済の振
興に資する地域経済の現状に配慮した施策を講じる
こと。
　

当所からの重点要望事項
○六ヶ所、むつ小川原地域へのアクセス道路の整
備について
　十和田市は、むつ小川原地域で働く人々の生活拠
点都市の機能を果たしており、アクセス道路が必要
であることから、十和田市と六ヶ所、むつ小川原地
域への最短距離の道路整備を図ること。
　
○一般国道103号青橅山バイパスの早期整備促進
について
　奥入瀬バイパス（惣辺・青橅山）は、奥入瀬渓流
の交通渋滞の解消及び環境保全を図るため整備さ
れ、平成９年秋に供用が開始されているが、奥入瀬
バイパスに接続する一般国道103号の青橅山・子ノ

口間は狭隘な上に、急カーブ、急勾配が続き、交通
事故が多発している。
　また、この区間は山腹の崩落事故等により、度々
通行不能となることが懸念されるため、観光客の受
入や物流に支障をきたしている。
　ついては、観光客の交通安全の確保及び自然環境
保護対策の観点からも、早期整備を図ること。
　
○東北新幹線七戸十和田駅開業に伴う観光客等に
対応した整備について（むつ会議所と共同）
　東北新幹線全線開業に伴う、東北新幹線七戸十和
田駅の活用は、十和田市を含めた周辺市町村及び下
北地域にとって、将来の地域発展を担う大きな課題
であることから、次の項目の実現を図ること。
①十和田・七戸間のアクセス道路整備を含めた二次

交通対策等環境整備を図ること。
②むつ・七戸間のバス、自家用車利用者の利便性向

上を図ること。
③駅舎整備に伴い十和田市物産販売コーナーの設置

を図ること。
　
○高齢社会にも対応した県立多目的室内スポーツ
施設の中心市街地への建設実現について
　高齢社会にも対応した多目的室内スポーツ施設

（冬期間アイススケート、カーリングでの使用可能）
の十和田市中心市街地への建設実現を図ること。

　青森県商工会議所連合会（以下：県連）では、６月
12日に平成26年度総会を開催し、今年度の事業計画
や行政関係機関等に対して提言する意見・要望事項等
６議案について審議。当所からは石川会頭をはじめ、
岩間・今泉両副会頭、櫻田専務理事が出席した。
　今年度の県連事業の基本方針（概要）と、当所に関
連する新規最重点要望事項及び重点要望事項は以下の
通り。

ISO9001認証取得

代表取締役

〒034-0094 青森県十和田市西二十二番町2-41
TEL 0176-25-2100㈹　FAX 0176-25-2101
URL　http://www.ishikawasekkei.co.jp

石　川　正　憲



問２．樹齢推定 300 年以上で、柏木集落の天満宮入口に 2 本 1 対で立ち、鳥居代
わりに植えられたと伝えられている市天然記念物の巨木は？

　　　①黒松　②蝦夷松　③赤松　④ジュウシマツ
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2015 Ｂ-1 グランプリ 十和田市開催決定 !

Ｂ-1グランプリ応援バスツアー開催!!Ｂ-1グランプリ応援バスツアー開催!!

2015 Ｂ-1 グランプリ 十和田市開催決定 !2015 Ｂ-1 グランプリ 十和田市開催決定 !

2015
第10回

ご当地グルメでまちおこしの! B-1グランプリ
十和田大会開催に向かって -1-

　2015年の「第10回ご当地グルメでまちお
こしの祭典! Ｂ-１グランプリ」を十和田市で
開催することが、６月27日に正式決定。同
日市役所で開かれた共同記者会見で、主催者
である愛Ｂリーグ（（一社）ご当地グルメで
まちおこし団体連絡協議会）の渡邉英彦代表
理事が発表するとともに、開催自治体の小山
田市長及び開催地団体である十和田バラ焼き
ゼミナール（バラゼミ）の木村学長、畑中舌
校長が決定の喜びと開催に向けた意気込みを
語った。
　開催は来年秋頃を予定。詳細については、
これから実行委員会を立ち上げて計画し、準
備を進めていく。
　
　選考にあたり、バラゼミでは６月10日に立候補を表明して事業計画書を愛Ｂリーグに提出。他に正式な
立候補をした団体はなかったものの、これまでの活動実績などから開催地に相応しいと判断され、満場一致
により決定したとのこと。十和田バラ焼きによるまちおこしサポータークラブ（バラサポ、十枝内亘代表幹
事）が中心となって１万人以上集めた署名活動も、市民の総意として伝わり大きな後押しとなったようだ。

