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日 月 火 水 木 金 土

2 　 3 4 5
第１回青森県バ
ス交通等対策協
議会上十三地域
分科会

6
十和田珠算連盟
定時総会

青年部三役会・
理事会

7
夏まつり関係団
体打合せ会

8
十和田警察官友
の会集いの会

9
第152回簿記検
定試験

消防団観閲式

10
商店街連合会理
事会・総会

11
東北財務局長と
の懇談会

第１回経営指導員
等研修会(～12日)

(一社)十和田市観光
協会第１回通常総会

12
食品商業・観光交

通部会消費税軽減
税率制度説明会

第58回十和田市飲食業
協会定時総会

伴走型支援研修
　(～14日)

13
定例金融相談
創業相談
創業・起業支援
制度説明会

14
職員研修のため
事務局休業

15
全国あんざんコ
ンクール

16 17
三本木小唄普及
委員会総会

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

18
第２回マル経審
査会

19
青森県商工会議
所連合会役員会

　・総会・第68回
会員大会

第１回小企業者
記帳指導協議会

20
社員教育セミナ
ー・就職情報交
換会

十和田地域消防安
全管理協会創立10
周年記念祝賀会

21 22

23
第216回珠算検
定試験・第126
回段位認定試験

24
青森県原子燃料
サイクル推進協
議会

25
建設部会第１回
役員会

十和田市外部評
価委員会第１回
会議

26
軽減税率対策セ
ミナー(折込チ
ラシに詳細)

27
定例金融相談
創業相談
小規模事業者経営改善資

金推薦団体連絡協議会
消費税軽減税率対策窓口

相談等事業経営指導員向
けブロック研修会

青森県商工会議所女性会
連合会総会五所川原大会

28
㈱まちづくり十
和田第10期株主
総会

29
会員親睦ゴルフ
コンペ

30
そろばんグラン
プリ・青森

7/1
十和田地区暴力
追放推進協議会
理事会・総会

2
東北六県商工会
議所連合会経理
（税務）担当者
研修会（～３日）

3 4 5
商店街活性化連
絡会議

6

JUN JULY 会議所カレンダー６ ７

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

新元号は、新元号は、
音の響きも意味も音の響きも意味も

とても素晴らしいと思います。とても素晴らしいと思います。
しなやかでしなやかで

力強い人をイメージしました。力強い人をイメージしました。

 
 

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」など、数々の題字を手
掛ける。講演活動やメディア出演、著書出版も多数。
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、書道ワークショップを開催。15年には、カリフォルニアにて個展開催、
17年にはワルシャワ大学にて講演など、世界各国で活動する。
公式ブログ「書の力」http://ameblo.jp/souun/
公式サイト　http://www.souun.net/、感謝 69　http://kansha69.com/

80
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株式会社 マルヤマ
　代表取締役

 大
やまと

和　英
ひでき

樹さん（31歳）

防災を通じて
地域社会の発展に

この仕事を選んだ理由
　父（創業者）が病に倒れ仕事復帰が困難になり、後
継者もいないということで、地元である十和田市に帰
り後継者として入社しました。
 
代表取締役として
　まずは、社員が働きやすい環境を作ることが一番の
務めだと感じています。そして中小企業だからこそ、
社員と近い距離を活かしコミュニケーションを大切に
し、長所を引き出せる企業体制づくりにも力を入れて
います。
 
趣味は
　車で旅行をするのが好きです。今年の GW は車で
新潟県の糸魚川市に約２年半前に発生した大規模火災
の復興状況を見に行ってきました。以前は福岡から十
和田市まで車で走ったこともありますよ！
 
こう見えて実は・・・
　小学校から高校までバスケットをやっており当時は
体脂肪率一桁台でした。ちなみに現在の体重は非公開
です（笑）。健康経営という言葉もありますので令和
は運動頑張ります！！
 
