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十和田商工会議所会報『フロンティア』

F

４　活力ある地域経済社会の実現に向けて　国や県に対する要望活動
３　〈この人に聞く〉　紺野建設㈱　代表取締役社長　奥山勝茂さん
５　イベントインフォメーション
６　〈快進撃企業に学べ〉　視覚障がい者が頑張る「六星」
７　高齢者生活支援サービス情報誌に掲載する事業所を募集します
８　女性会インフォメーション　県連総会＆東北六県連総会に参加
10　文化講演会のお知らせ
12　〈今月のショーウィンドー〉　㈲トコス
12　〈きらめけっ未来の主役〉　㈱中綱組　羽賀綾華さん

稲生川の他にも先人たちの苦労の結晶がもたらした恩賜のひとつ、大光寺川がある。

六日町の南側、今も何千町歩の稲田をうるおしている。

一本の川にうるおう大青田　　晃
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日 月 火 水 木 金 土

６　 ７ 
・運営対策委員会

８ ９
・第５回マル経審
査会

10
・定例金融相談
・創業相談

11 山の日 12

13 14
・十和田市夏まつ
り第60回花火大
会（詳細p5）

・第52回全日本大
学相撲十和田大
会

15
・第66回選抜高校
相撲十和田大会

16
・稲生川灯ろう流
し（詳細p5）

17 18
・三役会

19

20
・十和田市主要商
店街(商店会)歩
行者通行量調査
（１日目）

21 
・十和田市主要商店街

（商店会）歩行者通
行量調査（２日目）

・第３回十和田屋内グラ
ウンド(仮)等建設市民
会議

22
・常議員会
・十和田市戦没者
追悼式

23 24
・定例金融相談
・創業相談

25 26

27 28 29
・第52回東北・北
海道商工会議所
連絡会議

30 31 9/1 ２

３ ４
・臨時議員総会

５
・十和田市立甲東
中学校職場訪問

６ ７ ８
・十和田市秋まつ
り（詳細p5）

9
・十和田市秋まつ
り

AUG SEP 会議所カレンダー８ ９

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

いきいきと躍動する。いきいきと躍動する。
と書いて活躍。と書いて活躍。
認められなくても、認められなくても、
うまくいかなくてもうまくいかなくても
まずいきいきしよう。まずいきいきしよう。
躍動していこう。躍動していこう。

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

　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

60



FRONTIER　2017.8　3

紺野建設株式会社
　代表取締役社長

 奥
おくやま

山　勝
かつしげ

茂さん（61歳）

皆様と共に歩んだ半世紀
安心と満足、そして感動をこれからも
代表者となって
　自分の中では、そう大きく変化したことはないと感

じていますが、果たすべき使命としては、これまで培っ

てきたこと、大切にしてきたことを守りながら、これ

からも邁進していくことだと捉えています。“木を見

て森を見ず”とならないように、広い視野を持って“木

も森も”しっかりと見つめ、社員一丸となって、お客

様に「安心と満足」、そして「感動」をお届けしてい

きたいと思っています。

 

知恵とエネルギー
　人材確保が難しい昨今ですが、若者には若い力で発

想力豊かにトライし、達成感・やりがいをどんどん感

じながら成長してほしいと願っておりますので、仕事

のしやすい環境づくりに努めていきます。一方で、少

子高齢化も進んでいることから、高齢者雇用の拡大も

考えていかなければなりません。知恵とエネルギーが

融合することで、地域の発展に資する相乗効果を生み

出していけたらと思います。

 

野球→ゴルフ
　中学校・高校では軟式野球部に所属し、軟式野球の

甲子園、当時の藤井寺球場を目指して白球を追いかけ

ていました。結婚するまでは、社会人朝野球に参加し

ていましたが、今は専ら観戦する側ですね。巨人ファ

ンなので、今シーズン、泥沼の13連敗した時はヤキモ

キしていました。（笑）

　運動不足の解消方法としては、朝のウォーキングを

日課としていますし、ゴルフも好きです。ゴルフは、

プレー歴こそまぁまぁ長いのですが、腰を痛めて長期

離脱した時もありました。もっと上達したいですね。

 

