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東コミュニティセンターの東側に美しい木立がある。季節の移りかわりが見られて楽しい。

しゃぼん玉東の空が明かるくて　　　晃

3　〈この人に聞く〉　ローソン十和田三小通店　店長 川﨑敏明さん ＆ 副店長 大池浩司さん
5　企業と商工会議所とのパイプ役　小規模企業振興委員
6　〈快進撃企業に学べ〉　トップの病をきっかけに変わったウインテック
7　青年部インフォメーション　通常総会を開催
10　十和田商工会議所会費納入日のお知らせ
12　〈今月のショーウィンドー〉　㈱高村保険事務所
12　〈きらめけっ未来の主役〉　田中建設工業㈱　佐野遥香さん

4　事業者の経営活動を支援する低利の融資制度　青森県特別保証融資制度



日 月 火 水 木 金 土

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。公式ブログ「書の力」　http://ameblo.jp/souun/
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私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします

店長の務め
クオリティー
　商品サイクルが昔と違って速くなっているため、売れ
筋を掴むことが難しいですが、ニーズに応えるために情
報収集やデータ分析は欠かせません。

　
サービス
　業界全体的に人手不足が深刻ですが、クルー（スタッ
フ）一丸となり、サービスの質の向上に向けて頑張って
います。

　
クリーンリネス
　タブレットでスケジュール管理しているため、シッカ
リ出来ているかを確認しております。

　
楽しい職場
　昨年10月に組織変更したため、まだまだ内部的に安定
していないところもありますが、アットホーム的な職場だ
と思います。人間関係のトラブル等もなく、みんな気兼ね
なく働いています。いずれ、五戸にある３店舗とも合同で
レクリエーションを行いたいと思います。

　弊社の企業理念であり、それに少しでも近づくために、
日々、クオリティー、サービス、クリーンリネス（QSC）
に取り組んでいます。

副店長の務め
　店長が “デキる男” なのですが、それでもサポートとし
てやらなければならない事はたくさんあります。特に店長
が休みの日は、私の実力が試されるので大変です（笑）。
　
今は夜勤が主
　深夜勤務クルー（スタッフ）が不足しており、今は私が
入っています。私がいますので、深夜の店レベルも競合店
に負けていませんよ！（笑）
　昼夜逆転の生活ですが、体が資本であるため、睡眠はシッ
カリとるように心がけています。
　深夜勤務クルー（スタッフ）募集中です。夜、時間を持
て余している方、もっと収入を増やしたい方など、いつで
も声をかけてください。
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事業所概要
有限会社ワイジェイケイ
　所在地：三戸郡五戸町中道8-17
ローソン十和田三小通店
　所在地：十和田市東十三番町25-31
　ＴＥＬ：0176－22－7588

もなく、みんな気兼ね
ある３店舗とも合同で
ます。
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　平成30年度の青森県特別保証融資制度について紹介します。同制度は、県が貸付原資の一部を金融機関に
預託することにより、通常よりも低い金利での利用を可能とする融資制度です。
　県では、中小企業の皆様が金融機関から円滑に事業資金を調達できるよう、企業の活動段階や経営状況に応
じた以下の制度を実施しています。
　
１．未来を変える挑戦資金
　概　　要：県が推進する前向きな取組み（創業、県の推進する戦略、国や県等の補助を受けた事業、新分野
　　　　　　進出、新商品開発など）を行う方を対象に優遇金利で支援する制度。
　融資利率：（年） 0.5%～ 0.9%　　※一部上限0.9%で各金融機関が設定する利率あり。
　
２．経営力強化対策資金
　概　　要：国の認定を受けた専門家（経営革新等支援機関）の支援を受けながら経営
　　　　　　改善や経営力強化に取り組む方の資金繰りを支援する借換制度。
　融資利率：金融機関所定利率－1.3%（下限0.9%）
　
３．事業活動応援資金
　概　　要：通常の事業資金、流動資産を担保とした融資、廃業歴のある方が再チャレンジする場合など、企
　　　　　　業の状況に応じて支援する制度。
　融資利率：金融機関所定利率－0.3%（上限2.1%）
　
４．経営安定化サポート資金（詳細は下表参照）
　概　　要：取引先企業の倒産、不況、災害などにより、経営の安定に支障を
　　　　　　生じている方の資金繰りを支援する制度。
　融資利率：下表の通り