　同大会には、全国から60を超える団体の出展（昨年の
豊川大会は64団体）と、昨年９月に当市で開催した北海道・
東北Ｂ-１グランプリ（2日間で約18万人来場）をはるかに
上回る来場者が予想されることから、十和田市のPRに繋が
るとともに大きな賑わいの創出と経済の活性化が期待され
る。今年秋の福島県郡山市での全国大会でゴールドグラン
プリを獲得し、来年の地元開催に弾みをつけたいところだ。
　当所石川会頭が会長を務める全国Ｂ-１グランプリ誘致
推進協議会では、これまで陳情書提出など大会招致支援を
行ってきたが、今後は大会成功の支援活動を展開していく
予定。本誌でも各種情報をお知らせしていきたい。

　
　今年10月18日（土）・19日（日）に福島県郡山市で開催される第９回全国Ｂ-１グランプリでゴールドグ
ランプリ獲得を目指す十和田バラ焼きゼミナールを応援するため、無料応援バスツアーを実施します。皆さ
んで一緒に応援に行きましょう！
　
対　象　当所会員事業所各コース２名まで

コース　①1日応援バスツアー（10月18日及び19日、各日先着35名）
　　　　　行　程　両日とも当所前発着 5:00発―22:00着
　　　　　※Ｂ-１グランプリクーポン券、保険料として1,500円いただきます。
　　　　②1泊2日応援バスツアー（10月18日～ 19日、先着35名）　
　　　　　行　程　当所前発着 18日13:00発―19日22:00着
　　　　　※ホテル宿泊代、Ｂ-１グランプリクーポン券、保険料として12,000円いただきます。

申込期間　８月６日（水）～９月５日（金）

【お申込み・お問合せ先】十和田商工会議所総務課　TEL 0176-24-1111
※詳しくは、本誌８月号（８月５日発行）に同封する開催要項・申込書に掲載します。

郡山市

みんなでバラゼミを応
援しよう!

開催地決定の記者会見で笑顔のラビアンローズ！

6月10日に行われた立候補表明記者会見

申込は８月６日（水）から！
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執筆者：日経 BPヒット総合研究所上席研究員　渡辺和博　
　日経 BP 社が発行する日経トレンディは、マーケットの動きやライフスタイルの在り方などを視野に入れながら、「商品」
と「サービス」の新しい潮流を取り上げ紹介する情報誌。世の中のトレンドや流行、新製品・サービスの動向など、生活に関
するあらゆる情報を幅広く分析し、紹介している。

第４回
『便利さ』が生む不利と『不便さ』が生む価値

知ってお
くべき 平成26年度税制改正 vol.4

　先日、奈良を訪れて地元の知人にいろいろ話を聞きな
がら案内してもらいました。世界遺産の古都をはじめ、見
どころがたくさんある奈良ですが、宿泊施設や宿泊客室数
は全国的に見ても少ないことで知られています。京都や大
阪まで１時間以内で行ける利便性と、温泉やグルメの点
であまり知られていないなどの理由があるようです。
　奈良で、まず案内してもらったのが帯解寺（おびとけ
でら）という小さなお寺でした。1000年以上も前から
安産祈願の寺として知られ、皇室や将軍家にもゆかりの
深いところです。現在でも皇室関係者が訪れています。
この先の日本全体の少子化を考えてお参りしてきまし
た。奈良の中心エリアから車で15分ほどなのですが、
一般の観光客はあまり訪ねません。
　交通が便利だからゆえに宿泊客が少なく、交通が不便だ
からゆえに訪ねる人が少ない貴重な観光資源が埋もれてい
る。一言でいえばそうなっているのが奈良の実情です。
　いろいろな地域に行くと、地元の人は交通手段が整備
されることに大きな期待を持ってい
ることが分かります。しかし、便利
が良くなるデメリットも知っておく
必要があると思います。例えば、あ
る地域が日帰りできるようになれ
ば、宿泊施設のニーズは少なくなり
ます。地元の商店街や商業施設は、
より広いエリアに存在している同様