100年企業を目指して
　当社は今年の３月１日をもって、創業50周年の節目

を迎えました。半世紀にわたり共に歩んでくださった

地域の皆様に感謝するとともに、社訓である「顧客満

足」「安全確実」「技術革新」「地域貢献」の理念を忘

れることなく、今後も地元の総合建設会社として、

100年企業を目指して歩んで参ります。

　私自身も、創業者である紺野末吉会長が大事にし

ている言葉の一つ、「今日為し得るだけの事に全力を

尽せ　しからば明日は一段の進歩があろう」という

ニュートンの名言を胸に日々努めて参りたいと思いま

す。

1956年五戸町生まれ。八戸高校、明治大学工学部建築学科卒業。’78
年 4月 紺野建設㈱（当時の㈱紺野工務店）入社。2014年 4月 代表
取締役副社長就任。 ’17年 4月 代表取締役社長就任、現在に至る。
1級建築士。

代表取締役社長：奥山 勝茂
所　在　地：十和田市東二十三番町16-6
創　　　業：昭和42年3月1日
Ｔ　Ｅ　Ｌ：0176-23-7151
Ｆ　Ａ　Ｘ：0176-22-8864
Ｈ　　　Ｐ：http://www.konnok.co.jp

会社概要

Profi le
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　東北六県商工会議所連合会の定期総会が、７月３日、
秋田県大館市で開催され、当商工会議所から石川会頭
と櫻田専務理事が出席した。
　総会では、収支決算・収支予算等について審議した
ほか、東北経済の再生に向けて政府に要望する提出議
案について決議。主な要望事項は次の通り。
 
○広域経済交流圏の構築に向けたインフラ整備の推進
　・北海道新幹線「新函館北斗・札幌」間の早期開業
　・LCC などを活用した新路線の拡充、空港関連諸設備の整備
○ MICE（大会・学会・国際会議・展示会・セミナーなど）誘致に向けた各種インバウンド拡大事業への支援
○東京オリンピック・パラリンピックの各国代表キャンプの誘致、競技・関連イベント開催への積極的支援
○東北六県内路線区間における、土・日・祝日の高速道路料金の上限制度（1,000円）の創設
○むつ小川原開発地区における熱核融合原型炉の建設を見据えた核融合研究開発機能の更なる充実強化　など

活力ある地域経済社会の実現に向けて国や県に対する要望活動
東北六県連定期総会 開

催
に
あ
た
り
挨
拶
す
る
鎌
田
東
北
六
県
連
会
長

開
催
に
あ
た
り
挨
拶
す
る
三
村
県
知
事

　７月５日、三村県知事と商工三団体 ( 県商工会議所
連合会、県商工会連合会、県中小企業団体中央会 ) と
の懇談会が青森市で開催され、県に対する要望書を三
村知事に提出した。各団体からの要望内容は次の通り。

 
○人口減少への対応と中小企業・小規模事業者の成長・
　持続的発展に向けた地域経済活性化策について

（県商工会議所連合会）
　本県の人口減少対策、地方創生の鍵の１つである観
光振興の中で、特に今後重要となるインバウンド強化
への取り組みに対する支援と、域外需要の取込み強化

に向けた創業や経営革新等を推進する支援制度の継続を要望。
 
○活力ある地域づくりに向けた中小・小規模事業者の支援について（県商工会連合会）
○小規模事業対策予算及び中小連携組織対策事業予算の拡充・強化について（県中小企業団体中央会）

知事と商工三団体との懇談会

　当所建設部会では、７月24日、国と県に対する建議

活動を実施。国土交通省東北地方整備局青森河川国道

事務所（十和田国道維持出張所経由、以下国交省）と

青森県上北地域県民局（以下県民局）へ要望書を提出

した。要望内容は次の通り。

 

