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十和田商工会議所会報『フロンティア』

F

４　未来の企業★応援サイト　ミラサポにいますぐアクセス！
３　〈この人に聞く〉　南部シビルコンサルタンツ㈱　測量部係長　竹ケ原誠一朗さん
５　県内商工会議所が結束して政策提言を展開　青森県商工会議所連合会会員大会
６　〈快進撃企業に学べ〉　日本一高齢者が活躍する「コーケン工業」
７　弾道ミサイルから身を守るための行動について
８　青年部インフォメーション　会員交流ボウリング大会＆十和田湖マラソン大会決起大会
10　建設部会県外視察研修のお知らせ
12　〈今月のショーウィンドー〉　㈲十和田中央ホンダ
12　〈きらめけっ未来の主役〉　田島昌剛税理士事務所　米内山芽衣さん

斜面に立つ建造物は何となく異国の風景のようだ。（洞内）

人の住むところ豊かな緑あり　　晃
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日 月 火 水 木 金 土

２　 ３ ４ ５
・第１回知事と商

工三団体との懇
談会

・第２回とわだ七
夕ラリー

６
・平成30年３月新

規高等学校卒業
予定者「求人内
容説明会」

７ ８
・第80回リテール

マーケティング
検定

９
・第２回十和田湖

マラソン大会

10 11
・消費税軽減税率対策窓

口相談等事業若手経営
指導員向けブロック別
研修会（～12日）

・東北六県商工会議所女
性会連合会総会米沢大
会（～12日)

12
・青森県エネルギ

ー問題懇談会連
絡協議会理事会
・定時総会

13
・定例金融相談
・創業相談

14
・第４回マル経審

査会

15

16
・厚生部会主催 

三陸復興国立公
園と「あまちゃ
んロケ地」北限
の海女素潜り漁
視察

17 海の日 18
・秋まつり関係団

体打合せ会
・夜まつりかだっ

て実行委員会
・秋まつり参加団

体打合せ会

19
・青森県原子燃料

サイクル推進協
議会理事会・定
期総会

20 21
・八戸・十和田・奥

入瀬ライン整備期
成同盟会定例総会

・国道103号青撫山
バイパス建設促進
期成同盟会総会

・（一社）十和田市
観光協会推奨品審
査会

22
・第41回会員親睦

ゴルフコンペ

23 24
・建設部会から国

・県へ要望書提
出

25
・県連幹事会
・共済担当者連絡

会議
・生命共済統一キ

ャンペーン表彰
式

26 27
・定例金融相談
・創業相談

28
・2017十和田納涼

まつり

29

30 31 8/1
・第78回十和田心

交会

２
・四者交流パーク

ゴルフ大会

３
・建設部会県外視

察研修（埼玉・
東京、～４日）

４
・十和田サンバカ

ーニバル

５

MAY JUN 会議所カレンダー７ ８

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

どんな心構えで朝起きてどんな心構えで朝起きて

どんな心構えで手足を動かしてどんな心構えで手足を動かして

どんな心構えで人と接するか。どんな心構えで人と接するか。

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

　1975年熊本生まれ。東京理科大学を卒業後
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」、世界一のスパコン「京」など数々の題字
を手がける。独自の世界観で全国で個展を開
催。作品集「たのしか」「絆」など著書は40
を超える。書道教室には約300人の門下生が
通う (2005年新規募集締め切り )。2013年度、
文化庁から文化交流使に任命され、ベトナム～インドネシアにて活動するなど、
世界各国からさまざまなオファーを受ける。⇒ http://ameblo.jp/souun

59
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南部シビルコンサルタンツ株式会社
　測量部係長 ３Ｄ計測グループサブリーダー