今後の防災のあり方
　建物に設置されている消火器や火災報知機等の消防
用設備は、昔からほとんど形を変えずに現在に至って
います。変わらなければならないのはその建物にいる
人の心構えです。消火器一つとっても、もし使い方が
分からなければただの置物です。そのため普段からの
訓練等を定期的に行い、慣れることが大切です。特に
十和田市は比較的災害が少ない地域なので防災の意識
が低い傾向にあります。災害はいつ起こるかわかりま
せん。地域に必要な防災に興味を持ち日常の取り組み
の積み重ねが、お金では買えない一番大切な「心の備
え」です。
 
少しでも防災に興味を
　弊社では、地域の防災訓練の提案や協力、NPO 法
人スマイルラボさんとコラボして防災×脳トレや炊き
出し体験も行い一人でも多くの人に防災の大切さを
知ってもらう活動をしています。
　また、弊社の原点でもある消火器ですが、どこに行っ
ても設置してあるのに見向きもされません。そこで好
きなイラストや写真を消火器のラベルにできるオリジ
ナル消火器の制作も始めています。興味のある方はお
気軽にご連絡ください！

1987年十和田市生まれ。南小学校、十和田中学校、十和田工業高校、東京電機
大学電気工学科を卒業し、マルヤマエクセル㈱に入社。2014年家業である㈱マ
ルヤマに入社し現在に至る。十和田商工会議所青年部、十和田おいらせライオ
ンズクラブに所属。中小企業家同友会理事、NPO法人スマイルラボ理事、セー
フコミュニティ防災対策部会部会長を務める。

代表取締役：大和　英樹
所在地：十和田市西十六番町17番28号
ＴＥＬ：0176-22-0133　ＦＡＸ：0176-22-7296
Ｈ　Ｐ：http://www.maruyama-t.co.jp

会社概要

プロフィール
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消費税軽減税率に対する準備はできていますか？ －１－
10月１日から実施

　元号が令和となり新しい時代の幕が開きましたが、今年 10 月１日の消費税率引上げも迫っ
てきています。そして、消費税率引上げと同時に実施される軽減税率制度。軽減税率（８％）
と標準税率（10％）の複数税率が併存するため、事業者は、制度開始に向けて事前準備が必要
となります。飲食料品を扱う事業者のみならず全ての事業者に関係することですので、準備が
まだという方は下記を参考に、是非、早目の対策を！

軽減税率（８％）の
対象品目

●酒類・外食を除く飲食料品
●定期購読契約に基づく週２回以上発行される新聞

①対象品目の確認
軽減税率（８％）の対象となるもの
飲食料品　軽減税率の対象となる「飲食料品」は、食品表示法に規定する食

品をいいます。同じ原料から加工したものでも、食品表示法に規

定する食品に該当しなければ対象外となることに注意。

 

 
 

新　　聞　駅やコンビニ等で販売される定期購読に基づかない新聞、イン

ターネットを通じて配信する電子版の新聞は対象外。

 

標準税率（10％）の対象となるもの
外　　食　標準税率が適用される「外食」の定義は、次の２つの要件のどちらも満たす場合です。

①場所要件：テーブル・椅子・カウンターその他飲食に用いられる設備のある場所

②サービス要件：飲食料品を飲食させる役務の提供

店内飲食（イートイン）、フードコートでの飲食、ケータリング・出張料理等⇒標準税率

テイクアウト・持ち帰り、出前・宅配、土産、屋台での軽食（飲食設備がない場合）⇒軽減税率

酒　　類　標準税率が適用される「酒類」は、酒税法に規定するアルコール分１度以

上の飲料をいいます。みりんは酒類に分類されますが、アルコール分１度

以上でも、塩分などを加え飲用にできなくしているものは軽減税率が適用

されます。

そ の 他　医薬品・医薬部外品、水道水も標準税率の対象です。

一体資産について
　食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、または構成しているもので、一の資産
としての価格のみが提示されているものを一体資産といいます。一体資産は、原則標準課税が適
用されますが、次の条件をどちらも満たすものは、全体が軽減税率の対象となります。
①一体資産の販売価格 (税抜 )が１万円以下
②一体資産の価格のうちに飲食料品の価格が占める割合が２/３以上となるもの
※個々の商品価格の内訳があったり、お客様が自由に組合せができるような販売方法は該当しません。