①一般国道102号沿い（ポニー温泉から十和田西高等学

校入口）の歩道整備促進及び除排雪体制の拡充（継続）

②後沢商店付近（県道45号十和田三戸線と市道吾郷４号線）の道路拡幅と交差点改良等の整備促進（継続）

③主要地方道三沢十和田線の渋滞緩和と安全確保のため、十和田観光電鉄の鉄路跡地を活用した同路線拡幅と

交差点改良の整備促進（継続）

④市中心部から上北自動車道へのアクセス道路の整備促進（新規）

⑤一般国道４号米田（一本松）地区の線形改良整備促進について（継続）

⑥一般国道４号野崎交差点の改良整備促進について（新規）

※県民局へは①～⑥（うち、⑤⑥については整備促進の支援方）を、国交省へは⑤⑥を要望。

建設部会要望活動 岩
間
副
会
頭
か
ら
野
中
十
和
田
国
道
維
持
出

張
所
所
長
へ
要
望
書
を
手
交
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豪華絢爛な山車と豪華絢爛な山車と
　 勇壮な太鼓車が通りを埋め尽くし、　 勇壮な太鼓車が通りを埋め尽くし、
　　十和田囃子が轟き感動を誘う　　十和田囃子が轟き感動を誘う

豪華絢爛な山車と
　 勇壮な太鼓車が通りを埋め尽くし、
　　十和田囃子が轟き感動を誘う

十和田市秋まつり十和田市秋まつり十和田市秋まつり

SummerSummer AutumnAutumn イベントインフォメーション
十和田市夏まつり

第60回花火大会
　豪華に打ち上げられる約4,000発
の花火が夜空を彩ります！
日時　８月14日（月） 19:00 ～ 20:30

※雨天順延。翌15日（火）も雨
天の場合、19日（土）に延期。

会場　十和田市陸上競技場
清掃ボランティア募集
　会場周辺の清掃作業のご協力をお
願いしております。お手伝いできる方は、花火大会の翌朝
6:00に陸上競技場国旗掲揚台にお集まりください。

【お問合せ先】
（一社）十和田市観光協会　TEL 0176-24-3006

稲生川灯ろう流し

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）
①紙灯ろう（W150×D150×H200mm）・・・・・・・ 700円
②船型灯ろう・小 (W500×D160×H300mm)・・・1,300円
③船型灯ろう・大 (W700×D175×H300mm)・・・1,500円
※①は当日販売あり、②・③は在庫がなくなり次第販売終了。
※自作灯ろうも受付しますが、１ｍ以上の大型の場合は申
請が必要となりますので、事務局までお問合せください。
尚、動力付きはお断りします。

【お問合せ先】
太素顕彰会（十和田商工会議所内）　TEL 0176-24-1111

８日
14:00 ～ 合同運行（山車運行）　　　　　　　　（旧４号線）

17:30 ～ 流し踊り・神輿・よさこい・ダンス　（官庁街通）

９日
13:50 ～ 十和田囃子競演会　　　　　　　　　（市相撲場）

15:30 ～ キッズパフォーマンス　　（市役所新館前交差点）

17:30 ～ 薄暮・夜間運行（山車運行）　　　　　（官庁街通）

10日
14:00 ～ 合同運行（山車運行）　　　　　　　　（旧４号線）

17:00～ 秋まつりフィナーレ歌謡ショー　  （駒っこ広場）

清掃ボランティア募集
　会場周辺の清掃作業のご協力をお願いしております。お手伝いで

きる方は、まつり 終日の翌朝６:00 に十和田商工会館前にお集ま

りください。

 

【お問合せ先】（一社）十和田市観光協会　TEL 0176-24-3006

2017とわだYosakoi夢まつり

月がとっても青いから全国カラオケコンクール

あおもり1
と し

0市大祭典in十和田

県内10市の祭りや郷土芸能、食、観光情報が一堂に集結

９月23日（土）・24日（日）、官庁街通りで開催！
日程　９月30日（土） 前夜祭 15:00～17:00 (駒っこ広場)

　　　10月１日（日） 本　祭  9:30～17:00 （官庁街通り）

【お問合せ先】とわだ Yosakoi 夢まつり実行委員会

　　　　　　 （十和田商工会議所内） TEL 0176-24-1111

日　時　10月８日（日）　準決勝 10:00～、決勝 13:00～

会　場　十和田商工会館　１階大ホール

入場料　2,000円（税込）

【お問合せ先】「月がとっても青いから」実行委員会

　　　 　　　（十和田商工会議所内） TEL 0176-24-1111

【お問合せ先】
　十和田市観光推進課
　TEL 0176-51-6772

青森市／青森ねぶた青森市／青森ねぶた 八戸市／八戸三社大祭八戸市／八戸三社大祭 弘前市／弘前ねぷた弘前市／弘前ねぷた むつ市／おしまこ流し踊りむつ市／おしまこ流し踊り

