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４　１万円で12,000円のお買い物　十和田市プレミアム付商品券 ６月１日販売開始
３　〈この人に聞く〉　丸井商事㈱　丸井香織さん
４　企業と商工会議所とのパイプ役　小規模企業振興委員を紹介
５　〈我がまちにラビアンローズ〉　おもてなし講演会開催　講師に中島美華氏
６　〈トレンド通信〉　日本中が目標にする高知県馬路村のヒットはなぜ生まれたか
７　〈匠〉　時間と思い出を守る「時計修理技能士」  ㈲大巻時計本店
７　〈脱!! 短命県〉　生活習慣の改善①  栄養・食生活
８　青年部インフォメーション　通常総会を開催
９　広告掲載・チラシ同封サービスのご案内
12　〈今月のショーウィンドー〉　㈱小原工業  十和田香美工房
12　〈キラめけっ未来の主役〉　経商事㈱  野月一未さん

十和田工業高校の北　樋口近辺、残雪に芽吹きがやさしい。

みちのくは百花溢るるばかりかな　　晃
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日 月 火 水 木 金 土

３　憲法記念日 ４ みどりの日 ５ こどもの日 ６ 振替休日 ７
・とわだ軽トラ市

実行委員会議

８
・日本電信電話ユ
　ーザ協会支部理

事会

９

10 11
・十和田地区雇用

対策協議会監査
会

12
・商工会議所会計

監査会
・三本木小唄普及

委員会総会

13
・（一社）十和田市

観光協会三役会
・十和田市建設業

協会創立50周年
記念式典・祝賀
会

14
・三役会
・定例金融相談
・十和田地区雇用対
策協議会幹事会

・十和田地域消防安
全管理協会役員会

・青森県社会保険労務
士会十和田支部総会

15
・太素顕彰会監査

会
・十和田菓子組合

通常総会

16
・青森県商工会議

所青年部連合会
第１回役員会・
通常総会

17 18
・第１回運営対策

委員会
・秋まつり検討委

員会

19
・十和田国際交流

協会理事会・総
会

20
・県南社会保険委

員会定時総会

21
・女性会第42回定

時総会

22
・太素顕彰会総会
・十和田地区雇用

対策協議会理事
会・総会

23

24 25
・第１回常議員会

26 27 28
・定例金融相談

29
・第１回通常議員

総会

30

31 6/1
・十和田市プレミ

アム付商品券販
売開始

２
・第１回創業・企

業支援制度合同
説明・相談会

３ ４ ５
・「月がとっても青

いから」実行委
員会

・（一社）十和田市
観光協会認証審
査会

６

MAY JUN 会議所カレンダー５ ６

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

ＦＲＯＮＴＩＥＲ的とわだ検定

人間関係において、『ふざけあう』というのは、時に最高の潤滑油となる。人間関係において、『ふざけあう』というのは、時に最高の潤滑油となる。

仕事でも家庭でも仕事でも家庭でも
もっとふざけあおう。もっとふざけあおう。

書道家　武田　双雲　　書道家　武田　双雲　　

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

35
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丸井商事株式会社

　丸
まるい

井　香
かおり

織さん（28歳）

いつでも夢を膨らませて
どんなことにもチャレンジ!!
心からのおもてなしができるように