 竹
たけがはら

ケ原 誠
せいいちろう

一朗さん（40歳）

個性派揃いの仲間たちと
測量技術の未来へ

全く知らない世界に足を踏み入れて
　大学を卒業後、目指す場所をしっかりと持っていた

わけではありませんでしたが、飲食店などの経験から

様々なタイプの人を知ることができたことは、だいぶ

勉強になりました。お客さんよりも店の頑固なオー

ナーが一番厄介でしたけどね（笑）。

　こちらに入社したのは30歳を越してからです。測量

は、機械操作にしろ計算方法にしろ、まるで初めてで

分からないことばかりでしたが、“人”との関わりに

ついては経験が活きました。

 

ドローンを活用して
　現在、当社ではドローンを活用した３Ｄ計測への取

組を本格的に進めています。上空で撮影した写真から

地形に関する情報を計算することができるため、立ち

入りが困難な場所や再検証が必要な場所にも、時間と

労力をかけずに正確な計測データを得ることができま

す。解析には多少の時間がかかりますが、従来の方法

より目に見えて作業効率がアップし、データも管理し

やすくなりました。また、地上からの３Ｄスキャナを

併用することで、より精度の高い地形情報を得ること

もできます。

　ドローン飛行の規制はまだ法整備の途上と言えます

が、国も i-Construstion ※を推進していますので、携

わる者として、今後の更なる飛躍が楽しみです。
※ ICT 技術の活用により、生産性が高く魅力的な新しい建設現場を目指す取組

 

仕事は真面目に、終わったら楽しく
　個性派揃いの職場ですが、技術者が多い中で雰囲気

がとてもいいんです。若手も増え、もちろん仕事はバ

リッとやりますが、終わればリラックスモードで、よ

くバーベキューや飲み会をしています。

 

剣道人生に悔いなし
　小学校から大学まで剣道に打ち込みました。しんど

い練習も、試合の勝ち負けも、仲間たちとの出会いも

全てが楽しく、一生懸命やった分、大学で燃え尽きま

した。やり切ることができた大満足の剣道人生に悔い

は全くありません。遊びも学生の時にやり尽くした感

があってか、休日はのんびりしていることが多いです

（笑）。

 

次の目標は？
　結婚…ですかね！相手はいるので、グッドなタイミ

ングがきたら。

1976 年十和田市生まれ。三沢高校、城西大学卒業。10年ほど埼玉
県で過ごした後に帰郷し、南部シビルコンサルタンツ㈱へ入社。現在、
測量部係長、3D計測グループサブリーダーとして、ドローンを活用
した測量・設計に尽力する。

代表取締役：戸來 敏夫
所　在　地：十和田市東五番町7－1
Ｔ　Ｅ　Ｌ：0176－22－9575
Ｆ　Ａ　Ｘ：0176－22－0733
事 業 内 容：測量、設計、補償、地質調査、許認可申請ほか
Ｈ　　　Ｐ：http://www.nanbunet.jp

会社概要

Profi le
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欲しい情報をゲット
補助金・助成金ヘッドラインで簡単に素早く検索！
　国・都道府県・市町村の支援施策情報が分野・対象・

補助金額などで検索が可能となり、これまで一か所に

集約されていなかった

ため探し出すのが大変

だった補助金情報に、ま

とめてアクセスするこ

とができます。

　また、一部の補助金で

は電子申請も可能です。

 

ビジネスのヒントが満載！巻頭特集
　補助金活用のポイントなど、公募要項では読み取れ

ない情報をわかりやすく紹介する「補助金 虎の巻」や、

最新施策情報や先行事例などのビジネスヒントが満載

の「ミラサポ総研」「ミラサポビジネススクール」など、

様々な特集コンテンツで役立つ情報を提供しています。

 

メルマガで最新情報、政策・施策の潮流をお届け！
　情報は欲しいけど、忙しくて探す時間が取れない…

といった悩みを解決。１日

１テーマ、興味関心にあっ

た情報が、短く要点をまと

めた読みやすいショート

メールスタイルで受け取

ることができます。

専門家の活用
経験豊富な専門家を年度３回まで無料派遣！

　販路開拓や集客アップなど、経営にか

かわる課題を相談できる専門家の派遣を

年度３回まで無料で受けることができま

す。キーワードや経営課題、エリアなど

から自社にあった登録専門家を検索する

ことができます。

 