五所川原市／五所川原立倭武多五所川原市／五所川原立倭武多 三沢市／アメリカンデー三沢市／アメリカンデー 黒石市／黒石よされ黒石市／黒石よされ つがる市／馬ねぶたつがる市／馬ねぶた

平川市／平川ねぷた平川市／平川ねぷた 十和田市／三本木小唄流しおどり十和田市／三本木小唄流しおどり

９月８日(金) ▶ 10日(日)

祭りはアートだ！体感！咲き乱れる1
と し

0市の華

（一社）十和田市観光協会（一社）十和田市観光協会
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第16回
視覚障がい者が頑張る『六　星』

法政大学大学院政策創造研究科　教授　坂本光司
　全国には視覚障がいのある方が約32万人いる。こ

のうち約３分の１の11万人は も重い１級の障がい

者である。加えて言えば、32万人の視覚障がい者の

うち約 7万人は、身体障がいや知的障がいのある、

いわゆる重複障がい者である。

　障がい者の民間企業での就労は厳しいが、とりわ

け視覚障がい者は特に厳しい。現在、民間企業で就

労している視覚障がい者はわずか１万7000人と、視

覚障がい者全体の５％程度にすぎない。

　こうした現状を見かね、立ち上がった団体がある。

それは浜松市にある NPO 法人「六星（ろくせい）」

である。創業は1996年、日本で初めての視覚障がい

者のための小規模授産所「ウイズ」としてスタート

し、2006年に現在のNPO法人に組織替えをしている。

　創業時は、働く場を強く求める６人の視覚障がい

者と４人の職員の計10人であった。苦労と努力が実

り、現在では「ウイズ半田」と「ウイズ蜆塚（しじ

みづか）」という２カ所の拠点に、51人の視覚障が

い者と12人の職員が助け合いながら就労する、わが

国最大規模の視覚障がい者の就労施設にまで成長、

発展している。

　同社の主事業は「白杖」「点字名刺」「点字広報誌」

「ラベンダーのポプリの小物製品」「マグネットグッ

ズ」「竹炭フクロウ」「手すきのはがき」「布草履」、

そして「たわし」など、10数種類の商品の生産・販

売である。驚かされることは、これら商品はいずれ

も視覚障がい者と職員が知恵を出し合い、開発した

物ばかりである。

　六星のリーダーは斯波（しば）千秋代表理事であ

る。視覚障がい者やその親御さんとの出会いの中で、

「家から出ず・出られず・出してもらえず……」と

いう生活実態を知り、あえて立ち上がったのである。

　先日、社会人大学院生たち10数人で六星の一つの

拠点「ウイズ蜆塚」を訪問させていただいた。そこ

では20数人の視覚障がいのある方々がさまざまな仕

事に取り組んでいたが、私たちの目がくぎ付けに

なったのは83歳の女性の仕事ぶりであった。

　あの小さな針の穴に糸を通し、そして玉をつくり、

布草履を縫い始めたのである。親指のあちこちに血

がにじんでいたが、「お金を払ってもいいから、こ

こで働き続けたい」とニコニコ顔で私たちに語って

くれたとき、筆者らは目頭を熱くした。聞くと73歳

で視力を失い、一人暮らしで自宅に閉じこもってい

たが、斯波代表理事たちの懸命なリハビリ訓練で再

び勇気と希望を取り戻し、一日３

時間働いているという。

　こうした頑張る企業の存在を見

せつけられると、私たち健常者は

まだまだ努力が足りないと言わざ

るを得ない。

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。

　近年災害が頻発していることを踏まえ、これまでの災害減免法等の規定に加え、災害に対応するための
税制上の規定を常設化します。

税のこと vol.36　災害に関する税制上の措置知っておく
べき

①被災者の生活再建に資する措置
　→「被災者生活再建支援法」の対象となる災害に適用
　・住宅の再取得等に係る住宅ローン減税の特例
　・建築工事の請負に関する契約書等の印紙税の非課税