　十和田温泉は2013年にオープンしましたが、ほぼ同

時に勤務しています。何もかもが初めてのことでした

ので、戸惑い悩むことも多くありました。今は、入浴

という日常生活に欠かせないことだからこそ、お客様

には心からリラックスして頂きたいと考えています。

“丁寧、親切なサービスをしていきたい”、そのために

は、お客様はもちろんですが、スタッフや取引業者な

ど、関わる全ての人たちに感謝の気持ちを忘れず、皆

でよりよい方向に進めるようにできたらと思っています。

　また、心からの笑顔でおもてなしができるよう、家

族のように気軽に話ができ、互いを思いやり、働く皆

が明るく笑顔でいられる職場環境づくりを目指してい

ます。今後は温泉ソムリエの資格も活かし、効果的な

入浴方法や美容効果の紹介に加え、より入浴を楽しん

でもらえるような施設づくりをしていきたいと考えて

います。 

学び多き青年会議所（ＪＣ）
　ＪＣにはまちづくり、友情作り、自己研鑽のきっか

けがたくさんあります。今年は専務理事兼事務局長と

いう責任のある役を任せて頂いており、確かにプレッ

シャーも大きいですが、多くを学べるチャンスだと考

えています。今年は例年開催している秋まつり中日の

お祭り広場などの事業に加え、副主幹として携わる第

64回全国大会東北八戸大会、Ｂ－１グランプリへの支

援など大きなイベントもあります。会議や打ち合わせ

は仕事の後で大変な時もありますが、育ててくれた地

域やまちのために何が出来るのかという気持ちでワク

ワクしています。 

読書が好きで
　本を読むと、頭の中が少し整理される気がします。

視野も広がり、「当たり前」と思っている考え方を打

ち壊して柔軟に物事を考えられるようになる気がする

ので、休日などは意識して読むようにしています。ま

た、５年ほど前から毎日日記をつけています。ほとん

ど殴り書きのようなものですが、一日を振り返ること

と、完結することができますし、数か月、数年後に読

み返してみると、「この頃こんなことを考えていたの

か」と自分の変化を知ることができて面白いです。 

ワクワクする毎日を
　どんな些細なことでも希望を持ち夢を膨らませてい

ると、前向きに毎日を送ることができるのではないか

と思います。20代ですから、楽しいことだけでなく様々

なことに挑戦し、経験値を上げ、チャンスが巡って来

た時に掴める自分でありたいと考えています。

丸井商事㈱十和田温泉女将、温泉ソムリエ。1986年 十和田市生まれ。
2009年 丸井重機建設㈱入社。'13年 丸井商事㈱に入社し、十和田温
泉に勤務。同年12月に温泉の知識と正しい入浴方法の習得者を認定
する温泉ソムリエの資格を取得した。また、'10に入会した（公社）十
和田青年会議所では今年度、専務理事兼事務局長を務める。

代表取締役：丸井　裕
所　在　地：十和田市大字洞内字後野331－5
事 業 内 容：燃料、ロックワイヤー加工販売、保険代理店、温泉経営
Ｔ　Ｅ　Ｌ：0176－27－2466
Ｆ　Ａ　Ｘ：0176－27－2467

会社概要

Profi le

問１．14代南部盛岡藩主・利剛公が三本木を訪れたときの模様を再現して行われる
　　　太素行列は、何年に 1度開催されているか？

　　　①毎年　②３年　③５年　④10年
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十和田市プレミアム付商品券十和田市プレミアム付商品券 6月1日（月）より販売開始!!6月1日（月）より販売開始!!

１万円で12,000円のお買い物!!