（注1）経営力向上割引…四半期毎に試算表及び資金繰り表を取扱金融機関に提出することを条件として融資利率から0.5%割引する制度。
融資限度額は、⑴～⑸はそれぞれ別枠。さらに⑷は①及び②それぞれ別枠。
融資利率とは別に、県信用保証協会に対する信用保証料が必要となります。
　
お問合せ先
○青森県信用保証協会　TEL 017-723-1354（保証業務課）
○青森県商工政策課商工金融グループ　TEL 017-734-9368
○青森県HP＜青森県特別保証融資制度のご案内＞ http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/kenyuusi.html
○経営安定化サポート資金につきましては、商工会議所会頭の推薦書が必要となります。
　十和田商工会議所中小企業相談所では、経営指導員を中心に経営全般に関する相談に応じ適切なアドバイスを
しておりますので、お気軽にご相談ください。十和田商工会議所中小企業相談所　TEL 0176-24-1111

青森県特別保証融資制度事業者の経営活動を支援する低利の融資制度

資金名

経営安定化
サポート資金

⑴連鎖倒産枠

⑵事業承継枠

⑶経営安定枠

⑷災害枠

⑸事業再生枠

融資対象

原則として県内で１年以上同一事業を営んでいる中小企業者
で、次のいずれかに該当するものとして商工会議所会頭又は商
工会会長の推薦を受けたもの
倒産した企業に対し売掛債権等を有しているもの若しくは倒産
した企業との取引依存度が 10%以上であるもの
①存続見通しがつかない事業者から事業資産の譲渡等により事
業基盤の全部または一部を承継するために資金を要するもの

②事業承継の計画作成、又は計画実行のために資金を要するも
の（事業承継後５年以内の者を含む）

①最近３か月の売上高等が過去３か年のいずれかの年の同時期
と比較して 10%以上減少しているもの

②売掛債権の回収長期化（又は回収不能）、又はその他の事由
により経営の安定に支障を生じているもの

③原油価格の上昇により事業活動に影響を受けている中小企業
者で、売上減少等一定の要件に該当するもの

①別に県が指定する災害等により経営の安定に支障を生じてい
るもの

②東日本大震災により事業活動に影響を受けているもので、売
上減少等一定の要件に該当するもの

法的な債権手続きを行い、又は再生支援機関等の指導のもと事
業再生を図るもの

融資限度額

3,000万円
（運転資金のみ）

1億円

4,000万円
（運転資金のみ）

3,000万円

8,000万円

3,000万円

融資利率

【固定利率】

金融機関
所定利率
から0.8%
引き下げ
た率
（下限1.4%）

（注1）経営力
向上割引の
利用可能（こ
の場合下限
0.9%）

0.9%

0.7%又は
0.9%
金融機関
所定利率

融資期間
（うち据置期間）

運 転10年
以内
（２年以内）
　
設 備15年
以内
（３年以内）

運転・設備
と も10年
以内
（２年以内）

条件と条件として融して融資利率資利率から0から0

gygyo/o/shshokoko/o/kekenynyuuuusisi.h.h



ISO9001・ISO14001認証取得

ローコストマンション設計施工  太陽光発電システム取扱店

本　社　十和田市大字三本木字本金崎230番地1
電話 0176（23）3536　ＦＡＸ 0176（25）2976

企業と商工会議所とのパイプ役 小規模企業振興委員
　十和田商工会議所中小企業相談所では、経営指導員が中心となり、事業者が抱える経営上のお悩み等に適宜
対応していますが、事業主の皆さんのより身近な相談・情報交換相手として小規模企業振興委員を選任してい
ます。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。

