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また新しく市の施設が新設された。「教育プラザ」である。
未来に向けた市民の文化活動の拠点となるだろうと期待は大きい。

三月や知の殿堂は晴れわたり　　晃

新たに14事業所が入会 新入会員インフォメーション
●〈言葉の力〉、３月～４月上旬の行事予定
●〈この人に聞く〉東北電力㈱十和田営業所長 平野伸一郎さん
●〈トレンド通信〉本当に売れる “サイズ” ですか？
●〈匠〉手づくりほか弁のあるコンビニ　㈲シーブイエス・サンコー
●〈我がまちにラビアンローズ〉第４回 もてなす側の感動を分かち合いましょう
●〈青年部インフォメーション〉谷川真理氏講演会開催
●　平成27年度 日商検定試験のお知らせ
●〈今月のショーウィンドー〉法律事務所 奥入瀬
●〈キラめけっ未来の主役〉㈲丸善クリーニング 山道慶輝さん
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FRONTIER的とわだ検定

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
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生き生きとした職場づくりを
　これまでずっと配電部門に所属し、主に安定供給
や業務の効率化を図るための配電機器の開発と新シ
ステムの導入等に携わってきました。昨年、所長と
なり十和田営業所に着任しましたが、働きやすさを
考える上では同様です。明るく元気な雰囲気で、所
員たちが迷わず前に進んでいけるような職場づくり
をしていきたいですし、そうすることで、お客様と
の距離もグッと近づくのではないかと思います。
　
やれることには迷わず即行動
　地域に根ざした企業として、イベントや清掃ボラ
ンティア等の地域活動へ積極的に参加し、地域の
方々との交流を深めています。やれることにはどん
どんチャレンジしていきたいので、特に今秋、十和
田市で開催されるＢ-１グランプリでは、所員の士
気を高めながら是非皆で盛り上げていきたいです。
　
情報発信で地域に貢献
　各種の情報提供も推進しています。IH 料理教室
やヒートポンプ教室を通して省エネでエコな暮らし
を紹介しているほか、太陽光や原子力等のエネル
ギーについて勉強会や講習会を開いたりもできます
ので、お気軽にご相談ください。
　
いかなる状況でも使命感
　2016 年に始まる電力全面自由化により、電力を
取り巻く環境は大きく変化していくと考えていま
す。これまでの高圧のお客様に加えて、一般のご家
庭も自らの意志で電力会社を選択できるようになり
ますが、私たちは、平常時でも緊急時でも、低廉で
質の良い電気を安定的に供給し続けるという使命を
果たしながら、“ 電気と言えばやっぱり東北電力だ
ね”とお客様に言っていただけるよう全力で努めて
いく所存です。そのためにも、常に高い技術・知識・
意識を備えておくことはもちろん、お客様目線で事
業を考えられる人材、様々な課題・危機に対しても
突破口を見出せる人材などの育成にも鋭意取り組
んでいかなければと考えています。
　
お客様の声を励みに
　時にはお叱りをいただくこともありますが、やは
りお客様の声は私達の励みです。特に子供達からの
手紙には一層頬が緩んでしまいますね。ですから、
もしも所員の働く姿を見かけた際には、是非お声を
掛けていただけたらなと思います。

問１．和井内貞行により十和田湖での養殖に成功したヒメマスの特徴として間違っているものは?
　　　①ベニザケの陸封型（湖沼残留型）をさす　②原産地は「チミケップ湖」と「阿寒湖」

といわれている　③身は美しく透き通るような白色　④川魚特有の臭みがない
3

東北電力㈱十和田営業所長。1966年岩手県花巻市生まれ。東北大学
大学院工学研究科修了。東北電力㈱入社後は、配電部門に所属し、シス
テム導入や配電機器の開発等を手がけてきた。昨年7月に所長として十和
田営業所に着任し、現在に至る。十和田商工会議所参与。

Profile

事業所概要
所　　長：平野　伸一郎
所 在 地：十和田市西三番町7-1
事業内容：一般電気事業
Ｔ Ｅ Ｌ：0176-25-5001　　Ｆ Ａ Ｘ：0176-24-3760
Ｈ　　Ｐ：http://www.tohoku-epco.co.jp/
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会員数　1,223 事業所
（平成27年3月1日現在）