の施設とライバル関係になってしまいます。
　実は、奈良で今後の展開が期待できる事例にいくつか
出合いました。１つは「あすかルビー」というブランド
のイチゴです。栽培されるエリアが狭く、大阪や京都に
さえ出回っていないという ‶幻のイチゴ"です。いろい
ろ探し回って道の駅で見つけて東京まで持ち帰りまし
た。大ぶりですっきりと上品な甘さは、これまで経験し
たことのないものでした。すっかりファンになり、周り
に口コミで伝えていますし、来年もきっと何とかして手
に入れたいと思っています。
　また、地元でいま注目されているレストランも面白い
ものでした。家具の工房に併設したカフェで、あえて奈
良市街の中心から離れた場所の森の中に店を構え、店内
にはゆったりとしたテーブルを配置しています。高原の
森の中にいるようなくつろぎを感じました。この店だけ
でなく、生駒山を登っていった中腹にあるピザレストラ
ンでは、抜群の夜景を見るために県外からも多くの客が
訪れているそうです。
　面白いのは、いずれも県外の人あるいはいったん県外に
出た人がその場所をあえて選んで開業した点です。地元の
人が「不便だから競争力がない」と判断した場所に、新
たな価値を見いだしたというわけです。
　地元だけで知られているもの、あるいは地元では価値
だと思われていないものでも、見方を変えれば、強力な魅
力を発揮できる可能性があるのだと実感しました。

法人が支出する交際費等（一人当たり5,000円の飲食費等を除く）は、原則、全額損金不算入とされているが、
①中小法人の800万円に達するまでの全額損金算入可能という現行制度適用期限を２年間延長するとともに、
②全法人について、交際費のうち飲食のための支出の50%を損金算入可能（適用２年間）とする。
※中小法人は、①と②との選択適用ができる。

交際費課税の特例措置の拡充・延長

【適用期間：２年間（平成27年度末まで）】

【現行措置】
（２年間延長）

中小法人のみ

【新設】
（２年間）

全ての法人

交際費等

１人当たり5,000円
以下の飲食費

１人当たり5,000円
以下の飲食費

福利厚生費、会議費等 飲食費以外（得意先への慶弔費など）

飲食費以外（得意先への慶弔費など）

飲食費以外

飲食費

飲食費

福利厚生費、会議費等

800万円まで
飲食費

上限なし
飲食費（50％まで）

法令で「交際費」の範囲から
除かれているもの（損金算入可） 損金算入可能
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青年部INFOMATION 会員募集中
●年齢50歳まで●年会費18,000円
●連絡先／十和田商工会議所青年部　24-1111

～青年部も第10回Ｂ-1グランプリの十和田市開催を応援しています～

　十和田商工会議所青年部（YEG）では会員を募集しております。是非、あなたも YEG に入会し、十和田市
の発展のため一緒に楽しく事業を行い、楽しい仲間を見つけてみませんか ?
　今回は、現在 YEG に所属しているメンバーの氏名、事業所名を平成 26 年度の組織図で紹介します。