　・被災自動車に係る自動車重量税の特例還付　　　　　　など
②事業者の再建等に資する措置
　→「特定非常災害特別措置法」の対象となる災害に適用
　・買換え特例に係る買換え資産の取得期間等の延長
　・被災代替資産等の特別償却
　・消費税の課税事業者選択届書の提出等に係る特例　　　など
③他法令の仕組みを前提としている措置
　・事業承継税制（相続税・贈与税）における事業継続要件等の

緩和（一部の要件について中小企業信用保険法が前提。その
他の要件について、全ての災害に適用。）

　・公的貸付機関等・金融機関が行う特別貸付に係る消費貸借に
関する契約書の印紙税の非課税（激甚災害法）　　　　など

・住宅ローン減税の適用の特例
・財形住宅・年金貯蓄の非課税措置の特例
・災害損失の繰戻しによる法人税額の還付
・仮決算の中間申告による所得税額の還付
・住宅取得等資金の贈与額の特例措置に係る居住要
件の免除等

・山林に係る相続税の納税猶予等の規模拡大要件の緩和
・法人税・消費税の中間申告書の提出不要
・被災酒類に係る酒税相当額の還付方法の簡素化

全ての災害に適用 災害を指定して適用

３

見

は

ざ
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　十和田市では、高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、生活支援の体制整備に取り組

んでいます。その一環として、今年度、十和田市内の法人や任意団体、個人事業主が取り組んでいる「生活支

援等サービス」の情報を取りまとめ、高齢者が活用できるように情報紙（（仮称）高齢者にやさしい生活支援情

報紙 )を作成することにしました。高齢者の生活支援・介護予防に向け、掲載を希望する事業所を募集します。

 

＜対象となるサービス内容＞
高齢者の生活支援・介護予防に資するサービス（下表参照）で、原則として現在実施中のもの。

※ただし、介護保険法に基づくサービス（指定事業者による事業等）は対象外です。

【サービス例】

高齢者生活支援サービス情報誌に掲載する事業所を募集します！

サービス 内　　容
生 活 応 援 購入品の配達や配達時の見守りや声掛け、安否確認や電球交換等のお手伝いをするサービス

家 事 援 助 買い物や掃除、調理、洗濯等の日常生活で必要な家事を支援するサービス

見守り・安否確認
地域の自治会や町内会、民間事業者等による高齢者の安否確認や見守りを行うサービス

※十和田市高齢者みまもり協力隊に登録している事業所は、自動的に掲載されます。

配 食 自宅に弁当や食事を配達するサービス

交流の場・通いの場
住民や NPO 団体等様々な主体によるミニデイサービスやコミュニティサロン等の交流の場、

運動・栄養・口腔ケア等の専門職が関与する教室を開催しているサービス

介 護 者 支 援
介護している家族の集いや介護サービスを利用している方の状態維持・改善に向けた知識・

技術の教室等であり、介護をする方を支援するサービス

外 出 支 援 通院や買い物等が一人では困難な方へ移動支援を行うサービス

多 機 能 型 拠 点 スーパーやコンビニ、飲食店等に介護の相談窓口、サロンや体操教室等多様なサービスを組

み合わせたサービス

【応募に関する手続等詳細についてのお問合せ先】十和田市高齢介護課　TEL 0176-51-6720

厚生労働省が定める介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方に基づく
多様な主体による生活支援・介護予防サービスの提供イメージ
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女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん 会員募集中 ●年会費10,000円
●連絡先／十和田商工会議所女性会 24－1111