菅　　 文 　昭
管設備工業㈱

TEL 0176-23-4887

小笠原　大　地
㈱小笠原新聞店
TEL 0176-23-4044

竹ヶ原　澄　子
㈲こうけん商事
TEL 0176-23-7348

中　沢　智　善
中沢水道設備工業㈱
TEL 0176-22-3695

伊　藤　昭　治
社会保険労務士伊藤事務所
TEL 0176-51-6642

佐　川　次　郎
㈲佐川商事

TEL 0176-23-2451

竹　田　裕　一
㈲吉田薬局

TEL 0176-23-2462

佐々木　紀　仁
㈲佐々木ガス商会
TEL 0176-23-7355

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

＜敬称略、順不同＞

　軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、
文化等に関する一般社会的事実を掲載する週２回以上発行されるもので、定
期購読契約に基づくものです。

　飲食料品とは、食品表示法に規定する食品（酒類を除きます。）をいい、一定の一体
資産※を含みます。 ※税抜価格が１万円以下で、食品の価格の占める割合が 2/3 以上の場合が対象。
　外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。

新 聞

飲食料品

軽 減 税 率 （８％） の 対 象 品 目

消消消消消消消消消消消消消費費費費費費費費費費費費費税税税税税税税税税税税税税軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽減減減減減減減減減減減減減税税税税税税税税税税税税税率率率率率率率率率率率率率制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度消費税軽減税率制度

　平成３１年１０月１日から、消費税及び地方消費税の税率が８％から１０％に引き上げ
られると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

平成３１年（２０１９年）１０月１日から
消費税の軽減税率制度が実施されます

詳しくは国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/) 内の

をクリック！また、十和田商工会議所へお気
軽にご相談ください。TEL 0176-24-1111
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坂本 光司／さかもと・こうじ：人を大切にする経営学会会長。1947年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授、
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などを歴任。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。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。

知っておくべき税のこと

と、一般企業の１%前後と比較して極めて高い。
　こうした努力が実り、これまで他社や業界が困難と
してきたニッチな、そして面倒な作業の機械化・自動
化のための機械を次々に開発していくのである。とり
わけ著名な機械は「蛇行修正機」という、柔らかい・
軽い商品の高速での移動中の蛇行を瞬時に修正する機
械である。この機械は、業界の評価も高く、現在も国
内市場の約80%を占める同社の代表的商品の一つで
ある。
　同社の近年の成長発展のもう一つの要因は、外注先
との関係性の変革である。同社は研究開発型企業とい
うこともあり、自社では研究開発と組み立てに特化し、
部品の加工はほとんどが外注である。このため、当然
のことながら、外注先の協力なくして同社の機械は１
台もできない。仕事を出してやっているといった上か
ら目線的な外注を根本的に見直したのである。外注先
を運命共同体・対等なパート
ナー企業と評価・位置づけ、
30社と「WinWin会」を設立し、
そこでは情報やビジョンの共
有とともに、相互研さんの場と
して活用している。
　経営者の、社員や社外社員である外注企業への熱き
思いは、社員はもとより社外社員からも高く支持され、
近年の離職率は実質ゼロであるばかりか、社員のモチ
ベーションは極めて高く、その業績も抜きんでて高い。
※ウインテックの「五方良し」とは①社員とその家族、
②社外（外注企業）社員とその家族、③現在・未来顧客、
④地域社会・地域住民、⑤株主のこと。

　松山市から車で30分ほど走った愛媛県中央部の東
温市という人口３万3000人規模の小さな都市に、「ウ
インテック株式会社」という社名の中小企業がある。
主事業は、工場向けの各種自動機械の設計製造だ。そ
して社員数は21人という規模ながら独立独歩の企業
として著名である。創業は1980年、現社長である駄
場元（だばもと）定生氏が機械メーカーをスピンアウ
ト（独立）しスタートした。