問３．現在の跡地から六戸町の小平と柳町、鶴喰までの範囲を治めていた伝法寺羽
立城の城主は？

　　　①南部三郎光行　②津村伝右衛門　③対馬平次郎影満　④津軽為信

【お問合せ先】十和田商工会議所青年部事務局　担当　目時　TEL 0176-24-1111

㈲新谷建築工業
新　谷　義　広

㈱相坂屋
江　渡　光　子

㈲とわだ防水
岩　城　好　輝

㈱経商事
小山田　瑞　基

㈱福萬組
井　上　司　子

漆舘建設㈱
漆　舘　　　昇

㈱大竹菓子舗
大　竹　正　貴

㈱小笠原新聞店
小笠原　大　地

㈱澤建工業
蛯　澤　康　之

SWANKY DRUNKY FACTRY
北　上　　　享

㈱大竹電化センター
大　竹　　　昇

㈱サンコウゲイプラス
鎌　田　秀　幸

十和田富士屋ホテル
枋　木　勝　彦

㈱テクノル十和田支店
坂　本　　　豊

甲田設計
甲　田　　　徹

郡川自動車商会
郡　川　一　幸

三成ホームズ一級建築士事務所
川　村　浩　唯

黒澤商事㈲
黒　沢　誠　一

㈲佐々木ガス商会
佐々木　紀　仁

㈱パナデン杉山電気
杉　山　正　則

㈲佐々直建築
佐々木　紀　昭

㈲サトムラ
里　村　辰　徳

㈲プロスクリーン
国　分　　　聡

㈱グリーンホーム
佐　藤　勇　一

協栄自動車整備協業組合
竹ヶ原　拓　美

㈲トコス
竹　島　直　樹

㈲佐野水道設備
佐　野　勝　貴

㈲エムズ・SETO（焼肉・冷麺ひびき）
瀬　戸　光　法

東野珠算塾
沢　村　千　晴

小料理おばちゃん
須田山　アケミ

㈲吉田薬局
竹　田　裕　一

田中建設㈱
田　中　大　文

田清第一店舗
田　中　大　一

㈲ほてい堂薬局
関　野　豪　貴

㈲田島生花店
脊　戸　潤　子

㈱寺澤重車輌
寺　澤　照　彦

ナイトイン・スキャンダル
寺　澤　裕美子

豊川工業㈱
豊　川　幸　男

Dew  gravy
鳥谷部　　　恵

㈱竹達建設
竹　達　大　輔

㈱十和田スズキ自販
種　市　裕　樹

丸井重機建設㈱
丸　井　哲　人

サン・ロイヤルとわだ
三　浦　潤　子

㈱中綱組
中野渡　新　一

スナック   ハンター
中　村　育　子

㈱新山運送
新　山　良　平十枝内　　　亘

ゲストルーム・アン
浜　田　あき子

田中商工㈱
吉　田　光　仁

㈲吉金商店
吉　田　　　泰

スナック CROSS
中　村　久美子

程川電気工事㈱
程　川　竜　児

㈲三本木燃料
古　内　庸　郎

㈱読売センター十和田
古　田　祥　久

㈲みぞぐち布団店
溝　口　奈美子

㈲丸善クリーニング
山　道　誠　剛

Bar  B.club
吉　田　　　勇

㈱タナカ設備
田　中　健太郎

まるふじ製箸
苫米地　　　賢

㈱小松建設
小　川　秀　樹

三本木商事㈱
長谷地　信　也

㈲アート印刷
黒　田　真　之

㈲相坂電気
木　村　長　敏

㈱沼口工務店
沼　口　茂　生

㈱成田設備
成　田　一　郎

㈲こうけん商事
竹ヶ原　澄　子

平野商事㈱
平　野　公　彦

㈱ダスキンカキモト
柿　本　　　聡

㈱金沢重機工業
金　沢　守　昭

㈱エイ・ジェイ・アイ
佐々木　毅　彦

日刊東北印刷所
佐　藤　百　年

十和田タクシー㈱
田　中　宏　一

委　　　員 委　　　員 委　　　員

委　員　長 副 委 員 長 委　員　長 副 委 員 長 委　員　長 副 委 員 長

総務担当副会長 観光担当副会長 研修担当副会長

総務委員会 観光委員会 研修委員会

監　　　　　事 直 前 会 長 専　　　務 副　専　務

会　　　長

弁護士法人
十枝内総合法律事務所十和田支所
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　当所中小企業相談所では、６月12日に「中堅社員 ‶実
践力" 習得セミナー」を開催。リーダーの人材育成、ひ
いては組織全体の成長を促すことを目的に、「リーダー
力!部下モチベーションの引き出し方」と「目標管理と
中堅社員として知っておきたい経理・財務の知識」の２
部構成で行われ、㈱セミナー東北の専任講師で対話コン
サルタントの大竹辰也氏と、同顧問・専任講師で経営コ
ンサルタントの齋藤雄一氏がそれぞれ務めた。

　十和田市商店街連合会（今泉礼三会長）では、６月３
日に第45回通常総会を開催。平成25年度の事業報告を
はじめとする議案4項目を審議し、全て承認された。
　今年度は、基本方針を「連合会の連携・工夫をより一
層高めて商店街の活性化に努める」と定め、ストリート
フェスタや情報誌『ちょこっと』発行の事業を継続する
とともに、Ｂ-１グランプリ全国大会の誘致活動への協
力も図っていく。

　十和田市飲食業会では、６月18日に定時総会を開催
し、事業報告等全５議案を審議。とわだ雪見ラリーやカ
クテルパーティ等事業の開催、会員増強運動の実施等が
今年度の事業計画として承認された。
　また、任期満了に伴う役員改選では、理事の福沢ひさ
子氏（アムール）が退任し、新たに鈴木幸治氏（異邦人）、
吉田勇氏（B-club）を理事に選任。寺澤裕美子会長をは
じめとする他の役員は全員再任となった。