　十和田市プレミアム付商品券発行事業実行委員会では、国の地域住民等緊急支援事業を契機に地元消費拡

大による十和田市の経済活性化を図るため、市内の取扱加盟店で使用できるお得なプレミアム付商品券（総

額８億８千800万円、７万４千セット）を発行します。

発行額面　額面1,000円の商品券、12枚綴り（12,000円分）

　　　　　１セットを 10,000円で販売

販売期間　平成27年６月１日（月）～６月19日（金）
販売時間　土・日を除く平日 10:00～17:30

　　　　　　　※売り切れ次第販売は終了します。

販売限度額　１人につき４セット（40,000円）まで

販売場所　・６月１日（月）～６月14日（日）
 （予定） 　　　市総合体育センター、十和田湖商工会、

　　　　　　　アートステーショントワダ

　　　　　・６月15日（月）～６月19日（金）

　　　　　　　十和田商工会議所、十和田湖商工会

有効期間　平成27年６月１日（月）～10月15日（木）

　　　　　　　※10月16日（金）以降は使用できません。

取扱店舗　加盟店が決定した後、新聞折込チラシ等でお

　　　　　知らせします。（５月下旬を予定）

【お問合せ先】　十和田市プレミアム付商品券発行事業実行委員会

　　　　　　　・十和田商工会議所　TEL 0176-24-1111

　　　　　　　・十和田湖商工会　TEL 0176-72-2201

※使用対象外物品等
○各種商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、

プリペイドカード等換金性の高いもの

○たばこの小売販売

○株式、先物、宝くじなどの金融商品

○事業活動に伴い発生した仕入、買掛金及び未払

金の支払い

○顧客の売掛金の回収決済　

○国や地方公共団体への支払い、公共料金等の支

払い

○その他取扱加盟店が特に指定するもの

企業と商工会議所とのパイプ役　小規模企業振興委員
　十和田商工会議所相談課では、経営指導員が中心となり事業者が抱える経営上の諸問題等に適宜対応してい

ますが、より一層円滑に推進していけるよう、小規模企業振興委員を委嘱しております。事業主の皆さんのよ

り身近な相談・情報交換相手として、商工会議所とのパイプ役を務める委員の方々を紹介します。

 ＜順不同・敬称略＞　

平舘　敦
ひらだて設計

TEL 0176-25-6697

野田　誠二
田中車輌㈱

TEL 0176-20-6210

小笠原　省造
十和田バラ焼き店主会
TEL 0176-24-1111

溝口　奈美子
㈲みぞぐち布団店
TEL 0176-23-5777

脊戸　潤子
㈲田島生花店

TEL 0176-23-8783

浦屋敷　悦夫
浦屋敷税理士事務所
TEL 0176-22-5523

蛯沢　達彦
青森みちのく警備保障㈱
TEL 0176-22-8814

寺澤　憲司
高進機工㈱

TEL 0176-27-1230

経営に関するお悩みお気軽にご相談下さい。【お問合せ先】十和田商工会議所相談課　TEL 0176－24－1111

本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本
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第６回

開催まであと151日

　６月５日（金）、八戸せんべい汁研究所福所長でトリオ★ザ★ポンチョス

の“みかちゃん”こと中島美華さんに、これまでのＢ－１グランプリの会

場でのおもてなしと取り組みについてお話ししていただきます。

　まちの地域活性化につなげることが目的であり、十和田市の素晴らしさ

を伝え、大会終了後も「また十和田に行きたい」と多くの来場者に思って

いただきたいと考えています。「おもてなしの心」を共感していただくた

めに、たくさんのご参加お待ちしております。

B－1グランプリin十和田
おもてなし講演会

平成27年6月5日（金）
【時間】 14：00～16：00（13：30から開場）
【会場】 十和田市民文化センター
　　　生涯学習ホール

入場無料
全席自由

Ｂ－１グランプリ開催地にみる“おもてなし”

八戸せんべい汁研究所　福所長
トリオ★ザ★ポンチョス

中
なかじま

島　美
み か

華氏

　大会当日、イベントチケットを使い切れない方の

ために、大会中および終了後もイベントチケットが

利用できるお店を募集しています。たくさんの参加

お待ちしております。

　４月から、応援募金とボランティアスタッフを募
集しております。まだまだ皆様のご協力を必要とし
ておりますので、よろしくお願いします。

【お問合せ先】
〒034-0093 十和田市西十二番町14-8
　　　　　さわらび会館
TEL 0176-51-6799　　
FAX 0176-58-5124　
E-mail  b-1@towada2015.com

チケット利用店・協力店を募集します！ 皆様からの温かいご支援と
ボランティアスタッフをお待ちしてます

Ｂ－１グランプリin十和田実行委員会事務局の
移動のお知らせ

イベントチケット利用店

ト イ レ 協 力 店
　会場や商店街にお越しいただいた来場者を「おも

てなしの心」で迎えるために、トイレ協力店を募集

しています。たくさんの参加お待ちしております。

※詳しくは公式ホームページ（http://b-1towada.com/）

をご覧ください。

【お問合せ先】TEL 0176-51-6799

問２．旅人の編笠や農民のかぶりものからヒントを得てバオリを考案したとされる
　　　人物は？

　　　①鳥谷幡山　②鳥谷部覚衛門　③小笠原松次郎　④鳥谷部春汀
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第14回
日本中が目標にする
　　高知県馬路村のヒットはなぜ生まれたか