平成 26年 11月～
　　平成 27年 2月入会分

観光交通部会

イーグルボウル株式会社

東三番町1-41
ムツミヤビル１階Ａ号
ＴＥＬ/ＦＡＸ 0176-22-7788

観光交通部会

代　表 

セッテ・コローレ

［飲食業］

［ボウリング場］ ［乗馬サービス］

川　村　一　樹

東四番町3-37
ＴＥＬ 0176-25-1233
ＦＡＸ 0176-25-1155

代表取締役 

秋　元　博　行

稲生町15-5
ＴＥＬ/ＦＡＸ
　0176-22-4007

厚生部会

所　長

はるひと診療所

片　野　春　人

西十二番町11-15
ＴＥＬ 0176-58-5115
ＦＡＸ 0176-58-5173

理財・情報部会

弁護士

法律事務所 奥入瀬

［弁護士業］

［診療所・医療業］ ［学習塾］

保土澤　史　教
代表取締役

米　田　昭　博
伝法寺字大窪60-19
ＴＥＬ/ＦＡＸ
　0176-28-2033

厚生部会

株式会社 ミツバ資源

西十一番町50-29
ＴＥＬ 0176-58-7188
ＦＡＸ 0176-58-7189

理財・情報部会

代　表

さくらアカデミー

小笠原　一　樹

元町西四丁目8-38
ＴＥＬ 0176-24-9174
ＦＡＸ 0176-24-9241

工業部会

代　表

県南オートグラス

沼　岡　克　貴

三本木字佐井幅115-2
ＴＥＬ 0176-26-2945
ＦＡＸ 0176-26-2946

理財・情報部会

代表取締役  

有限会社 十和田乗馬倶楽部

上　村　鮎　子

大沢田字北野211
ＴＥＬ/ＦＡＸ
　0176-27-2058

建設部会

代　表

久保左官業

久　保　　透　

［　　　　］左官・基礎工事・
タイル工事

［　　　　　］自動車ガラス販売・
修理

［　　　］産業廃棄物
中間処理業

三本木字一本木沢48-2
ＴＥＬ 0176-24-1089

厚生部会

理事長 

社会福祉法人 生きがい十和田

山　端　政　博

［保育所］

http://ikigai-towada.net/

http://www.jtng.com/thrc/

http://www.sakura-academy.info/
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　当所建設部会では、２月５・６日の２日間にわたり県
外視察研修を実施。パシフィコ横浜で開催された「震災
対策技術展」を視察した。
　会場には、地震対策・自然災害対策に取り組む企業や
大学、国・県等の製品・技術が一堂に展示されたほか、
各種セミナーも開催。参加者は、災害の「備え」と「対
応」に対する最新テクノロジーを間近で体験するととも
に、その発展・発達を学んだ。

全国の災害対策技術が結集
建設部会県外視察研修

視察に参加した建設部会員のみなさん

　２月２日、部会員相互の親睦と異業種事業所との交流
を図ることを目的に当所全７部会合同による新年懇談会
が開催された。
　懇談会では、７部会を代表して大竹茂生活文化商業部
会長が「力を合わせて景気の波を引き寄せるとともに、
十和田市の魅力発信にも取り組んでいきましょう」と挨
拶。中根芳雄観光交通部会長の乾杯を合図に開宴し、新
年の抱負を語り合うなど互いの飛躍を誓っていた。

親睦を深め飛躍の糧に
７部会合同新年懇談会

７部会を代表して挨拶する生活文化商業部会大竹部会長

厚生部会

Dogsalon　TopArt

［ペット美容］ ［イベントサポート］

東四番町2-40
ＴＥＬ 0176-23-6510
ＦＡＸ 0176-24-2218

観光交通部会

代　表

CANCITY

中　市　　信　
東十三番町51-10
ＴＥＬ/ＦＡＸ
　0176-22-2085

代　表

横　浜　伊　織

三本木字西金崎127-8
ＴＥＬ/ＦＡＸ 0176-22-6832

工業部会

代表取締役

十和田振興農林
株式会社

阿　部　勝　美奥瀬字十和田湖子の口468
ＴＥＬ 0176-75-2922
ＦＡＸ 0176-75-2923

観光交通部会

民宿・食事処　根岸家
http://ww35.tiki.ne.jp/̃negishiya/

http://www3.hp-ez.com/hp/topart

ドッグサロン キャンシティトップアート

問２．市有形文化財で、三本木原開拓事業の基礎的図面として作成されたと推定さ
れる明治20年代の絵図は?