　青森労働局では、６月10日、来春の高等学校卒業予
定者を対象とした採用活動の早期取組を要請するため、
当所にて懇談会を開催。青森労働局職業安定部の冨田部
長をはじめ、県や高等学校の関係者らが来所し、就職支
援事業等の取組や十和田管内の職業紹介状況について説
明した上で、未来の青森県を担う「人財」確保に向けた
早期採用活動及びその呼びかけを、当所や十和田地区雇
用対策協議会に要請した。

「人材」確保に向けて早期取組を
求人提出・採用活動早期取組要請懇談会

業界の福祉と繁栄を期して
十和田市飲食業協会定時総会

リーダーを育成し組織強化へ
人材育成セミナー開催

連携と工夫を高めて活性化推進
十和田市商店街連合会総会

総会開催にあたって挨拶する今泉会長

講師を務めた対話コンサルタントの大竹氏

役員改選により再任した寺澤会長

早期取組のお願いをする青森県労働局職業安定部の冨田部長

Topics



問４．原作は十和田市出身の小説家・川上健一氏の「四月になれば彼女は」で、
2006( 平成 18) 年に公開された映画のタイトルは？

　　　①ビバヒル　②タカラコスモス　③アルフ　④アオグラ
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　㈱まちづくり十和田（岩間惠美郎代表取締役社長）で
は、６月26日に第５期定時株主総会を開催。事業経過
及びその成果を報告した。
　報告によると、平成25年度は、主要事業として当所
や商店街連合会・振興組合等の受託事業、現代美術館の
グッズ販売事業などを実施。しかし、補助事業を実施す
るに至らなかったため、売上が減少し利益計上とならな
かったとの報告があった。

　当所では今年度、消費税率引き上げに伴う消費税転嫁
対策窓口相談等事業の一環として３回のセミナー開催を
計画。その１回目が、６月26日、㈱経営ドクター代表
取締役の島村信仁氏を講師に招き、「コンビニのノウハウ
に学ぶ!人が集まるお店の演出と効果」と題して行われた。
　セミナーでは、コンビニにはなぜ人が集まるかという
視点から、消費者を惹きつけるマーケティングのポイン
トなどをレクチャーした。

価格転嫁でも人が集まるお店に
消費税転嫁対策セミナー

事業経過と成果を報告
㈱まちづくり十和田定時株主総会

定時総会の様子

講師を務めた㈱経営ドクターの島村氏

おによん

おによん
■店主　尾野　晃司   ■場所　東三番町 7-16
■TEL / FAX　0176-25-8160　■定休日　月曜日
■営業時間　17:30 ～、ラストオーダー 22:30

二十四 アツアツの中華料理 石焼麻婆あんかけチャーハン
本場の中華
　料理人の個性が表れる中華料理。今年10周年を迎
える「おによん」は、本場中国産の香辛料を使った御
飯・麺がメインの中華食堂の店だ。

アツアツ看板メニュー
　中華料理の代表とも言える「麻婆豆腐」と「チャー
ハン」のコラボ。熱しられた石焼の器で待ち構える
チャーハンに、アツアツの旨辛い麻婆豆腐をトロっと
かける。そこで、麻婆豆腐はジュージュー音をたて、
チャーハンを包む。二つのバランスを保つために、優
しい味付けをしたチャーハンが麻婆豆腐の辛さと絡み

合い、最高の一品となる。是非一度ご賞味あれ。

お待ちしております
　女性に人気の「エビチリオムライス」などメニュー
も豊富。宴会プランもあるので、会社や友達などの団
体で予約も可能。尚、各種テイクアウトも OK。

ジ
ャ
ズ
が
流
れ
る
落
ち
着
く
空
間

見
た
目
、
匂
い
、
そ
そ
ら
れ
る
の
は
間
違
い
な
い

Topics



ＴＣＣＩ
Towada
Chamber of
Commerce ＆
Industry 十和田商工会議所からのお知らせ

　当所では、日本政策金融公庫の定例金融相談を開設し
ています。7 月は下記の日程で開催します。相談ご希望の
方は事前にお申込み下さい。
相談日時：7月 10日 ( 木 )・24日 ( 木 )　10:30 ～ 12:00
【お申込み先 (要予約 )】当所相談所 TEL 0176-24-1111