ビジネスの幅を全国に
ミラサポコミュニティでビジネスパートナー探し！
　約12.8万人※のユーザーが集うコミュニティ (SNS)

と、匿名でも書込み・相談が可能な掲示板があります。

同じ事業に取り組む仲間、同じエリア

で活動する仲間との出会いはもちろん

のこと、コミュニティを通じた新しい

ビジネスマッチングも盛んに行われて

います。※平成29年５月15日現在

 

新しいビジネスを創造
大企業等と連携！ビジネス創造ヘッドライン
　大企業等が取り組んでいるプロジェクトにパート

ナーとして連携し、地域や社会にとっての新しい“価

値”を生み出すビジネスプロジェクト。

ここで生まれたパートナーシップをきっ

かけに販路拡大、海外進出など事業拡大

へ繋げることを目的としています。

未来の企業★応援サイト ミラサポ が、あなたのビジネスをサポートします！

　ミラサポは、中小企業庁の委託事業として、公的機関の支援情報・支援施策（補助金・助成金など）の情報
提供や、経営の悩みに対する先輩経営者や専門家との情報交換の場を提供する、中小企業・小規模事業者の未
来をサポートするサイトです。

　会員登録を行わなくても基本的な機能は利用できですが、会員登録することで各種のお役立ちツールを利用する

ことができます。会員登録は無料です。いますぐアクセス！　https://www.mirasapo.jp/

例えばこんなお悩み、ミラサポで解決できます！

補助金や

支援施策のポイントを

わかりやすく

知りたい

自分に合った

補助金や税制の施策

を簡単に探したい

新規事業に向けて

専門家の意見が

聞きたい

新しい

ビジネスヒントや

生産性を向上させる

ツールがほしい

販路拡大のために

同じエリアで活動する

仲間が欲しい

行政の動きや

補助金情報を

早く知りたい
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　６月13日、第66回青森県商工会議所連合会会員大

会がプラザホテルむつで開催され、当所から石川会

頭、岩間・稲本副会頭、櫻田専務理事が出席した。

　大会では、行政等関係機関へ提言する意見・要望

事項を決議。当所では、重点要望事項の１つとして

「定住人口増加及び若者の県外流出対策の促進につ

いて」を挙げ、岩間副会頭が説明発言を行った。本

年度は全44項目が採択され、若井県連会長から青森

県知事（代理で葛西商工労働部長）へ要望書が手渡

された。

　当所が提出した要望事項を含む主な採択要望事項

は次の通り。

県内７商工会議所が結束して政策提言を展開
第66回青森県商工会議所連合会会員大会

主な最重点要望事項

○七里長浜港への大型旅客船の誘致について（新規）
　年々、訪日クルーズ旅客数が増加する中、観光の
玄関口としての七里長浜港への大型旅客船誘致に向
けたポートセールスの充実を図ることを要望。

 
○十和田湖や奥入瀬渓流における観光客及び車輌の安
全確保について
　遊歩道の落木や、車道の落石・
土砂崩れの発生が観光客に大きな
不安をもたらしているため、早急
な対応を要望。

 
○上北自動車道の早期完成について
　早期供用及び、十和田市から同路線へのアクセス
道路の整備改良を要望。

 
○新幹線八戸駅に直結する道路（八戸・十和田・奥入
瀬ライン）の整備促進について
　狭隘で起伏の激しい箇所もある。県土の均衡ある
発展を図るため早期整備促進を要望。

 
○西十和田トンネル（仮称）建設促進について
　津軽と南部の大動脈の形成、十和田八幡平圏域の
広域観光の波及効果が期待される同トンネルについ
て、十和田湖を中心とした観光圏の形成実現並びに
物流ルートの確保に向け早期建設を要望。