　　　①三本木原実測図　②寛文三本木村絵図　③大日本沿海輿地全図　④富嶽三十六景

［旅館業］
［林業全般］代　表

大久保　　明　
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十和田商工会議所
会員募集中

十和田商工会議所
会員募集中

　当所では、随時会員を募集しております。商工会議所を活用し、事業向上にお役
立て下さい。また、お知り合いの事業所がありましたら是非ご紹介下さい。

【お問合せ先】　十和田商工会議所総務課　TEL 0176-24-1111
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知っておくべき 税制改正 vol.11
　資産の早期移転を促進し、消費拡大を通じ
た経済活性化を図る観点から、子や孫等が受
贈者となる場合の税率を緩和する見直しを行
います。また、相続時精算課税制度※について、
適用対象者範囲の拡充を行います。平成27年
１月１日以後の贈与について適用。

資産課税の税制改正②  ～相続税の見直し～

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 12 回
本当に売れる “サイズ ”ですか？

　「このデザインのまま、もう少し小さいと売れるん
だけど」。先日、あるセレクトショップのバイヤーさ
んと地域発ヒット商品の開発現場を見たときに、バイ
ヤーさんがこんなことを言っていました。「小さきも
のは、皆うつくし」。清少納言は『枕草子』の中にそ
う書いています。この感覚は現代でも十分通用するだ
けでなく、さらに加速している
といえるでしょう。
　ところが、地域発で開発され
た商品は、工芸品に限らず食品
でも「サイズ」が大きすぎる傾
向があります。伝統的な工芸品
では「昔ながらのサイズ」で大
きくつくる感覚があり、なかな
かそこから抜け出せないので
す。招き猫やだるまなどがその
例です。食品でも、ご当地もの
は一袋当たりの内容量が多過ぎたりします。
　小さいもの、少ない単位のものが求められるのは、
生活スタイルの変化が背後にあります。例えば、昭和
30～40年代にかけて、日本の1世帯あたりの人数は、
6人以上が最も多かったのです。これが、どんどん減
少して昭和50年代では4人家族が多くなり、現在は1
人世帯や2人世帯が多くなりました。全世帯の平均は
今や2・4人程度です。今年は国勢調査がありますが、
この減少傾向はまだまだ続くと考えられます。

　これにより、消費の小口化という現象が起きていま
すが、それだけではありません。流通網の進化により、
少ない量の食品や日用品がどんどん届けられては消費
される時代になりました。家庭で食品や薬などのス
トックを多く持つスタイルは少なくなっています。ま
た、現代の消費者は、無駄なものは買いたくない、品

物選びで失敗したくないという
感覚がとても強くなっていま
す。特に若い世代ほどこの傾向
が強いです。これも消費の小口
化を促す要因になっています。
　最近のブランド米ブームを受
けて、とある地方の木工会社に
高級素材でデザインの良い米櫃
（こめびつ）の開発を提案した
ときに、その地域では、米は30
㎏単位で買うものと聞いて驚き

ました。都市部では2㎏単位が普通で、5㎏でも多い
という感覚だからです。
　「大きいことが良いこと」だったのは、高度成長時
代の名残にすぎません。ヒット商品が、小さくてかわ
いらしいものを好む女性市場を起点に多く生まれてい
ること、そして消費の小口化という時代の変化を踏ま
えて、開発中の商品があるなら思い切ってサイズを小
さくしてみることを考えてはいかがでしょうか。

●相続時精算課税制度の対象者の見直し
受贈者：20歳以上の推定相続人
贈与者：65歳以上の者

受贈者：20歳以上の推定相続人及び孫
贈与者：60歳以上の者

●相続時精算課税を選択しない場合（暦年課税）の税率表

200万円以下

300万円　〃　

400万円　〃　

600万円　〃　

1,000万円　〃　

1,500万円　〃　

3,000万円　〃　

4,500万円　〃　

4,500万円　超　

10％

15％

20％

30％

40％

45％

50％

55％

0万円

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

10％

15％

20％

30％

40％

45％

50％

55％

0万円

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円

各法定相続人
の取得金額

改正後（一般） 改正後（子・孫など）

税率 控除額

10％

15％

20％

30％

40％

50％

0万円

10万円

25万円

65万円

125万円

225万円

改正前

税率 控除額 税率 控除額

改
正
前

改
正
後
※贈与財産について、2,500 万円までは贈与時の税は非課税とされ、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の贈与時の価格
と相続財産の価格を合算し、相続税として精算する制度。