　高知県馬路村。人口900人あまりのこの村が、ど

うして日本の地域おこしの典型的な成功例として語

られるのか。有名な事例ですが、ヒット分析の視点

で再確認してみたいと思います。

　高知から徳島に向かう山越えの旧街道筋だった馬

路村は、昭和30年代までは林業が主産業でした。し

かし、林業は衰退し人口も減少。生き残るすべを探

る中、地域の農作物だったユズに村の将来を託すこ

とになりました。馬路村農業協同組合が中心になっ

て、ユズを搾った果汁を使い加工食品

を開発。加工商品を中心としたのは、

ユズの収穫期は11月のほぼ１ヵ月間に

限られるので年間を通して販売するた

めと、馬路村のユズは見栄えも悪く、

そのまま市場に出しても競争力に欠け

ていたという事情もありました。

　昭和61年、ユズ果汁をアレンジした

飲料「ごっくん馬路村」と「柚子ポン

酢」、「みそ」の３アイテムを開発し、通販中心で事

業をスタート。都市部での物産展などを中心に、地

道にファンづくりに取り組みました。30年にわたる

努力の結果、今では通信販売を利用する顧客リスト

は20万人に達し、定期的な利用客に送付する情報提

供パンフレットも13万部に達しています。

　現在、商品アイテムは70種類。 初のヒット商品

となった「ごっくん馬路村」は年間600万本を生産。

馬路村農協全体の売上は30億円を超えるまでになり

ました。ユズは、種や中の薄い皮まで利用方法を徹

底的に研究。そこから、化粧品など次のヒット商品

が生まれていきました。

　この事業から学ぶべき「ヒットの秘訣」はいくつ

もあります。まず、世の中の健康志向にフィットし

た商品の特徴が明確だったこと。ユズという日本料

理に欠かせない食材で、無農薬で有機栽培という方

針を固めて他のエリアと差を付け、その上で「馬路

村」全体をブランド名にしました。事業の立ち上げ

に当たっては東谷望史さん（農協組合長）というキー

パーソンがいたことも、責任の所在や

やりたいことがブレずに周囲に浸透す

る要因です。さらに、商品パッケージ

やパンフレット、チラシ、ポスターに

至るまでデザインを統一。これは高知

市のデザイナー田上泰昭さんが一貫し

て担当しています。通販の売れ行きを

左右するコールセンターには地元の

“おばちゃん”を起用し、素朴で丁寧

な対応がかえってお客の評判を呼びました。

　馬路村農協の職員は馬路村に住むことが条件で、

この事業は90人ほどの雇用を生み出しています。村

のブランド名が高まるにつれて、観光客も増え、湯

治の保養所のようだった温泉宿は村営のおしゃれで

立派な宿泊施設に変わりました。限られた事業者だ

けが潤う名産品づくりなどとの違いも、馬路村ブラ

ンドがヒットした大きな要因だと思います。今もユ

ズを中心とした村おこし事業に村民が一丸となって

取り組んでいます。

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。

　エコカー減税について、2020年度燃費基準を設けるとともに、自動車需要を喚起する観点から、2015年

度燃費基準によるエコカー減税の一部を延長。また、平成27年度に新規取得の環境性能に優れた軽自動車

に対し、その燃費性能に応じたグリーン化特例（軽課）が創設された。

税のこと　vol.13　車体課税の見直し知っておく
べき

エコカー減税の拡充
自動車
取得税

（減税率）

自動車重量税（減税率）

１回目車検 ２回目車検

電気自動車等※

免税 免税 免税
2020年度燃費基準＋20％達成

2020年度燃費基準＋10％達成 ▲80％ ▲75％ ―

2020年度燃費基準達成 ▲60％ ▲50％ ―

2015年度燃費基準＋10％達成 ▲40％
▲25％

―

2015年度燃費基準＋５％達成 ▲20％ ―

環境性能に優れた軽自動車に
対する軽自動車税の減免措置

２年目
減税率

電気自動車等※ ▲75％

2020年度燃費基準＋20％達成 ▲50％

2020年度燃費基準達成 ▲25％

※電気自動車等には、電気自動車、燃料電池自