　７月11日、平成29年度東北六県商工会議所女性会連
合会総会米沢大会が山形県米沢市のグランドホクヨウ
で開催され、当会から益川会長をはじめ６名が参加し
ました。
　第一部の会員大会では、物故者黙とうがあり、当会
の沼田友子さん、畑中タケさんを含む13名に黙とうを
捧げました。
　第二部の講演会では、旧米沢藩上杉家第17代当主で
宇宙航空研究開発機構（JAXA）名誉教授でもある上
杉邦憲氏が講師を務め、「上杉家の女性史」がテーマ
でした。「家」を一番の大事とし、家を子どもを大切
にしていた江戸時代の女性の生き方や、破綻寸前の藩
財政を見事に立て直した第10代当主の上杉鷹山（治憲）
の「なせば成るなさねば成らぬ何事も　成らぬは人の
なさぬなりけり」の精神などについて講演していただ
きました。
　第三部の懇親会は、ソプラノ歌手の松倉とし子さん
と望さんによる親子共演のウエルカムコンサート～優
しい調べとともに～に始まり、米沢商工会議所女性会
のメンバーで構成する日本舞踊愛好会なごみ会による

　平成29年度青森県商工会議所女性会連合会総会が、
６月14日、黒石市のグリーンパレス松安閣で開催され、
当会からは12名が参加しました。
　総会では、平成28年度の事業報告・収支決算、平成
29年度の事業計画・収支予算に係る議案が全て承認さ
れました。また、任期満了に伴う役員改選では、監事
に当会の脊戸副会長が新たに就任しました。
　講演会は、NPO法人横町十文字まちそだて会理事
長の村上陽心氏が講師を務め、「“まち”そだては“人”
そだて」と題して講演していただきました。33歳の若
さでありながら将来の事をしっかり考え、地元の古い
街並みを生かして、人が集まる場所、そしてホッと出

祝舞「これぞ天下の上杉節」も踊っていただきました。
乾杯は梅酒の大吟醸でとても口当たりのよいお酒でし
たし、会食も地産地消でとてもおしゃれに工夫されて
いて、どれを食べても美味しいの声でいっぱいでした。
山形の女性会のおもてなしもとても良く、食事にお酒
に止まることなく箸が動いておりました。
　参加したメンバーは、とても有意義な時間を過ごす
ことが出来たとのことでした。

県連総会黒石大会

東北六県連総会米沢大会

来る場所を街なかにつくる事など、黒石の中心市街地
の活性化に、若者をはじめ地域の皆で取り組んでいる
という熱のこもった講演でした。
　懇親会では、横笛奏者HIROMASAさんの演奏が披
露され、黒石をテーマにした曲や東日本大震災で被災
している中で出来た曲などに心が癒されました。
　終わりには黒石よされを皆で輪になって踊り、次回
開催地である十和田女性会のPRタイムでは、青年会
議所よりお借りしたウマジンを被った４名を挟んでポ
スター看板でPRし、益川会長より「他の大会よりも
良くとは言わず、十和田らしさを全面に出して皆さん
をお迎えしますので、一人でも多くの方に十和田の地
に来ていただきますようお待ちしております」と挨拶
がありました。来年の十和田大会が良い大会となるよ
う参加者で確認して帰って来ました。

総会会場にて

ウマジンを被って十和田大会をＰＲ

「やまがた愛の武将隊」と一緒に
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Topics

　十和田市飲食業協会主催による「とわだ七夕ラリー」
が、７月５日に開催。約450人の参加者が、指定された
５軒の飲食店を回ってはしご酒を楽しみ、ゴール後は豪
華景品が当たる抽選会にチャレンジした。
　開催は昨年に続き今回で２回目。冬の恒例イベントと
して既に29回の開催を数える「とわだ雪見ラリー」の夏
バージョンとして飲食店街の活性化を図るために企画さ
れたもので、同協会では、趣向を凝らしながら賑わいを
図っていきたいとしている。

夏バージョンでも賑わいを
第２回とわだ七夕ラリー

豪華景品が当たって喜びいっぱいの参加者

　当所厚生部会では、７月16日、昨年の台風で甚大な被
害を受けた久慈市の復興応援の意味を込めて、三陸復興
国立公園の青森県・岩手県北部エリアでの視察研修を開
催した。久慈市では、ＮＨＫドラマ「あまちゃん」のロ
ケ地でも知られる小袖海岸を視察。小袖海女センターで
北限の海女素潜り実演を見学した。ほかに、道の駅くじ
のやませ土風館や葛巻町のくずまきワイン工場、八戸市
の種差海岸インフォメーションセンター、蕪嶋神社など
を視察した。