重点要望事項（当所提出分）

○定住人口増加及び若者の県外流出対策の促進につい
て
　本県の人口は、昭和58年をピークに、少子化・高
齢化を背景とした人口減少が続いており、今後も大
幅に減少していくと見込まれて
いる。県内で働き続けたいと望
む若者が多くいる中で、安心・
充実した生活を送ることができ
るように、地元企業の活性化、
地域性を考慮した企業誘致への
取組促進を要望。

 
○むつ小川原開発地域までのアクセス道路の整備促進
について
　むつ小川原開発地域に働く人々の生活拠点都市の
機能も果たす十和田市から同地域への最短距離の道
路整備を図ることを要望。

 
○一般国道103号青橅山バイパスの早期完成について
　観光客の交通安全の確保及び自然環境保護対策の
観点等から早期整備を要望。

 
○県道165号線上野十和田線の整備促進について
　一部において、降雨時、交通に支障を来すほどの
水溜りが発生することから、整備促進を要望。

 
○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
　将来の地域発展に向けて、駅の利便性の向上、十
和田市物産販売コー
ナーの設置、十和田
～七戸間のアクセス
道路等環境整備促進
を要望。

 
○全天候型多目的球技場の設置について
　スケートやカーリングも可能な多目的室内スポー
ツ施設の市中心市街地への建設実現を要望。

大
会
に
は
県
内
７
商
工
会
議
所
の
三
役
が
出
席



6　FRONTIER　2017.7

第15回
日本一高齢者が活躍する『コーケン工業』

法政大学大学院政策創造研究科　教授　坂本光司
　磐田市（静岡県）の郊外に、「コーケン工業株式

会社」という社員数約250人の中小企業がある。主

事業は、農機具や建設機械、自動車などに使用され

る、各種パイプの製造である。

　同社の強さの根源は、パイプの開発技術力はもと

より、パイプ加工・切削加工・溶接、そして表面処

理までの一貫した社内生産体制を保有している点

や、生産本数が月１本とか、年間でも３本～５本し

かない「超微量生産」にも柔軟に対応できる生産・

管理技術が卓越している点などである。それ故、同

社商品の大半は、こんなことをしたいとか、こんな

形状のパイプができないか……といった、多くの企

業が嫌がる面倒なものである。

　パイプの生産で今や著名な同社であるが、先般、

同社は第７回「日本でいちばん大切にしたい会社大

賞」の中小企業部門では最高の賞である「中小企業

庁長官賞」を授与された。それは同社の高い技術力

を評価したものではなく、1971（昭和46）年の創業

以来、既に45年以上にわたり、他社の模範となる「人

をとことん大切にする正しい経

営」を続けてきたことに対してで

ある。

　その全てをここに紹介すること

はできないので、その一つである、

同社がこの間実施してきた高齢者

雇用への取り組み

を挙げる。現在、

同社の社員250人

中60人、率にする

と24％が66歳以上

の高齢社員であ

る。ちなみに、現在の最高年齢社員は88歳の女性で

ある。余談であるが、数年前までは93歳の女性社員

が最高齢であった。同社の実質創業者である村松久

範会長は、「わが社はまるでペンギン村だ……」が

口癖である。

　こうしたことができるのも、同社の経営理念が「全

社員が物心ともに豊かに、健やかになる事を追及す

る。雇用の継続に努め、地域社会の繁栄に貢献する」

であり、全社員が理念に基づいた言動を続けている

からである。つまり、同社では、その人の生産性が

どうであれ、その人が働きたいという意志がある限

り、働くチャンスを提供しているのである。また若

い社員もそうした正しい経営姿勢に共感・共鳴し、

「チームコーケン」としての連帯感・絆が極めて強

いからである。

　先般、同社を久方ぶりに訪問する機会があった。

広い工場には10代～80代までの社員が、一丸となっ

てまるで家族のように助け合いながら笑顔で生産に

従事している様子を見て、筆者は心が満たされた。

著者プロフィール：1947年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授などを経て、2008年４月より法政大学大学院政