　創業当初は、規模を大きくした
いとか、もっともうかりたいと
いった思いも強く、またその経営
スタイルも全員参加とは逆に、俺
が……といったワンマン経営で

あった。
　その結果、会社の中は常にギスギスした空気が漂い、
当然ながら、離職する人も多く、加工を依頼している
外注先の中でも離れていく企業が多かった。こうした
状況の中で、駄場元社長が50歳当時、激務やストレ
スの影響からか、がんを患い、数カ月間生死をさまよっ
た。奇跡的に会社に復帰することができたが、この病
気をきっかけに人と命の大切さを痛感し、これからは
規模や業績ではなく人を大切にする経営「一方良し」
ではなく「五方良し」※の経営への転換を決意してい
る。
　そして、そのためには取引先の方針や、景気に一喜
一憂しない「全天候型経営」「非価格競争型経営」「独
立経営」「グローバルニッチトップ経営」が必至と、
研究開発に一段と注力していったのである。ちなみに、
同社の売上高に占める研究開発費は毎年10～ 15%

トップの病をきっかけに変わったウインテック
第23回

人を大切にする経営学会　会長　坂本光司

　欠損金が生じた場合、前年度に支払った法人税の繰戻還付を受けることができる措置について、適用期限
を平成31年度末まで２年延長。

平成30年度 税制改正④ 欠損金の繰戻しによる還付制度

還付請求できる法人税の額
（前期の所得金額が限度） 前期の法人税額＝ 当期の欠損金額× 前期の所得金額÷

＜還付請求できる法人税額の計算式＞

75万円の法人税を納税
（税率15％）の場合

500万円の
所得

500万円の
欠損

前年度の黒字と今年度の赤
字を相殺し、前年度に納付
した法人税75万円が還付

【前年度】 【今年度】



7FRONTIER 2018. 5

【お問合せ・（ボランティアスタッフ）お申込み先】
十和田湖マラソン大会実行委員会事務局　TEL 0176-24-1111　FAX 0176-24-1563
大会の詳細はホームページをご覧ください　http://www.towada.or.jp/yeg/towadakomarathon.html

7月8日日

青年部INFOMATION

　平成30年度十和田商工会議所青年部（十和田ＹＥ
Ｇ）会長を務めさせていただきます大竹 昇（おおた
け　のぼる）と申します。ＹＥＧの経験はまだ浅く、
会長という貴重な経験をさせていただけることに感謝
申し上げます。一年間どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。
　さて、昨年７月に開催された第２回十和田湖マラソ
ン大会では、諸先輩方や会員、そして地元の皆様をは
じめとする多くの関係者のご支援、ご協力を賜り無事
開催することができました。誠にありがとうございま
した。
　また、日本商工会議所青年部第36回東北ブロック
大会での東北ブロックＹＥＧ事業大賞において、十和
田ＹＥＧの「十和田湖マラソン大会」がグランプリを
獲得したことを改めてご報告申し上げます。

　４月26日、平成30年度（第29期）の通常総会を富
士屋グランドホールに於いて開催しました。総会では、
29年度の事業・決算報告、30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ました。
　その後の懇親会・卒業式には、今泉副会頭、四橋弘
泰ＯＢ会長をはじめ、多数のＯＢの皆様にもご参加い
ただき、6名の卒業生の皆様をお祝いする事もできま
した。ご卒業、誠におめでとうございました。

■ランナー募集

部　門　（各コース男女別）高校生以上39歳以下、40
歳代、50歳代、60歳以上

申込期限　５月31日(木)消印有効
申込方法　・インターネット（ランネットhttp://runnet.jp）
　　　　・パンフレット付属の払込取扱票による郵便振替

■ボランティアスタッフ募集
対　象　高校生以上
内　容　参加賞の配布やコース内誘導係など
従事時間　現地にて6：00～14：00頃まで
定　員　50人
申込締切　５月31日（木）
申込方法　氏名・住所・電話番号を記載の上、下記まで