動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッ

ド車、クリーンディーゼル自動車が含まれる。
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其ノ三十三

時間と
思い出を守る ㈲大巻時計本店時計修理技能士

　時代の潮流は様々に変化すれど、不変のペースで時

を刻み続ける時計。三本木原国営開墾事業の始まりと

同じ昭和12年に創業した大巻時計本店もまた、街の変

遷とともに歴史を刻んできた。

不変の時間と向き合う
　代表の大巻義裕さんも含め、時計修理技能士が修理・

メンテナンスに当たる。単に時計と言っても、精度は

日進月歩に向上を遂げ、デザインも数多、構造・原理

も多様にある中で、“時間”という不変のものに対し

ては、長年の経験や感覚では計り切ってはいけない精

　図１及び図２は、成人肥満者（BMI25以上）の割合を

示したグラフであり、総じて青森県は男女ともに全国よ

り高い割合となっている。

　また、食塩の摂取量が多く野菜の摂取量が少ないこと

も本県の特徴。生活習慣病を予防し、生活の質の向上を

図るためには、自分の適正体重※（BMI18.5以上25未満）

の維持とバランスのよい食事をとることが求められる。

! 体重をはかり、適正体重の維持を
! 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日３回
! 食塩の摂取量は１日８g以下に

例（カップめん６ｇ前後、しょうゆせんべい２枚で１ｇ、カレーライス３～４ｇ)

密性・確実性が求められる。さらに、記念やプレゼン

トなど、一つ一つに込められた持ち主の想いを感じ取

りながら、「愛着をもって長く大事にしてほしい」と

心に刻んで向き合う。

365日に快適な暮らしを
　大巻さんは認定眼鏡士の資格も有し、お客様の眼鏡

選びに安心と信頼を提供。ほかに補聴器の取扱も手が

けるなど、身に付けて生活に密着するものだからこそ

快適にと、トータルアドバイスをしながらサポートし

ている。

電
池
交
換
と
言
っ
て
も
、
そ
の
種
類
は
50
種
類

以
上
も
。
コ
ン
パ
ク
ト
で
も
奥
深
い
。

■代表取締役   大巻義裕　■住所   稲生町21-11　■営業時間   8:30～19:00（不定休）
■TEL   0176-23-2608　　■FAX   0176-23-2882

有限会社   大巻時計本店

細
か
く
緻
密
な
作
業
。「
お
客
様
の
大
事
な
も
の

を
い
つ
ま
で
も
」、
そ
の
思
い
で
作
業
に
当
た
る
。

-2- 生活習慣の改善① 栄養・食生活

※適正体重とは、BMI（体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）が18.5以上25未
　満で、25以上の場合は肥満です。

＜表１、表２＞Ｈ18～22年国民健康・栄養調査年齢調整結果（厚生労働省） ＜図1、図2＞H22年国民健康・栄養調査、H22 年度青森県県民健康・栄養調査
参考資料:青森県健康増進計画健康あおもり21（第２次）

表１　１日平均食塩摂取量の比較
 青森県 全　国 最も少ない沖縄県

男　性 13.0ｇ 11.8ｇ 9.5ｇ

女　性 10.9ｇ 10.1ｇ 8.1ｇ

 青森県 全　国 最も少ない沖縄県
男　性 292ｇ 301ｇ 379ｇ

女　性 275ｇ 285ｇ 353ｇ

表２　１日平均野菜摂取量の比較

図１

図２

問３．稲生川上水成功前年の1858（安政５）年、新渡戸傳が開拓の仮事務所を建て
　　　たことにちなんで呼ばれていた地名は？

　　　①会所　②元村　③初田　④大門
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　平成27年度　十和田商工会議所青年部の会長を務
めます、佐藤百年（さとう ももとし）と申します。
１年間、よろしくお願いいたします。
　本年度は昨年同様、３委員会での活動となります。
中でも、昨年より調査してまいりました「十和田湖