⇒来月号につづく

消費税軽減税率対策窓口相談等事業

 映像と音声による本格的なセミナーが、何時でも何処でも
何度でも無料で受講できます。

期　間　６月１日（土）～11月30日（土）

セミナーラインナップ
　①複数税率対応レジ導入補助金 ②軽減税率の基礎知識
　③消費税 区分経理の実務  ④キャッシュレス決済入門
☆詳細は今月号の折込チラシをご覧ください。

【お問合せ先】十和田商工会議所相談課　TEL 0176－24－1111

日　時　７月22日（水）　14:00 ～ 16:00

会　場　十和田商工会館　５階会議室
受講料　無料
内　容　・ケースごとの仕訳の注意点
　　　　・実務演習　　　　　　　　など
講　師　小野税務会計事務所　所長
　　　　税理士　小野　恵氏
☆詳細は次月（７月号）の折込チラシをご覧ください。

商工会議所のホームページから消費税の軽減税率に関する　
セミナーがご覧いただけます！

10 月１日から気を付ける実務とは軽減税率実務対応講座

ださ



FRONTIER　2019.6　5

　十和田市では、市内中小企業者の金融の円滑化を図るため、各種融資制度を設けています。本制度は、市が

貸付原資の一部を取扱金融機関に預託し、これに取扱金融機関が自己の資金を加え、信用保証協会の保証を付

して、市が定めた融資条件により中小企業者の方に融資が行われる仕組みとなっています。市が貸付原資の一

部を預託することにより、取扱金融機関の資金調達コストを引き下げ、低利の融資を実現しています。事業に

必要な運転資金や設備資金にどうぞご利用下さい。 

令和元年度 十和田市中小企業等融資制度のご案内

※この他、日本政策金融公庫の貸付対象業種で、経営改善を行う小規模事業者を対象とする小規模事業者経営改善資金融資制度
（マル経）については、当初１年間の貸付利息のうち１％（市が 0.5％、商工会議所または商工会が 0.5％）を補給します。

◎取扱金融機関…青森銀行・みちのく銀行・青い森信用金庫・青森県信用組合の市内各支店、及び商工組合中
　　　　　　　　央金庫八戸支店、秋田銀行大湯支店
◎融資相談窓口…十和田商工会議所（TEL 0176-24-1111）、十和田湖商工会（TEL 0176-72-2201）、
      　　　　　青森県信用保証協会十和田支所（TEL 0176-23-4331）
十和田市の融資制度に関するお問い合わせ…十和田市 農林商工部 商工観光課 (TEL 0176-51-6773） 