FAXでご連絡ください。
その他　・十和田市役所前から送迎バスが出ます。
　　　　・詳細は６月中旬までに連絡します。

　本年度も、第３回大会として７月８日（日）に開催
いたします（下記参照）。前回までのハーフコースに
加え、クォーターコース（11.5km）を新設して、魅
力ある大会にしてまいります。引き続きのご支援、ご
協力をお願い申し上げます。
　最後に、私が今年度考えているのは「会員間交流事
業」の充実です。マラソン大会は全体事業として、会
員間の交流に大変意義がありますが、それ以外で会員
が集まる機会は少なく、会員同士が知り合えない、知
らないことが少なくありません。人を覚えることがで
きれば、今後の活動も面白く、活発になると考えます。
本年度は、折角なら家族も一緒に楽しめるようなレク
リエーション、バーベキュー大会など、切り口を楽し
く気軽に参加しやすく工夫し計画してまいります。積
極的に参加していただき、そこから生まれる強い「絆」
と「友情」、それがこの会を発展させていく原動力と
なるのではないかと考えております。
　オール十和田で、楽しく進めてまいりたいと思いま
すので、会員間交流事業に奮ってのご参加、ご支援ご
協力をよろしくお願い申し上げます。 

平成30年度 会長就任挨拶
十和田商工会議所青年部
会　長　大竹　　昇 （㈱大竹電化センター）

のぼるおおたけ

平成30年度 通常総会を開催
十和田商工会議所青年部　総務委員会
委員長　下川原　伸一郎 （御幸ガラス）

しんいちろうしもかわら

総会の様子

第３回
十和田湖マラソン大会

ランナー＆ボランティアスタッフ募集！

ハーフ 9:00 START
クォーター（11.5㎞）9:20 START

種目 ハーフ
定員 500人
参加料 5,000円

クォーター（11.5㎞）
300人
4,000円

神秘の湖を駆けぬけろ！  ～深緑の十和田湖を満喫～



ＰＬ保険制度の特長
特長１　中小企業のための専用商品設計により割安な

保険料を実現！
 
特長２　全国で約46,000件の引受実績！制度発足以

来約19,800件を超える支払実績！
 
特長３　製造業だけでなく、販売業、飲食店、工事業、

請負業等幅広い業種が加入対象！

リコール特約の特長
特長１　充実補償リコール特約なら、従業員による食

品・医療品への異物混入またはそのおそれに
起因するリコールも補償対象！

特長２　充実補償リコール特約なら、対人・対物事故
のおそれ・品質保持期限の誤表示等により実
施するリコールも補償！

特長３　部品製造事業者や販売事業者のリコールリス
クも補償！

最終製品製造事業者等からの求償にも対応

　青森県選出の衆議院議員で同議長を務める大島理森
氏の招待により、４月17日、当所三役をはじめとす
る視察団が、衆議院議長公邸を訪問。公邸内の会議室
や迎賓室などの施設を見学した。

Topics

　４月19日、中小企業の事業活動促進と経営安定化
を図ることを目的に開催。県や市、各種経営支援機関
の担当者が、平成30年度の融資制度や支援事業につ
いて紹介した。

衆議院議長公邸視察 中小企業融資制度説明会

十和田市春まつり 手づくり鯉のぼり展示

そ
よ
風
に
泳
ぐ
鯉
の
ぼ
り

　４月20日から５月５日に開催。今年は４月19日に
桜の開花が宣言され、見頃を迎えると多くの観桜客で
賑わった。また、よさこいやカラオケ大会などの各種
イベントも開催され、観光客を楽しませた。

　春まつり期間中、商工会館前周辺に約150匹の鯉の
ぼりが飾られた。鯉のぼりは三本木小唄普及委員会が
中心となり、古着物や端切れを使って制作したもので、
色とりどりに泳ぐ姿に多くの観光客が足を止めた。

見
頃
を
迎
え
多
く
の
観
桜
客
が
訪
れ
た
官
庁
街
通

公
邸
内
に
て

各
機
関
担
当
者
か
ら
今
年
度
の
各
種
制
度
を
説
明

本制度は、中小企業製造物責任制度対策協議会を構成する商工３団体（日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会）
を契約者とし、商工３団体の傘下団体の会員である全国の「中小企業者」を被保険者とする生産物賠償責任保険制度です。中小企業
者に適した保険条件(補償内容)、割安な保険料水準とすることで加入しやすいものとなっています。

【お問合せ先】十和田商工会議所　TEL 0176-24-1111

国内でもしものPL事故に備える全国制度
商　工　会　議　所 PL保険制度 ご加入は随時

受付中！
中 小
企 業
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アクサ生命保険株式会社
青森支社　十和田営業所　
〒034-0082 青森県十和田市西二番町4-11 十和田商工会館2F　 
TEL 0176-24-2624 