策創造研究科（地域づくり大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長。他に、人を大切にする経営学会会長はじめ、国や

県、市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員を多数兼務している。専門は中小企業経営論・地域経済論・産業論。著書

に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出版）など。

　類似する酒類間の税率格差を改めて税負担の公平性を回復する等の観点から、税率構造の見直しやビー
ル系飲料の定義の見直しなど、段階的に酒税改革を進めます。

税のこと vol.35　酒税改革知っておく
べき

品目等 定　義 税率（350ml換算）

ビール
✔麦芽・ホップ・水・法定副原料のみ使用
✔麦芽比率 67％以上

77.00円

発泡酒 ✔麦芽を使用 46.99円

新ジャンル
✔エンドウたんぱく・ホップ等を使用
✔発泡酒（ホップ使用）に麦スピリッツを混和 28.00円

その他の発泡性酒類 ✔その他（チューハイ等）

ビール
✔麦芽・ホップ・水・法定副原料（一部拡大）のみ使用
✔麦芽比率 50％以上　　　 （下線部分は平成30年４月１日施行）

54.25円

発泡酒

✔麦芽を使用
✔ホップを使用（※現行の「新ジャンル」は全て該当）

✔その他のビール類似商品（苦味価・色度一定以上）

　　　　　　　　　　　　 （下線部分は平成35年10月１日施行）

54.25円

その他の発泡性酒類 ✔その他 (チューハイ等) 35.00円

・ビール系飲料の税率は、３段階で見直しを実施（表は最終段階)。
・醸造酒類（清酒・果実酒等）の税率は、平成35年10月に1kl当たり100,000円に一本化（２段階で実施)。

現　行

見直し
（税率は平成38年10月時点）
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①弾道ミサイルは、発射から極めて短い時間で到達しま

すので、ミサイル発射の情報が流れた場合は、速やか

に以下のような行動をとってください。

 

屋外にいる場合
・できる限り頑丈な建物や地下施設に避難する。

・近くに建物がない場合は、物陰に身を隠すか、地面に

伏せて頭部を守る。

・自動車などを運転している場合は、できる限り路外へ

車両を止めて、前述の行動をとる。

 

屋内にいる場合
・窓から離れるか、窓のない部屋に移動する。

②もし、弾道ミサイルが近くに落下した場合には、以下

のような行動をとってください。

 

屋外にいる場合
・口と鼻をハンカチで覆い、現場から直ちに離れ、密閉

性の高い屋内もしくは風上に避難する。

 