北限の海女の素潜りを間近で
厚生部会視察研修

小袖海岸「じぇじぇじぇ発祥の地」記念碑の前で

　当所食品商業部会・観光交通部会・生活文化商業部会・
工業部会では、７月28日、４部会合同による健康運動セ
ミナーを開催。市のふるさと出前きらめき講座を利用し、
「働き盛り世代のための健康づくり」をテーマに生活習
慣病予防のための食事のポイントを学んだほか、心身の
健康アップのための筋力向上体操も行った。
　また、セミナー終了後には、十和田商工会館を会場に
開催された十和田納涼まつりへ参加して、参加者相互の
親睦を深めた。

健康づくりを学んで楽しく乾杯
４部会合同健康運動セミナー

筋力向上体操で心と身体の健康づくり

　雨天につき延期となりました第42回会員親睦ゴルフコンペですが、10月３日（火）に開催することに致しま
した。詳細は後日改めてご案内致します。【お問合せ先】十和田商工会議所総務課　TEL 0176-24-1111
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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

文化講演会 とわだ彩
さいはっけん

発見！夏休み親子クイズ旅

不当要求防止責任者講習

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7月12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８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：８月 10日（木）・24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）
リテールマーケティング＜販売士＞（第81回１～３級）
　検 定 日 :平成30年２月21日（水）
　申込期間 :12月18日（月）～平成30年１月26日（金）
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）

【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

（ ）

　歌とトークでおくる文化講演会を開催します。
日　時　10月６日（金）　18:30 ～（予定）
会　場　十和田商工会館１階ホール
講　師　歌手 山本健司・青戸健・北野好美
テーマ　「故郷にとどけたい この歌を」
参加料　無料（非会員 500円）
　　　　※９月上旬（予定）より整理券を配布します。
定　員　200名

【お問合せ先】
十和田商工会議所総務課　TEL 0176-24-1111

　夏休み期間中に親子（小学生対象）で挑戦するク
イズイベントを開催しています。
開催期間　７月24日（月）～８月20日（日）
ル　ー　ル　親子で夏休み期間中、クイズシートを

持って９つのクイズスポット（観光地）を
訪れ、クイズに挑戦。7 問以上正解した
親子の中から抽選で40名に景品をプレゼ
ントします。

応募方法　「解答兼応募用紙」にクイズの答えと必
要事項を記入の上、回収 BOX へ投函

応募締切　８月 31 日（木）
クイズシート＆回収BOX設置場所

十和田市観光推進課、十和田湖支所、十
和田市現代美術館、十和田市民図書館、
十和田市馬事公苑駒っこランド（交流
館）、奥入瀬渓流館、十和田湖観光交流
センターぷらっと

そ　の　他　・応募は小学生１人につき１回
　　　　　・正解は後日、市ホームページで発表

【お問合せ先】十和田市観光推進課　TEL 0176-51-6772

　暴力団等の不当要求に対する事業所や社員等の被
害を防止するための講習会を開催します。
日　時　８月24日（木）　13:30 ～ 16:30
会　場　サン・ロイヤルとわだ
講習内容　・民事介入暴力の現状と具体的な対応策
　　　　　・暴力団の現状と動向
　　　　　・不当要求に対する基本的対応要領

等について、実例を交えながら、講義や
ロープレ・ＤＶＤで講習します。

受講料　無料
受講手続　不当要求防止責任者を選任し、管轄の警察

署（暴力団取締主管課）に選任届を提出。後
日、講習開催の通知をします。

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

ＢＣＰ（事業継続計画）ワークショップ
日　時　８月23日（水）　13:15～16:45
会　場　十和田商工会館　５階会議室
参加費　無料　　定　員　先着20社（１社２名まで）
※詳細は今号に同封の折込チラシをご覧ください。

【お問合せ先】
東京海上日動火災保険㈱十和田支社　TEL 0176-22-6008
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