簿　　記（第 138 回 1～ 4級）
　検定日：11 月 16 日（日）
　受付期間：9 月 26 日（金）～ 10 月 17 日（金）
販  売  士（第 74 回３級）
　検定日：7 月 12 日（土）　※申込受付は終了しました。
そろばん（段位・1～ 3級）
　検定日：10 月 26 日（日）
　受付期間：8 月 18 日（月）～ 9 月 25 日（木）
【お問合せ・お申込み先】  当所検定係   TEL 24-1111

日　時　8 月 16 日（土）　19:00 ～ 19:45
場　所　稲生川　第一西裏橋
 
灯ろう販売中
　①紙灯ろう・・・ 800 円
　②船型灯ろう（小）
　　　　　 ・・・1,300 円
　③船型灯ろう（大） 
　　　　　 ・・・1,800 円
 
【お問合せ・灯ろうのお買い求め先】
太素顕彰会事務局 ( 当所内 )　TEL 0176-24-1111

　（公財）青森県暴力追放県民センターでは、暴力団
等反社会的勢力からの不当要求に対する具体的な
対応策等を学ぶための講習会を開催します。

日　時　８月 21 日（木）　13:30 ～ 16:30
会　場　サン・ロイヤルとわだ
受講料　無料

【お申込み・お問合せ先】
（公財）青森県暴力追放県民センター  TEL 017-723-8930

お問合わせ先　当所中小企業相談所　ＴＥＬ２４－１１１１

マル経の金利は
年1.45％

政府系融資制度「マル経」情報

（平成26年6月11日現在）

商工会議所がお勧めする

●十和田市内で１年以上継続して事業を行っていること
●常時雇用する従業員の数が、製造業等では20人以下、
　商業・サービス業では５人以下(個人の家族従業員・
　法人の役員は除く)の企業
●所得税・法人税・事業税・住民税・消費税等、納期限
　の到来している税額をすべて完納していること
●従前(原則６ヶ月以前)から商工会議所の経営指導(相
　談指導)を受けていること

融資対象

（1,500万円超の場合は
　　　別に要件あり）
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日商検定試験情報（当所実施分）

定例金融相談

左から①紙灯ろう、②船型灯
ろう（小）、③船型灯ろう（大）

最高2,000万円

不当要求防止責任者講習のお知らせ2014十和田納涼まつりのお知らせ

稲生川灯ろう流しのお知らせ

日　時　７月 25 日（金） 17：00 ～ 20：30 ※雨天決行
場　所　十和田市相撲場
納涼まつりチケット好評販売中
料　金　１枚1,500円（飲み物2杯&おつまみ2品分）
販売期間　７月 18 日（金）まで
販売場所　十和田商工会議所、AST 内（（一社）十和田市
　　　　観光協会、クラージュ）、上北農産加工農業
　　　　㈿、奥入瀬ろまんパーク、稲本商事㈱

【お問合せ先】
十和田納涼まつり実行委員会事務局（稲本商事㈱内）
TEL 0176-23-7251

　当所商標管理委員会では、「バラ焼き」・「十和田バ
ラ焼き」の適正かつ効果的な使用を管理・運営する
窓口として、地域ブランドの保護・強化に加え、当所
会員相互の連携力を高めて地域経済の活性化を図っ
ていきたいと考えています。
　ご不明な点・ご相談等ございましたら下記までご
連絡ください。
【お問合せ先】
当所商標管理委員会　 TEL 0176-24-1111

平成26年度  十和田市秋まつりは

【お問合せ先】（一社）十和田市観光協会  TEL 0176-24-3006

９月５日㈮・６日㈯・７日㈰
に開催いたします。

「バラ焼き」・「十和田バラ焼き」の商標について



さわやかさわやか

　とわだの魅力って何だろう…。いまは「人」かな、開拓に協力した「人」

なのかなと思う。動かない、感じないと言われるが、そのようなふりをし

ていたほうが無難でした。しかし、最近違ってきた。感じて、企画して、

協力し合っている人が増えているように思う。とわだの魅力増えてきまし

た。愚痴を聞いてあげられる魅力があればまとまる。時かな。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ）

協力：のびのびマンガ教室（十和田）

解答　問１．①　問２．③　問３．②　問４．④

中小企業者のための

青森県火災共済協同組合
青森県中小企業共済協同組合
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

お知らせ
　本誌FRONTIERでは、皆様
からの情報を随時募集しており
ます。掲載してほしいお店や人
物など、自薦他薦問わずお待ち
しております。
十和田商工会議所
広報係まで　TEL　24-1111

１枚写真館

つ ぶや き

　サッカー大会の最高峰の試

合が連日繰り広げられてい

る。そんなＷ杯真っ只中に行

われていた中体連。数年後、

この中からも世界と戦う選手

が誕生しているかも!?目指

せ、将来の日本代表!!