7FRONTIER 2015. 3

㈲シーブイエス・サンコー

有限会社シーブイエス・サンコー ■代表取締役　櫻田　靖夫　■場所　十和田市元町西二丁目13-21
■ＴＥＬ 0176-20-1420　　　■ＦＡＸ 0176-20-1421

　できたての“ 温かさ”と手づくりの“ 温かさ”がダ
ブルで伝わってくる CVS サンコーのほか弁。地元食材
を積極的に使用した『安全・安心・おいしい』の三
拍子が揃ったお弁当だ。
　
胃袋を掴んで十和田を元気に
　50 種を超すメニューの中、おすすめはみそホルモ
ン焼き丼（豚）。タレの染み込んだ柔らかくてプリプリ
のホルモンと半熟目玉焼きからトロけ出る黄身が絡み
合い、さらに丼スタイルにすることで、ご飯が欲しくな

る欲求を満たしてくれるから堪らない !!
　それに、肉厚ジューシーなたん塩が豪快にのったた
ん塩弁当も必食 ! ともにロングセラーの逸品だが、嬉
しいことに、これら人気メニューは日替りでサービス価
格になるのだ。裏メニューもあり、それは来店してみ
てのお楽しみ。
　
あったかホカホカのうちに食べていただきたい
　スポーツ大会や各種イベント・会議等でのお弁当も
予算・要望に合わせて対応。ホカホカを会場まで届け
てくれる。お酒やジュースももちろん配達 OK！

み
そ
ダ
レ
と
卵
黄
の
コ
ラ
ボ
が
食
欲
を

そ
そ
る
み
そ
ホ
ル
モ
ン
焼
き
丼
。

公益社団法人 青森県シルバー人材センター連合会
〒030-0822　青森市中央 1-25-3

青森共栄火災ビル3階
TEL 017-732-5757　FAX 017-732-5756

ホームページ　http://www.silver-aomorikenren.or.jp/

公益社団法人 十和田市シルバー人材センター
〒034-0083　十和田市西三番町 2-12

十和田市勤労青少年ホーム内
TEL 0176-25-0222　FAX 0176-25-0333
ホームページ　http://towadasc.web.fc2.com/

事業の詳細等お気軽にお問合せください。臨時的・短期的な仕事をご用命ください。

は
み
出
さ
ん
ば
か
り
の
肉
厚
た
ん
塩
が
魅
力
の

た
ん
塩
弁
当
。

★営業時間7:00～21:00（年中無休）、配達8:00～20:00、ほか弁7:00～19:00（火曜のみ16:00、LOは30分前まで）
十和田商工会議所TCCIナビ（http://www.towada.or.jp/blog/index.php）にお店情報掲載中。是非ご覧下さい。

青森県シルバー人材センター連合会

～シニアワークプログラム地域事業のご案内～
　55歳以上の方を対象に「技能講習」「面接会・職業相談会」を
開催し、高年齢者の雇用・就業を促進します。

高 年 齢 者 を ご 活 用 く だ さ い
求人・求職ニーズの
マッチングをお手伝
いします！

【平成26年度実施した技能講習】　44回実施し、540名が修了しました。
 ・介護食士3級　・清掃　・フォークリフト　・パソコン
 ・りんご栽培　・農業支援　・刈払機等振動工具
 ・ボイラー技士2級　・危険物取扱者(乙種第4類)
 ・介護支援　・室内リフォーム

【主な雇用先職種】　324名が就職・就業しました。
　・清掃 ・調理補助 ・施設管理 ・販売 ・事務 ・運転業務 ・農作業etc

問３．18世紀後半の建築と推定される当地方の農家の典型的な住宅であり、1973
（昭和48）年に国の重要文化財に指定されたものは?