制度名 貸付対象 使途 貸付限度額 貸付期間
（据置可能期間）

貸付利率
（利子補給額） 保証料補給額

十　

和　

田　

市　

融　

資　

制　

度

簡易小口
資金

市内に住所又は事業所を有し、
経営の安定のために資金を必要
とする中小企業者

運転

設備
2,000万円

10年以内
（運転６月、設
 備１年以内）

2.1％以内

全額
（保証料は、
 原則 0.45％
 ～ 1.90％）

活性化
資金

市内に住所又は事業所を有し、
経営の安定と事業の活性化のた
めに資金を必要とする中小企業
者

運転

設備
2,000万円

10年以内
（運転６月、設
備１年以内）

2.1％以内
設備資金に限
り中心市街地
活性化基本計
画区域内で事
業を行う場合
は３年間全額
補給

1/2
（保証料は、
 原則 0.45％
 ～ 1.90％）

長期経営
安定資金

市内に住所又は事業所を有し、
次のいずれかに該当する中小企
業者
①不況等の影響により経営に支
障をきたしている者

②経営基盤の改善や強化のため
に資金を必要とする者 

①
運転

②
運転
設備

1,000万円
10年以内

（運転６月、設
備１年以内）

2.6％以内

全額
（保証料は、
 原則 0.45％
 ～ 1.90％）

振興資金

①市内に事務所を有する組合
（事業協同組合、商工組合、商店
街振興組合等）及びその組合に
加入している中小企業者

②市外に事務所を有する組合に
加入し、市内に事業所を有す
る中小企業者（遊興、娯楽、
風俗営業を除く） 

運転

設備

3,000万円
（組合の転貸資
金は、１組合
当たり3,000万
円、共同設備
資金は、１組
合当たり１億円）

運転
８年以内
（１年以内）

設備
10年以内
（２年以内）

取扱金融機
関（商工組合
中央金庫）所
定利率

―

青　

森　

県　

融　

資　

制　

度

創　業
「選ばれる青森」
への挑戦資金

市内で新たに事業を開始しよう
とする者、又は市内で事業を開
始して５年に満たない者で、市
内に住所又は事業所を有する（予
定を含む）中小企業者

運転

設備
1,000万円

運転
10年以内
（２年以内）

設備
15年以内
（３年以内）

0.9％
県による保証
料の補給後の
保証料全額

空き店舗活
用チャレン
ジ融資
「選ばれる青森」
への挑戦資金

地域商店街等の活性化への取組
として市の認定を受けた市内の
商店街等の空き店舗において開
業する者で、市内に住所又は事
業所を有する（予定を含む）中
小企業者

運転

設備
１億円

運転
10年以内
（２年以内）

設備
15年以内
（３年以内）

0.9％
中心市街地活
性化基本計画
区域内につい
ては５年間全
額補給

1/2
（保証料は、
 原則 0.45％
 ～ 1.90％）
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宮崎県内でなくてはならない存在となった『コープみやざき』
人を大切にする経営学会　会長　坂本光司

　宮崎市に本部を置く「生活協同

組合(生協)コープみやざき」とい

う生協スーパーがある。設立は

1973年、「宮崎市民生活協同組

合」として、当初は690人の組合

員でスタートした。設立の翌年の

売上高は1億円弱、組合員数は1600人であったが、

その後はほぼ一貫して業績を右肩上がりに伸ばし、

2017年度は、売上高300億円、組合員数25万人にま

で拡大している。

　スタート当初は牛乳などの共同購入のみであった

が、1988年には、組合員の要望が強かった店舗を開

店し、今や宮崎県内全域に15店舗を構える。それば

かりか、宮崎県内の世帯加入率も53％に上り、宮崎

県民にとって、なくてはならない生活支援施設に

なっている。

　全国各地の生協スーパーだけではなく、全国規模

の大型スーパーであっても、この45年間は出店・退

店を繰り返してきたが、コープみやざきは、退店が

1店舗もないという優等生である。

　その最大の要因は、設立者であり顧客である組合

員の幸せ・満足度向上のため、コープみやざきの役

職員が、この間、基本スローガンを胸に全社一丸と

なって、“良いお店づくり”にまい進してきたこと

である。

　基本スローガンの内容は「“私たちの供給する商

品を中心に家族のだんらんがはずむこと”をめざし

ます」である。このスローガンに基づき、実施され

ている施策の一つが、組合員から提出される「よく

するカード」「よかったよカード」である。その提

出枚数は、年間なんと８万枚以上だという。加えて

言えば、そのカードに書かれた提案が、ことごとく

お店づくり・品ぞろえなどに生かされているという

からすごい。

　また、コープみやざきでは、利用者満足度調査を

実施しているが、最新のデータで、その満足度は

92.6％となっている。さらに、全国の生協店舗利用

者に対し、「生協総合研究所」が顧客満足度を実施

しているが、その満足度も他の生協に比べ抜きんで

て高くなっている。

　その理由は、職員満足度を高めるため、役員・幹

部職員が、組合員に良いサービス・良い商品を提供

するための行動を実践してきたからである。例え

ば、全職員を実質定年なしの無

期雇用とし、一人一人の職員の

生きがいと働きがいを重視した

労務施策を講じている。

　そのためか、コープみやざき

には70歳を超えた社員が現在29

人もいるという。こうしたこともあり、コープみや

ざきの職員の意識も極めて高く、結果として顧客満

足度も非常に高いのである。

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。

新規高卒者雇用機会確保要請 厚生部会視察研修会

　新規高等学校卒業予定者の雇用の確保と地元就職に
よる十和田市の将来を担う人材の確保を目的に、５月
13日、小山田市長が当所を訪れ、雇用機会の確保と求
人票の早期提出を要請した。