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ（弔
慰金・見舞金制度、退職金制度、リスク対策や事業承継など）を共済
制度／福祉制度でサポートしています。

【事務局】  〒034-0082  十和田市西二番町4-11　十和田商工会議所 総務課内
TEL 0176-23-1958   FAX 0176-25-2464    E-mail  info@towada-jc.com
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十和田商工会議所からのお知らせ

労働保険年度更新の手続きについて平成30年度会費納入のお願い
　平成30年度の十和田商工会議所年会費の納入をお
願いしております。納入通知書による納入をご利用の
方は、５月25日（金）までにお願い致します。
　口座振替による納入をご利用の方は、５月25日（金）
に指定の口座より自動振替させていただきます。また、
３期分納の場合および特定商工業者負担金の口座振替
日は次の通りです。
年会費　第１期　５月25日（金）
　　　　第２期　８月27日（月）
　　　　第３期　11月26日（月）
特定商工業者負担金　８月27日（月）
※商工会議所が管理する法定台帳について、一定規模以上の事業所（特定
商工業者）に、その登録と経費負担をお願いしております。

【お問合せ先】
十和田商工会議所総務課　TEL 0176-24-1111

　労働保険の年度更新（平成29年度確定保険料と平
成30年度概算保険料の申告・納付手続きのことをい
います。）を行っていただく時期となりました。
　平成30年度の申告・納付期間は、 ６月１日（金）か
ら７月10日（火）までとなっておりますので、お早めにお
近くの金融機関・郵便局等で手続きをお願いします。
【お問合せ先】
青森労働局総務部労働保険徴収室  TEL 017-734-4145

10 FRONTIER 2018. 5

　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５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：5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 TEL0176-24-1111

簿　　記（第 149 回１～ 3級）
　検 定 日：6月 10日（日）　
　申込期間：5月 11日（金）まで
リテールマーケティング〈販売士〉（第 82 回 2・３級）
　検 定 日：7月 14日（土）
　申込期間：5月 14日（月）～ 6月 22日（金）　
そろばん（第 123・213 回段位・１～３級）
　検 定 日：6月 24日（日）　
　申込期間：5月 24日（木）まで
【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　十和田商工会議所相談課　TEL 24-1111

マル経の金利は
年1.11％

政府系融資制度「マル経」情報

（平成30年4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・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

融資対象

（1,500万円超の場合は
　　　別に要件あり）

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

商工会議所が運営するビジネス支援サイト

に
商品やサービスなどの情報を掲載しませんか？
お気軽にお問合せください。 十和田商工会議所　ＴＥＬ 0176-24-1111

サイト

　当所の生命共済制度にご加入の事業所を対象に、還元事業の一環として、健康診断費用の助成を実施しま
す。是非、職場の定期健康診断等にご活用ください。
　
支給要件　商工会議所の会員・特定商工業者であり、当所の「生命共済制度」の加入事業所

※当助成金を請求する時点で加入事業所であること。また、納期が到来している当所会費または特定商工業者負担金が未納でないこと。

対　　象　平成30年3月1日～平成31年2月28日の期間内に健康診断を受けた方で、健診時点で当制度の加
入者となっている方。　※原則、労働安全衛生法に基づく健康診断を対象とします。

助 成 額　対象者１人につき2,000円（半口加入者は1,000円、申込先着800名まで）
※対象期間中１人１回を限度とし、実費が助成金に満たない場合は、実費を限度とします。