　いつもならジメッとした空気に

悩まされるこの時期、今年はどう

したものか。一体、梅雨はどこへ

いった?　 （tkr）

〔つゆはどこへ？〕

謝罪聞きながら心が伝わらぬ 八木田幸子

　　真意をみせてほしい

顔洗うまでは残っていた記憶 大釜　丸子

　　よくあること。思い出すまで時間がかかる

それなりに写る鏡に媚びている 柳瀬　一子

　　自分を持ち上げることも上手に生きていくコツ

名を持たぬ星屑だけど光ってる 中村しげし

　　いつもそうありたいものです

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
　農業活性化の取組みとして「６次産業化」が提言されてから久しくなるが、これは、

　①第１次産業―農畜産物、水産物の生産業（今回は「農業者」として）

　②第２次産業―食品加工業

　③第３次産業―流通、販売業

　①の第１次産業者（農業者）が②、③の事業者が得ていた付加価値を、農業者自身が

得ることによって農業の活性化を図る①＋②＋③＝⑥、いわゆる第６次産業化である。

　国内には多くの農業者がいるわけで、個人農業者の高齢化や家族労働での限界もあり

進んでいない。②、③の付加価値をプラス (＋ )した第６次産業化も必要と思うが、将

来的な生き残りを考えた場合には、①×②×③＝⑥の「第６次産業化」である。付加価

値に加え農業のブランド化（特許）だと思う。

　地域農業の再編を図り、ひいては地域の活性化に繋げたいものだ。 （T）

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

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.80Vol.80
まだ入社半年ですが
　学生の時から東京で過ごし、仕事
も異なる分野に就いていました。ま
だ分からないことが多いですが、
徐々に仕事を覚えながら、曽祖父か
ら続くこの会社を支えていきたいと
思います。
 
気を付けたいこと
　つい、これで大丈夫だろうなと
思ってしまいがちで、ケアレスミス
が多いので気を付けたいです。あと、
仕事中に顔が強ばっているらしいの
で、優しい笑顔の表情を心がけたい
です。
 
利益追求だけではなく
　おいらせ知の会など、本業以外で
も植樹や環境美化といった地域を良
くしようという活動に積極的に取り
組んでいることを知り、驚きました。

至福のひととき
　最近温泉の良さが分かってきた
ら、十和田市はなかなかの温泉地な
んだなと気付き感動しました。しか
も源泉かけ流し。露天風呂が特に好
きで、夜風に当たりながらゆっくり
湯船につかってリフレッシュしま
す。湯上りの一杯がまたサイコーな
んですよね！ (笑 )
 
好きな音楽を通じて
　音楽は聴くことも演奏することも
好きです。趣味でバンド活動してい
たこともあったので、機会があれば
またやってみたいです。
 
興味があること
　せっかく母や祖母の近くに暮らし
ているので、母や祖母から教わって、
私も郷土料理や家庭料理を上手くな
りたいです。そして、婚活も頑張り
ます！（笑）

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！

株式会社中綱組

羽
は が

賀　綾
あ や か

華  さん
（29歳）

　大学通りの整骨院とともに、介護事業を展開する㈲トコ　大学通りの整骨院とともに、介護事業を展開する㈲トコ
ス。整骨院の経験を生かし機能訓練に特化したサービスをス。整骨院の経験を生かし機能訓練に特化したサービスを
提供するトコスデイサービス一本木沢に加え、今春新たに提供するトコスデイサービス一本木沢に加え、今春新たに
トコスデイサービス東五番町もオープンした。トコスデイサービス東五番町もオープンした。

有限会社トコス（トコス整骨院）
十和田市東二十二番町17-12
代表取締役　竹島直樹
T E L　0176-25-2227
F A X　0176-27-4020
ホームページ　http://tocos.main.jp/

定員18名の少人数制で、猫と触れ合
いながら、家庭的な雰囲気の中で安心
して過ごすことができます。

トコスデイサービス一本木沢トコスデイサービス一本木沢
整骨院が考えるリハビリ重視の設備整骨院が考えるリハビリ重視の設備

トコスデイサービス東五番町トコスデイサービス東五番町
猫と過ごせる地域密着型サービス猫と過ごせる地域密着型サービス

機能訓練指導員の資格を持つ柔道整復
師による運動指導、また、マッサージ
のサービスが受けられます。