　　　①旧山岡家住宅　②旧笠石家住宅　③旧下山家住宅　④旧松岡家住宅

求 職 者
働く意欲満々の高
年齢者が講習修了

事 業 主
高年齢者の　　
採用が容易に！



第４回

開催まであと212日

十和田市人材活用事業

地域づくり講演会
　　　　　　　日　時　3月 10日（火）15:00 ～ 16:30
　　　　　　　会　場　十和田市民文化センター
講　師　㈱東京組　代表取締役会長・十和田市企業誘致支援大使
　　　　中野渡　利八郎　氏
演　題　波乱万丈の人生～会長が語る成功の秘訣～
定　員　先着 300 名　　入場料　無料
【お申込み・お問合せ先】 十和田市観光商工部商工労政課
　TEL 0176-51-6773　FAX 0176-20-1591

　平成27年10月３日（土）、４日（日）に開催される
第10回ご当地グルメでまちこしの祭典！Ｂ-１グランプ
リin十和田のボランティア募集がいよいよ始まります。
たくさんの応募お待ちしております。
※詳しい情報は次号に掲載

【お問合せ先】
Ｂ-１グランプリin十和田実行委員会事務局
〒034-0082　十和田市西十二番町7-2
　　　　　　　（東奥日報社十和田支局2F）
TEL 0176-51-6799　　FAX 0176-58-5124
E-mail　b-1@towada2015.com

2013年「伝説の支部大会」
　十和田バラ焼きゼミナール（バラゼミ）が始め
たまちおこし活動が大きな波となり、ついにＢ－
１グランプリの開催を実現しました。
　私は、2013年の北海道・東北Ｂ－１グランプ
リin十和田が転機だったと思っています。見たこ
ともないほど人が溢れ、高校生や小学生のボラン
ティアが目を輝かせて活動していました。Ｂ－１
関係者の間では「伝説の支部大会」とまで言われ
ているそうです。
　
一人のボランティアとして

　私もボランティアとして参加しましたが、伝説
と評された大会に関わることができて、幸せでし
た。
　また、体力的には辛かったのですが、帰りがけ
の来場者から「ありがとう」「またやって欲しい」
などと声を掛けられると、グッと来るものがあり
ました。疲れも吹き飛びました。ボランティアを
やって本当に良かったと思っています。
　

ボランティアの大切さ
　Ｂ－１グランプリは、十和田の魅力を知っても
らうきっかけ作りの場です。来場した人に「また
十和田に来たい」と思ってもらうことが大事です。
だからこそ、おもてなしが重要なのです。
　その最前線に立つのがボランティアです。来場
者にまた「ありがとう」と言ってもらえるような、
素晴らしい大会になればと思っています。
　ボランティアとして参加すれば、他では味わえ
ない、もてなす側の感動が必ずあります。その感
動を、みんなで一緒に分かち合いましょう！
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～もてなす側の感動を分かち合いましょう～
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） 代表幹事  十枝内　亘さん

ボランティア募集のお知らせ

と　し ない わたる

furubayashi
長方形



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

総務委員会

委員長　田　中　健太郎
た なか けん た ろう

観光委員会

委員長　小　川　秀　樹
お がわ ひで き

　百田尚樹氏
の記念講演
は、海賊とよ
ばれた男のモ
デルになった
出光佐三のお
話でとても感
銘を受けまし
た。第二次大
戦時に５人に
一人戦死して
いた大正生まれの男子の境遇。終戦直後の絶望感しか
ない２日後に、社員千名の首を切らずに会社を再建設
すると宣言した社員への思いと決意。日章丸事件の裏
での、銀行、役人、保険会社の大正生まれの人の、日
本の為に命がけの決断をしたと言う内容でした。私は、
地域、日本、世界を思い、会社、社員、家族の為に仕
事をしていこうと改めて思いました。そのために
YEG の目的と楽しさを発信して活動したいと思いま
した。

　十和田商工会議所青年部の新年会が１月 22 日に富
士屋ホテルにて開催されました。
　まず、佐々木会長が年頭の挨拶をしました。そして
商工会議所青年部のメンバーであり、バラ焼きゼミ
ナールの学長でもある木村副委員長が 10 月３・４日
のＢ-１グランプリ in 十和田を PR し、「『おもてなし
のフェアプレー』で全国からたくさんのお客様をお迎
えしたい」と大成功を全員と共に誓いました。
忙しくなる一年を感じさせる新年会となりました。