マラソン実現可能性調査」も２年目となり、いよい
よ形が見えて来る重要な年となりました。今までは
委員会の事業として活動してまいりましたが、今年
は全体で盛り上げてなんとか実現に向けて活動して
まいりたいと計画しております。会員のみならず、
地域全体での協力が必要であると思いますのでよろ
しくお願いいたします。
　もう一つ考えているのは「会員交流」です。十和
田では、全体で集まる機会が少なく、会員同士でも
どういった職業の人なのか知らないということも少
なくありません。せっかく入会しているのにそれで
はもったいないと思い、堅苦しくなく、気軽に集ま
ることのできる企画を計画してまいります。是非積
極的に参加していただき、交流を深めていただきた
いと思います。
　結びに、今年のキーワードとして「繋ぐ」を掲げ、
伝統、思い等を繋げてまいりたいと思います。ご支
援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

十和田商工会議所青年部

 　会　長　佐
さ と う

藤　百
ももとし

年

十和田商工会議所青年部
総務委員会

 　委員長　竹
たけだち

達　大
だいすけ

輔

平成27年度 会長就任挨拶

伝統、思いを「繋ぐ」

平成27年度通常総会を開催

●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INFORMATION 会員募集中

佐藤新会長の挨拶

新たなメンバーも迎えて新年度がスタート

総会時の様子

卒業生から一言ずつ挨拶

　４月23日、平成27年度（第26期）十和田商工会議
所青年部通常総会をサン・ロイヤルとわだにて開催
しました。総会では、26年度の事業報告・決算報告、
27年度の事業計画・収支予算・組織図の全てが満場
一致で承認され、無事終了しました。
　その後の懇親会・卒業式におきましては、石川正
憲会頭、田中幹志ＯＢ会長をはじめ、多数のＯＢの
皆様にもご参加頂き、総勢13名の卒業生の皆様をお
祝いする事ができました。ご卒業、誠におめでとう
ございました。
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Topics