（tkr）

〔Ｗ杯イヤー〕

短命県平均こえて生きてます
お年寄りが多いのに短命県だとは…

前田　芳美

相性はいいが喧嘩の種も持つ
喧嘩するほど仲がいいと言います

中村しげし

とりあえず明日は休みだ缶ビール
一仕事終えた後のビールは最高

木村　　智

救急車帰りは歩く間の悪さ
健康なことにとりあえず感謝

浜中もとく

（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）
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どんな業務を担当していますか？

　後方事務で、入金伝票の処理や

電話応対、ＡＴＭの案内を担当し

ています。

 

確認を大切に

　私達の業務は正確さが大事です

ので、確認を怠らないように心掛

けています。今は時間をかけて確

認をしていますが、より迅速かつ

正確に確認できるようになりたい

です。

 

今はまだ…

　業務で難しいと思うことは、全

てですね(笑)。入社してまだ数か

月で、やる事・覚える事がたくさ

んあるので、今は、一つ一つ身に

付けるように頑張っています。

 

特技？です

　私は人の名前と顔を覚えること

が得意です(笑)。たくさんの人が

出入りし、接客が大事な仕事なの

で特徴を発揮できると思います。

 

マイブーム

　社会人になってから車を運転す

るようになり、ドライブにハマっ

ています。大好きな祖父や祖母を

いろんな所に連れてってあげたい

です。

 

海外にfriend

　海外に行くことが好きで、学生

の頃、何度かホームスティをしま

した。海外にも友達ができ、今で

も連絡を取っています。

 

オールラウンドプレイヤー

　どの業務でも任せられるように

なりたいです。そして、お客様や

職員から信頼される行員になれる

よう頑張ります。

株式会社 みちのく銀行
十和田支店

内 野 春 香さん
（22歳）

うち の はる か

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

平成26年7月5日発行  第246号（毎月1回5日発行）

発行所　十和田商工会議所　十和田市西二番町4-11 　0176　1111・FAX　1563 発行責任者 石川正憲　定価100円24 24
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→
手
作
業
で
は
延
々
と
時
間
が
か
か
る
皮

剥
き
も
、機
械
を
使
え
ば
短
時
間
で
完
了
！

↑
用
途
に
合
わ
せ
て
ビ
ン
で
も
缶
で
も
、
サ

イ
ズ
も
中
身
も
多
様
に
対
応
可
能
。１
ビ
ン

(

缶)

か
ら
で
も
Ｏ
Ｋ
。

秋
は
キ
ノ
コ
が
最
盛
期
。旬
の
味
覚
を
新
鮮
な
う

ち
に
閉
じ
込
め
る
。

　タケノコやキノコなど、季節毎に楽しむことができる山
菜採り。でも、収穫後の下ごしらえがちょっと厄介。採って
いるうちは楽しかったのに…。
　そんな悩みを解決してくれるのが伊豆田商店。大収穫で
も心配ご無用。大鍋で一気に茹で、タケノコの皮も機械で
スルスルっと ! ビン詰・缶詰にしてもらったら、そのまま
保存するもよし、遠方の親戚・友人に贈るもよし ! お気軽
にどうぞ !!

Facebook にて情報公開中！
　　　https://ja- jp.facebook.com/Izukofoods

伊豆田商店
（イズコーフーズ ）

北園小
西小

スーパーカケモ
ハッピードラッグ

伊豆田商店伊豆田商店

コメリ

マックスバリュー

ツルハドラッグ

ポニー温泉

ＪＡ十和田おいらせ

中
央
病
院

市
役
所

★

有限会社 伊豆田商店
代　表　伊豆田　孝 市

場　所　三本木字西金崎 94-１

ＴＥＬ　0176-22-1821
ＦＡＸ　0176-22-1820
定休日　日曜日
　　　　（収穫シーズンは無休）

料金（ビン・缶代込）　☆ビン 180 円～　☆缶 160 円～
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