　去る２月10日に十和田商工会議所青年部主催に
て、マラソンランナー谷川真理さんをお招きして「忍
耐は苦しい けれども その実は甘い」と題し講演会を
開催しました。開催当日は、老若男女150名を超える
参加者があり、本当にありがとうございました。その
大盛況ぶりにマラソン人気を肌で感じた次第でありま
す。
　青年部観光委員会では、十和田湖マラソン実現に向
けて本年調査研究をしてきましたが、実現に向けては
ハードルも高くまだまだ解決していかなければならな
いことがたくさんあり、少し気持ちも滅入っていたと
ころでありました。ところが、今回の講演を聞いて、
思いを実現するためには今苦しいけれど頑張りどころ
だと励みになる講演となりました。
　谷川真理さんは、青森県とは関わりが深く、県内各
地でランナーとして様々なイベントに協力していると
のことで、今後、十和田湖マラソンにもできる協力は
していきたいとのお言葉をいただきましたので、更に
実現に向けて頑張っていきたいと思っております。

十和田湖マラソン実現に向け

谷川真理氏講演会を開催

平成27年新年会を開催
東北ブロック連合会出向理事

　竹ヶ原　拓　美
たけ が はら たく み

全国大会で京都へ

問４．渋沢農場長や十和田市の初代市長などを務めた水野陳好氏の出身地は ?
　　　①群馬県　②山形県　③東京都　④石川県 9FRONTIER 2015. 3

京都市勧業館「みやこめっせ」で行われた記念式典

多
く
の
出
席
者
の
も
と
開
催
さ
れ
た
新
年
会

講
師
を
務
め
た
谷
川
真
理
氏

谷
川
氏
を
囲
ん
で



　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。３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（要予約）。
相談日時：３月 12日（木）・26日（木）　10:30 ～ 12:00
【お申込み先】十和田商工会議所相談所 TEL0176-24-1111

簿　　記（第 140 回２～ 4級）
　検 定 日：6月 14日（日）　
　申込期間：4月 20日（月）～ 5月 15日（金）
販  売  士（第 76 回３級）
　検 定 日：7月 11日（土）
　申込期間：5月 25日（月）～ 6月 19日（金）　
そろばん（段位・１～３級）
　検 定 日：6月 28日（日）　
　申込期間：4月 20日（月）～ 5月 28日（木）
【お申込み先】  十和田商工会議所検定係   TEL 0176-24-1111お問合せ先　十和田商工会議所中小企業相談所　TEL 24-1111

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

定例金融相談

最高2,000万円
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検定試験名 施行日

簿　記

6月 14日（日） １～４級 4月 20日（月）

9月 24日（木）

H28. 1 月 12日（火）

5月 25日（月）

8月 10日（月）

12月 14日（月）

4月 20日（月）

8月 17日（月）

12月 7日（月）

5月 15日（金）

10月 16日（金）

1月 29日（金）

6月 19日（金）

9月 4日（金）

H28. 1 月 22日（金）

5月 28日（木）

9月 24日（木）

H28. 1 月 14日（木）

～

～

～

～

～

～

～

～

～

１級
２級
３級
４級

7,710円
4,630円
2,570円
1,640円

１級
２級
３級
段位

2,100円
1,570円
1,360円
2,550円

１級
２級
３級

7,710円
5,660円
4,120円

１～４級

２～４級

３級

２級

１級～３級

段位・

１級～３級

11月 15日（日）

7月 11日（土）

9月 26日（土）

H28. 2 月 17日（水）

6月 28日（日）

10月 25日（日）

H28. 2 月 14日（日）

H28. 2 月 28日（日）

販売士

そろばん

級 受 付 期 間 受験料（税込）

日　時　３月13日（金）10:30 ～ 12:00
会　場　十和田商工会館　５階会議室
締　切　３月９日（月）
説明予定施策
　①研究開発・試作開発・設備投資をしたい
　　→生産性向上設備投資促進税制、中小企業投資促進税制
　　→ものづくり・商業・サービス革新事業
　②販路開拓をしたい
　　→ふるさと名物の開発、販路開拓支援事業
　　→地域中堅・中小企業海外販路開拓支援事業