屋内にいる場合
・換気扇を止めるとともに窓を閉

め、目張りをして室内を密閉す

る。

弾道ミサイルから身を守るための行動について
　昨今の情勢を踏まえ、弾道ミサイルの発射により青森県内に影響があると判断された場合には、全国瞬時警

報システム（Ｊアラート）から緊急速報メール、エリアメールが配信されます。有事の際は、速やかな避難行

動、正確かつ迅速な情報収集が必要です。

　一部の機種や格安スマートフォン等では受信できない場合がありますので、お使いの携帯電話会社へご確認ください。

　受信できない場合は、駒らん情報めーるや Yahoo!などが提供する防災アプリを登録することで同様の情報が入手可

能です。

※十和田市とヤフー㈱は災害に係る情報発信等に関して協定を締結しています。

（例） 直ちに避難。直ちに避難。直ちに頑丈な建物や地下に避難してください。ミサイルが落下する可

能性があります。直ちに屋内に避難してください。

Ｊアラート



8　FRONTIER　2017.7

　去る６月７日に、イーグルボウルにて十和田 YEG 会
員交流ボウリング大会を開催致しました。

　懇親会は、十和田湖マラソン大会決起
大会も兼ね、会員間の結束を図り十和田
湖マラソン大会が無事達成することを祈念
しました。

十和田商工会議所青年部
研修委員会 副委員長

種
たねいち

市　裕
ひ ろ き

樹（㈱十和田スズキ自販）

６月例会
会員交流ボウリング大会を開催

●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

↑
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
交
流
・
親

睦
を
深
め
た
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会

←
懇
親
会
で
は
、
十
和
田
湖
マ
ラ

ソ
ン
大
会
の
無
事
達
成
を
参
加
者

全
員
で
祈
念

マラソン大会開催に伴う交通規制のご案内
　大会当日は、コースにかかる道路の車両通行止めや片側一方通行の交通規制がかかります。大変ご迷惑をお

かけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。また、全国から多くのランナーが十和田湖に来て走ります。

地元住民の皆様には、ぜひ、沿道に出ていただいて応援をお願い致します。

駐車場のご案内
　大会当日、ランナーも含めてコース周辺でご利用できる駐車場は休屋の駐

車場のみとなります（右図参照）。子ノ口及び宇樽部駐車場はご利用できませ

んのでご注意ください。ご協力お願い致します。

【お問合せ先】十和田湖マラソン大会実行委員会事務局（十和田商工会議所内）　TEL 0176-24-1111

７月９日　　　AM9:00  START日

十和田YEG一丸となり頑張ろう！
「いいね～！十和田湖！」

Ａ区間
Ｂ区間
Ｃ区間
Ｄ区間
Ｅ区間
Ｆ区間

８:45～９:15　通行止め

８:45～10:00　片側一方通行

９:00～11:00　片側一方通行

９:15～11:30　片側一方通行

９:15～11:30　通行止め

９:30～12:00　片側一方通行
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Topics

　６月８日～10日、当所では北海道方面への議員研修を
実施した。一行14名は青森から新千歳・女満別までを空
路で、その後はバスで移動。初日はオホーツク流氷館で
流氷ができる３要素などを学び、昭和の脱獄王・白鳥由
栄で有名な博物館網走監獄を視察。２日目は北の大地の
水族館（北見市）と札幌ドームを、３日目はあいにくの
雨で予定していたYOSAKOIソーラン祭りを十分に視察
できなかったが、行程を変更しながらも午後の便で帰路
についた。改めて北海道を肌で感じる研修となった。

北海道を肌で感じる３日間
議 員 研 修

３日目、雨のため予定を変更して白い恋人パークへ

　６月15日、十和田シティホテルに於いて、十和田市商
店街連合会が通常総会を開催した。総会では28年度の事
業・決算報告、並びに29年度の事業計画・予算、役員改
選について審議され、議案は全て満場一致で承認された。
主な改選結果は以下の通り。会長・細川興一氏（中央商
店街（振））、副会長・今泉礼三氏（南商店街（振））、副
会長・田中大一氏（七・八丁目商店街（振））、専務理事・
小笠原和男氏（中央商店街（振））、監事・神吉健氏（南
商店街（振））、監事・下山勝氏（太素通り振興会）。

会長に細川氏が再任
十和田市商店街連合会通常総会

今回の改選で、細川会長（中央）は２期目を迎えた

　十和田地区雇用対策協議会では、６月23日に社員教育
セミナーを開催。フリーアナウンサーでマナー講師の石
岡知華氏が講師を務め、正しい敬語の使い方や上手な話
の聴き方など、ビジネスシーンにおいて身に付けておき
たい基本的スキルについて解説したほか、自己啓発への
アドバイスも行った。
　また、セミナー終了後には、参加した企業と高等学校
進路担当者が若手社員教育に関わる課題について情報交
換を行い、今後の取組への参考とした。