　中小企業者への各種融資制度の周知と資金調達の円滑

化を図ろうと、４月21日、当所で中小企業融資制度説明

会が開催された。

　説明会には、県をはじめ、行政や金融機関の担当者が

出席し、中小企業者の新たな事業への取り組みや経営の

安定化・強化に向けた各種融資制度について解説。個別

相談にも応じた。

　４月24日、八戸工業大学の新入生オリエンテーション

が行われ、感性デザイン学部の学生ら45人が当所を訪れ

た。櫻田専務理事が対応し、商工会議所の事業概要や十

和田市の歴史を解説したほか、ゆるキャラデザインワー

クショップの参考にと、駒松くんや十和田にんにんなど

の十和田市ＰＲキャラクターを紹介。その後、ちょうど

満開を迎えていた官庁街通りの桜並木を屋上から展望

し、十和田市の魅力も伝えた。

事業所の取組支援に向けて
中小企業融資制度説明会

十和田の魅力もＰＲ
八戸工業大学新入生オリエンテーション

県や市、日本政策金融公庫などが出席し開催された説明会

　十和田商工会議所広報『FRONTIER』（以下 :本誌）では、誌面広告掲載とチラシ同封のサービスを行っ

ております。商品やサービスの紹介、各種イベント等のお知らせ・ＰＲに是非ご活用ください。

広報FRONTIERについて
　○サイズ等　Ａ４版（雑誌型）12ページ、全ページフルカラー

　○発 行 日　１月を除く毎月５日、年計11回

　○発行部数　1,700部／回（当所会員事業所約1,300社に１部ずつ、ほかに関係各機関等へ配布）

掲載規格と料金

申込締切　掲載希望月の前月５日まで。申込み後から発行までの手順等詳細については、下記事務局まで

　　　　　お気軽にお問合せください。

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

自社のＰＲにご活用ください！
広告掲載 ＆ チラシ同封サービスのご案内

サイズ（Ａ４に対して）
誌面内容等により若干前後することがあります。 会員料金（税込）

1/2 （タテ12.0㎝×ヨコ17.0㎝） 50,000円／回

1/4 （タテ 5.5㎝×ヨコ17.0㎝） 20,000円／回

1/8 （タテ 5.5㎝×ヨコ 8.0㎝） 10,000円／回

サ　イ　ズ 会員料金（税込）

Ｂ５、Ａ４版 21,000円／回

・（二つ折にした）Ｂ４、Ａ３版
・（10頁までの）パンフレット

31,500円／回

○誌面広告掲載 ○チラシ同封

※掲載内容について事前審査があります。また、非会員事業所からの申し込みについては、上記会員料金に 10,000 円を加算し
　た料金となります。

櫻田専務理事の説明に耳を傾ける学生たち

問４．頂上付近に神社や古墳、賽の河原などがあり、十和田市街からは南西方面に
　　　直線距離で14㎞程、標高549.4ｍのなだらかな山は？

　　　①八甲田山　②瀬戸山　③高森山　④月日山
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お問合せ先　十和田商工会議所中小企業相談所　TEL24－1111

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

Information

平成27年度会費納入のお願い 独占禁止法相談ネットワークのご案内

保険料率について平成27年度
協会けんぽ青森支部の

返済期間

●運転資金７年以内
●設備資金10年以内

政府系融資制度「マル経」情報

マル経の金利は

年１．２５％（平成27年4月10日現在）
融資対象

●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・建設業等では

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

商工会議所がお勧めする

無 担 保

無保証人

融資限度

最高2,000万円
1,500万円超の場合は

別に要件あり

　十和田商工会議所では、日本政策金融公庫の定例金
融相談を開設しています。５月は下記の日程です。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：５月14日（木）・28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

簿　記（第140回１～４級）
　検 定 日 :６月14日（日）　
　申込期間 :５月15日（金）まで
リテールマーケティング＜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 :５月28日（木）まで
【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

（ ）

青 森 県 最 低 賃 金
平成26年10月24日～

時間額　679円
青森県特定（産業別）最低賃金 平成26年12月21日～

産　業　名 時間額

鉄 鋼 業 800円
電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業 735円

各 種 商 品 小 売 業 727円
自 動 車 小 売 業 766円

　平成27年度の十和田商工会議所会費の納入をお願

いしております。納入通知書での納入をご利用され

る方は、５月25日（月）までに納入していただきます

ようお願い致します。

　また、口座振替での納入をご利用されている方は、

５月25日（月）にご指定の口座より自動振替させてい

ただきますので、よろしくお願い申し上げます。

　尚、３期分納期日はそれぞれ以下の通りです。

第１期　５月25日（月）

第２期　８月25日（火）

第３期　11月25日（水）

【お問合せ先】

十和田商工会議所総務課　TEL 0176-24-1111

　当商工会議所では、独占禁止法及び下請法の相談

を受け付けております。内容、ご希望等により公正

取引委員会の窓口をご紹介します。

◆マーケティングの内容が独占禁止法に違反？

◆不当な取引先からの返品。下請法違反行為では？

◆消費税の転嫁拒否。消費税転嫁対策特別措置法違反では？

など、このようなことでお困りではありませんか？

【お問合せ先】

十和田商工会議所相談課　      TEL 0176-24-1111

公正取引委員会事務総局東北事務所 TEL 022-225-7095

【ご相談・お問合せ先】

青森労働局労働基準部賃金室 TEL 017-734-4114

または 寄りの労働基準監督署へ。

　平成27年度における青森支部の健康保険料率及び

介護保険料率は下記の通り。また、変更後の保険料

率は、４月分（５月納付分）からの適用となります。

平成27年度の保険料率

　健康保険料率　9.98％（現行10.00％）

　介護保険料率　1.58％（現行 1.72％）

【お問合せ先】

全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部

企画総務グループ　TEL 017-721-2668

HP　http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aomori/
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

いい松だ。

 (tkr)