　③魅力的な街づくりをしたい
　　→中心市街地再生事業
　④起業・創業（第二創業含む）したい
　　→創業・第二創業促進補助金
　⑤省エネを進めたい
　　→工場・事務所・店舗・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金
　⑥小規模事業者向け支援事業
　　→小規模事業者持続化補助金
【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所　相談課
TEL 0176-24-1111　FAX 0176-24-1563
※お申込み方法・詳細については、同封の折込みチ
ラシをご覧下さい。

経済産業省予算に係る説明会



　地方創生。今現在、国を挙げての大きなテーマになっている。人口減少
と少子高齢化の悪影響は地方経済にとって深刻であり、誰もが感じている
ことだろう。当市を含めた各地方自治体では、国からの要望により、今後、
2015 年からの５か年計画である「地方版総合戦略」と、将来展望である「地
方人口ビジョン」を策定しなければならないという。2060 年に人口１億
人程度を確保し、継続的な経済成長を目指すことが目的のようだ。安定的
な財政運営を前提にすれば、予算の執行についても従来型の配分ではなく、
各地域の実情に応じた柔軟性が求められているのかもしれない。地方経済
に携わる者として、どのような方向に舵が切られていくのか注視していき
たい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当Ｔ）

解答　問１．③　問２．①　問３．②　問４．④

１枚写真館

　見方によってはちょっとセク

シーな…ネジネジ。あのネジネ

ジとどっちが先だ ??

（tkr）

小山田桂晴

葛巻智津子

水野みね子

田中　　實
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力を入れて取り組んでいること
　洗い場やワイシャツのプレス、
修復、配達・営業といった当社の
業務全般に携わっていますが、中
でも今一番に頑張っていることは
シミ抜きです。易しいものから頑
固なものまで、どんなシミでも全
部キレイに仕上がるように取り組
んでいます。
　
一筋縄ではいきません
　素材や状態によって使用する洗
剤や手順は異なりますし、何より
もお客様からお預かりした大事な
品物ですので、些細なミスも決し
て許されません。想像以上にシビ
アな世界ですが、奥が深くやりが
いのある職業だと感じています。
　
もっと経験を重ねて
　確かな技術とスピードが求めら
れる中で、ベテランの方々の判断

力や見極める力、手さばきは驚異
的です。やはり経験がものを言う
と思いますので、自分もどんどん
キャリアを積んでいきたいです。
　
底なしの体力で
　全然疲れません！むしろ体力が
有り余っているくらいです。とに
かく体を動かすことが好きで、小
学校から続けているサッカーのほ
か、フットサルやママさんバ
レー、ジムでのトレーニングな
ど、ほぼ毎日運動しています。で
すが、元気過ぎておっちょこちょ
いな面もありがちなので、少しコ
ントロールが必要です（笑）。
　
プロフェッショナルとして
　これからもっともっと腕を磨
き、この道の達人としてテレビ等
で紹介されるくらいの職人を目指
します！

有限会社
丸善クリーニング

山 道  慶 輝さん
（20歳）

やまみち よ し き

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。十和田商工会議所広報係まで　TEL 0176-24-1111

法律事務所
奥入瀬

●日刊東北

国道 102号

市役所

ＡＩＪ
●　　

北
園
　

小
学
校

田清
●★

←
十和田湖

↓五戸町

奥 入 瀬
法律事務所

法律事務所　奥入瀬

　これから先ずっと人々の支えになり、地域の財産とな
りたい思いから「奥入瀬」というこの土地に関係する名
を、そのまま事務所名に。
　離婚・遺産・借金・刑事事件などの法律問題全般に対
して偏りなく、相談から解決まで対応。想像する力を大
事にしており、相手の心境にでき
るだけ近づいて接することを心掛
けている。お困りの際には、いつ
でもご連絡を！

←昨年、開業
　した新しい
　事務所

■弁護士　保土澤　史教
■住　所　西十二番町11-15　
■ＴＥＬ　0176-58-5115
■ＦＡＸ　0176-58-5173　　　　
■受付時間　平日9:00～18:00
　　　　　（相談によってはいつでも可）

中央病院

夕方５時から７時まで
ご自宅まで集配しますので、
よろしくお願いします!!

夕方５時から７時まで
ご自宅まで集配しますので、
よろしくお願いします!!