若手社員の職場定着に向けて
社員教育セミナー＆就職情報交換会

石岡講師の質問に答える参加者

　㈱まちづくり十和田（岩間惠美郎代表取締役社長）の
第８期定時株主総会が６月27日に開催された。
　総会では平成28年度における事業経過とその成果につ
いて報告。委託事業案件が減少した中で、現代美術館の
グッズ販売や乗り合いタクシーの受付・管理業務による
売上を計上した。
　また、任期満了に伴う取締役及び監査役の改選が行わ
れ、岩間惠美郎氏をはじめとする取締役６名を再任、監
査役に川村景明氏と細川興一氏の２名を再任した。

取締役６名を再任
㈱まちづくり十和田定時株主総会

総会開催にあたり挨拶する岩間代表取締役社長
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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

建設部会県外視察研修会 稲生川灯ろう流し

2017十和田納涼まつり

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１．１１％（平成29年6月9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

　当商工会議所で開設している日本政策金融公庫の定
例金融相談の７月の日程は下記の通りです。相談ご希
望の方は、事前にお申込みをお願い致します（要予約）。
相談日時：７月13日（木）・27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147回１～３級）
　検 定 日 :11月19日（日）　
　申込期間 :９月11日（月）～10月20日（金）まで
リテールマーケティング＜販売士＞（第80回２・３級）
　検 定 日 :７月８日（土）
　※申込の受付は終了しました。　
そろばん（第121・211回段位・１～３級）
　検 定 日 :10月22日（日）　
　申込期間 :８月14日（月）～９月21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

（ ）

　当所建設部会では、下記の日程で視察研修会を開
催します。是非、ご参加ください。
日　程　８月３日（木）～４日（金）　１泊２日
視察先　・（独）造幣局さいたま支局（埼玉県さいたま市）

　　　　・築地市場（東京都中央区）

　　　　・東京ビッグサイト「下水道展」（東京都江東区）

定　員　10名程度（先着順、定員になり次第締切）
参加費　32,000円前後（参加人数に応じて増減）
申込締切　７月10日（月）

【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所建設部会事務局　TEL 0176-24-1111

日　時　８月16日（水）　19:00 ～ 19:45
会　場　稲生川　第一西裏橋
販売灯ろう（表示は税込価格）

日　時　７月28日（金）　17:00～20:30
会　場　十和田商工会館
前売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)
　販売場所　稲本商事㈱、クラージュ、上北農産加工㈱、

奥入瀬ろまんパーク、十和田市飲食業協会、
（一社）十和田市観光協会、十和田商工会議所

ステージイベント
　・フラダンス(ポラリス・フラ)
　・ベリーダンス(Amira Zahra)
　・JUKE BOX アコースティックライブ
 　(Bad Ass Inc.、ツシマケンタ)
【お問合せ先】十和田納涼まつり実行委員会
　　　　　　 （稲本商事㈱内）　TEL 0176-23-7251

　本誌では、読者の皆様からの情報を随時募集して

おります。紹介したいお店・事業所や商品・サービ

ス、人物など自薦他薦は問いません。お気軽に下記

までご連絡ください。また、本誌に対するご意見・

ご感想もお寄せ下さい。

【お問合せ先】

十和田商工会議所広報係　TEL 0176-24-1111

紙灯ろう（Ｗ150×Ｄ150×Ｈ200㎜）・・・・・・・700円
船型灯ろう・小（Ｗ500×Ｄ160×Ｈ300㎜）・・・1,300円
船型灯ろう・大（Ｗ700×Ｄ175×Ｈ300㎜）・・・1,500円
※①は当日販売あり、②・③は在庫がなくなり次第終了
※自作の灯ろうも受付しておりますが、１ｍ以上の大型灯
ろうの場合は申請が必要となります。詳細につきまして
は事務局までお問合せください。尚、動力付きはお断り致
します。

【お問合せ・灯ろうのお買い求め先】
太素顕彰会（十和田商工会議所内） TEL 0176-24-1111
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