桜と松の
コントラスト〔 〕

脱線を重ね終着駅一つ 巻智津子

　　人生いろいろあるけど 後はみんなおんなじ

駄菓子屋へ時々買いにいく昭和 田鎖　晴天

　　子供の頃10円玉を持って行きました

お天気がいいから今日は美容院 小田原千秋

　　春の陽気に誘われ、イメージチェンジしてみようかな…

体温が上がる桜を想うとき 三浦　幸子

　　毎年のことですが桜咲く頃は心もからだもウキウキしてきます

さわやか川柳

（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

１枚写真館

つぶやき
　もう５月…年々、月日の流れが早くなって来た。この３月に長男が就職のため、関
東地方へと旅立った。大学入学の時とまた違い、いよいよ社会の荒波に揉まれ、様々
な苦労を経験するかと思うと、心中穏やかに送り出す気持ちにはなれなかった。この
文章を打ち込んでいる時点で、入社式から２週間余り…。果たして無事に勤めている
だろうか？体調を崩したりしていないだろうか？などなど、心配事が尽きない。今、
自分が親の立場となり、息子を送り出してみて初めて、親の子を想う気持ちに想いを
馳せた。自分が就職で上京する時にも、親は心配ばかりしたのだろうと…。五月病に
なんか負けずに、頑張って欲しい。そしてもし帰省する機会があれば、生まれ育った
故郷に帰って来い。官庁街通りの桜並木も人も、故郷は皆を優しく出迎えてくれる事
だろう。そういえば、４年も経つのに故郷を追われたままの人達が大勢いる。故郷は、
なくてはならない場所なのに…。被災地の本当の春の訪れと、新生活を始めた皆さん
に幸多かれと願う。　 ( Ｍ )

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

解答　問１．③　問２．②　問３．①　問４．④
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今月のショーウインドー今月のショーウインドー

株式会社  小原工業
■代表取締役　小原一博  
■住　所　赤沼字沼袋172-4
■ＴＥＬ　0176-24-3838
■ＦＡＸ　0176-24-3986

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.55Vol.55
担当していること
　総務部に所属し、受付や請求書・
支払の管理を担当しています。専
門用語など、覚えることはたくさ
んありますが、高校生の時に取っ
た資格も生かしていければと思い
ます。

極力“NO”は使わず
　社訓にもありますが、頼まれ
たことには快く“YES”と答え、
素早く対応するようにしていま
す。先輩方はさらに、周りの状況
を気にかけながら細かい部分まで
妥協なくきっちり進めていくの
で、見習っていきたいです。

トーンを上げて
　電話では表情が見えない分、声
の様子で相手に伝わる印象も変わ
るので、言葉遣いも含め、トーン
を上げるように心がけています。

油断大敵 !!
　ノルマや営業目標があるのと
違って仕事の成果が数字として表
れない分、自分で目標を立てるな
ど高いモチベーションで取り組む
ようにしています。気を抜くとつ
いのんびりしちゃうマイペースな
性格なので（笑）。

初の海外旅行で
　昨年、社員旅行でグアムに行っ
たのがきっかけで海外に興味が湧
き、もっといろんなところに行っ
てみたくなりました。次回はオー
ストラリアとかヨーロッパの方に
…（笑）。期待しています！

仕事の質を高めるために
　建設業経理士の資格取得を目指
しています。９月の試験で合格で
きるように勉強を頑張っていると
ころです。

経商事株式会社

野
の づ き
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未 さん
（24歳）

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！

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

　十和田香美工房を立ち上げ、新たに食品事業

にも取り組む㈱小原工業。地元産のニンニク・

ぼけしらず葱といった香味野菜を中心に、厳

選素材をふんだんに詰め込んだ『ちょいちょい

シリーズ』は、食卓のあらゆるシーンでまさに

“ちょいちょい”使える万能調味料だ。自然由

来にこだわり、ベースの醤油・味噌も木樽製法

のものを使用。味わい深くて食感も楽しい、健

康・安全・美味しいの三拍子揃った逸品なのだ。

↑ニンニク・長ネギのほかに、
県産りんごや人参・昆布などを
ふんだんに。味のベースは木樽
で作られる岩手県軽米町・大黒
醤油㈱の醤油・味噌。

←県産のりんごと山葡萄を使っ
たドレッシングや、岩塩使用の
香美塩なども。

ちょいちょいシリーズは、旨辛味など全５種類。ご飯のお供だけで
なく、炒め物や煮物の隠し味、お鍋のつけだれなどにも使い方いろ
いろ！

ちょいちょいシリーズ活用術は、同社ホームページで !!
http://www.towada-koumikoubou.com

株式会社
小原工業