　
【お申込み・お問合せ先】十和田商工会議所 共済制度担当　TEL 0176-24-1111

平成30年度　十和田商工会議所　生命共済制度　健康診断助成金のお知らせ



　“天は二物を与えず” ということわざがあるが、二刀流で今季メジャーデ
ビューした大谷翔平の姿は衝撃的だった。投げては初登板初勝利、打って
は３試合連続ホームラン。加えて、ほかのメジャーリーガーに引けを取ら
ない体格と、小顔で端正なマスク。こっちは一刀流ですらままならないと
いうのに。むしろ、運動も勉強も大したことはないし、低身長でだらしな
い体、家のローンに車のローン、お金もないし力もない…、探せば探すほ
ど出てくるのは負の二刀流ばかり…。
　とは言え、天の授かりものだけで大谷選手があるわけでは決してない。
多少は運の要素もあるにせよ、想像がつかないような並々ならぬ努力や辛
抱を積み重ねてきたからこそ、今があるんだろう。犠牲にしてきたものだっ
て少なくないはず。すぐ楽な方を選択してしまう自分が、そもそも同じ
フィールドに立てるはずもなく、輝く人を羨ましがる前に、自分にストイッ
クになることが先だ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（T）

がんばった自分にあげたい金メダル
これで明日からまた頑張れる

木村　　智

紅引いて私を変えてみたい春
何かがきっと変わるはず

夏目　美代

むつかしい話は避ける針の孔
眠くなるだけ

葛巻つくし

老木も春へ新芽を吹く構え
老木だって生きている

田中　　實
（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

１枚写真館

　花粉も落ち着いたみたいだ
し、洗車でも。でも、もうちょっ
として梅雨に入ったら、どうせ
また汚れるか。洗う暇がないな
～（笑）

（tkr）

暮らしのなかにあるさまざまな「もしも」に

ワ イ ド な 補 償 で 安 心 も よ り 大 き く
い つ も の よ う に い つ ま で も

取扱代理所 … 十和田商工会議所
〒030-0801　青森市新町２丁目８-２６  TEL 017-777-8111

火災共済 MAP自動車共済 医療総合・傷害総合

味
方
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旧
国
道
４
号

吉金商店
大七書店

高屋歯科

十和田外科内科

大巻時計店 加賀沢畳店

味一番
エスカルゴ

旧高村保険
　事務所

上北建設

田島石油

かまもと

国道102号

↑七戸町

↓五戸町

この会社を選んだ理由
　一番は、職場の温かい雰囲気に惹
かれたからです。また、人の手で道
路や橋を造り上げることにも興味が
あり、現場に直接携わっていません
が、弊社が手懸けた場所を見かける
度に嬉しい気持ちになります。
　
まるで別人 !?
　声が低いので、明るい声と笑顔で
話すように心がけています。特に電
話口の声は、普段の声と違い過ぎて
自分でも笑ってしまいます（笑）。
　
大切な存在
　実は双子で、同じ顔がもう１人い
ます（笑）。嫌な時もありますが、
一番の相談相手であり、一緒に出掛
けたりもするので、いつも隣にいる
大きな存在です。
　
11年目に突入
　小・中・高とバスケットボール一筋。

今は小学生の指導を手伝っていて、
休日もほぼ体育館にいます。ずっと関
わっていきたいですし、コーチのライ
センスもとってみたいです。
　
社会人になったので
　バスケ漬けだったこともあり、化粧
やお肌のケアには無頓着、髪の長さ
も男子並みでした（笑）。これからは、
もう少し美容に気を使って女性らしさ
に磨きをかけようと思います！
　
頑張っていること
　建設業経理士の資格取得に向けて
勉強をしていますが、高校で学んだ
簿記が役立っています。あの頃はこん
なの必要なのかと思っていましたが、
基礎的な部分は同じなので、嫌々で
もやっていてよかったです（笑）。今後、
経理系に留まらず、色々な資格に挑
戦したいです。あと、自分でデザイン
した小物なども作ってみたいです。

田中建設工業株式会社

佐 野  遥 香さん
（19歳）

さ 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30年5月5日発行  第288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

4月に新社屋完成！

株式会社 高村保険事務所
代表取締役：高村 和雄　 事務所：十和田市稲生町24-28　 TEL：0176-23-9229　 FAX：0176-24-2356

東京海上日動火災保険㈱代理店、東京海上日動あんしん生命保険㈱代理店、メットライフ生命代理店

高村保険事務所

株式会社 高村保険事務所
相互扶助の精神で仕事を通じて地域社会へ奉仕