　まさかアリに命を脅かされるこ

とがあるとは…。とりあえずこれ

は大丈夫なヤツっぽいけど。小兵

と言えど侮ってはいけない。

　　　 (tkr）

〔ヒヤリッ!?〕

花のある景色心をまるくする 三浦　幸子

　　百花繚乱、今の時期が最高です

素直さを教えてくれる娘の寝顔 木村　　智

　　私たちにもそういうときがありました

平凡が好き納豆と玉子焼き 木村奈生美

　　普通が一番。納豆と玉子焼きがあれば最高

駐車場何処に置いたか迷う父 中野　浦杜

　　スーパーの駐車場でときどきあります

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
　先日、青森市内の三内丸山遺跡を訪れました。

　話には聞いていましたが、「縄文時遊館」と大きく書かれた近代的建物が、ド～ンと立っ

ていて、びっくり ･･･

　建物で遺跡を囲んでいるの？すごく保存に注力しているな？と、遠い昔、明日香村に

ある高松塚古墳に壁画を見に行った当時のことを思い出しながら館内に。館内の指示に

従って、外に出てみて、再びびっくり ･･･

　広大な敷地に、六本柱建物や竪穴式住居が復元されていて、タイムスリップした映画

のような景色が目の前に。喜び勇んで坂を下って行ったところ、日頃の運動不足が顔を

出して、あっという間に疲労感がいっぱいに。重い足を引きづりながら、「縄文時遊館」

に戻りました。

　青森県では、三内丸山遺跡を縄文遺跡群として世界遺産へ登録を目指して活動中との

こと。県内２つ目の世界遺産登録が早期に実現するよう私も応援していこうと思いなが

ら帰路につきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（K）

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
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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

先進の安全運転支援システム『Honda SENSING』。搭載車ぞくぞく登場！お気軽にご来場ください！

営業時間　9:00 ～ 18:30　　定休日　毎週水曜日

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

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.79Vol.79
どのような業務を？
　担当するお客様の決算・申告にか
かる記帳代行から申告書の作成補助
まで行っています。

簿記が得意で
　以前は仙台の会計事務所に勤めて
いましたが、結婚を機に引っ越して
きました。得意分野が活かせる仕事
を続けてしたいと探していたとこ
ろ、こちらに税理士試験合格者が３
人もいるという噂（事実と判明）を
耳にしたので、是非！と思いました。
私も税理士を目指して頑張ります！

緊張と戒めの日々
　間違いは絶対に許されないので、
常に緊張感を持ち、自分を戒めなが
ら業務に取り組んでいます。また、
税制も絶えず変化するので、日々勉
強です。

相手に伝わるように
　実は結構おしゃべりなんですが、
緊張するとモゴモゴしてしまいま
す。元々声も低い方なので、普段か
ら地声より高い声で話すことを意識
しながら、もっと筋道を立てて話せ
るようにしたいです。

１歳になった娘に
　遊びながら草取りを教えていま
す！この前は花を抜いてしまって怒
られましたけど（笑）。歩けるよう
になり遊びもダイナミックになって
きたので、思い切り遊べる所がもっ
とあったらいいですね！

趣味を通じて
　学生の時からバドミントンをやっ
ていて、今は週２回ほど練習してい
ます。こちらに来てまだ友達が少な
いので、バド友・ママ友も募集中で
す！

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！

田島昌剛税理士事務所

米
よ な い や ま

内山 芽
め い

衣  さん
（26歳）

5月にリニューアル・
　　グランドオープンしました！

あなたの愛車をもっと元気に !!
 信頼の技術と安心のサービスで快適なカーライフを

サポート。お客様や地域社会に喜ばれるカーディー

ラーを目指します！

Honda Cars 十和田中央 Honda Cars 十和田中央 野崎店野崎店

有限会社 十和田中央ホンダ
（Honda Cars 十和田中央 野崎店）

十和田市三本木字野崎 241-8
ＴＥＬ　0176-23-3625
ＦＡＸ　0176-22-8051
Ｈ　Ｐ　http://www.honda.co.jp/