　５月 19 日、「歴史・文化に触れる」をテーマに開催。
国重要文化財の康楽館 (秋田県小坂町 )と特別史跡の
三内丸山遺跡を中心に、青龍寺・昭和大仏や道の駅こ
さか七滝などを視察した。

小
山
田
市
長
と
懇
談
す
る
当
所
三
役

国
重
要
文
化
財
・
康
楽
館
に
て

トピックス
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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。 ＜敬称略・順不同＞　

太田　格道
㈲アート印刷

TEL 0176-22-8610

小原　達郎
㈲ふたば

TEL 0176-22-2758

木村　長敏
㈲相坂電気

TEL 0176-23-9348

沢村　千晴
東野珠算塾

TEL 0176-22-7033

竹島　直樹
㈲トコス

TEL 0176-51-3778

竹達　大輔
㈱竹達建設

TEL 0176-23-6111

田中　健太郎
㈱タナカ設備

TEL 0176-22-2231

畑中　健一
青森電気工業㈱

TEL 0176-23-2546

経営に関するお悩みは、お気軽にご相談下さい。【お問合せ先】十和田商工会議所中小企業相談所　TEL 0176－24－1111

事 業 所 名
所在地 代表者名 部　会
営業内容 TEL

㈱ ア グ リ ー ン
十和田市大字伝法寺字泉田 64 小笠原　利行 食品商業部会

耕種農業 0176-28-3600

あらやしき社会保険労務士事務所 
十和田市西十二番町 10-22 新屋敷　良明 理財・情報部会
社会保険労務士業 0176-51-4042

㈱ ア ッ ツ
（p12今月のショーウィンドーで紹介）

十和田市西四番町 8-41 新谷　智央 理財・情報部会
土地家屋調査士業 0176-27-6515

（一社）十和田奥入瀬観光機構
十和田市稲生町 15-3 小野田　金司 観光交通部会
観光サービス業 0176-24-3006

土地家屋調査士 和田宗之事務所
十和田市西二番町 9-25 和田　宗之 理財・情報部会
土地家屋調査士業 0176-23-4108

サ ク ラ プ ラ ス
十和田市西一番町 1-2 櫻田　将史 建設部会
鍛冶工・建築工事一式 0176-22-1458

㈱ ビ ー コ ー ズ
十和田市西三番町 1-24 村岡　将利 理財・情報部会

ウェブ制作 0176-66-4033

Ｆｌｅｕｒｉ（フルーリ）
十和田市大字八斗沢字家ノ下 1007-1 藤森　加奈江 理財・情報部会
グラフィックデザイナー業 0176-22-0800

㈲ミカヒ農林　十和田倶楽部
十和田市東二番町 5-5 中野　英喜 観光交通部会
レストラン・貸会場 0176-58-0350

新入会員インフォメーション　　　　 会員数 1,162件（６月１日現在）
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　４月23日、平成31年度（令和元年度）通常総会を
開催し、昨年度の決算と今年度の計画等が承認され、
大竹会長から蛯沢新会長へバトンタッチされまし
た。また蛯沢会長からは十和田湖マラソン大会、30
周年記念式典等、今年度の活動への決意表明があり

ました。
　総会後のＯＢ会と現役との合同懇親会では、今泉
副会頭、下久保ＯＢ会長をはじめ、多くの来賓、Ｏ
Ｂの方々にご参加いただき懇親を深めることができ
ました。また、懇親会内で行われた卒業式では、卒
業生に思い出を語っていただくなど和やかに進み、
卒業記念品に書かれた後輩からのメッセージに涙す
る場面も見られました。卒業生から後輩への温かく
心のこもったメッセージには、我々も胸が熱くなり、
卒業生の意志を引き継ぐとともに今後の活動への決
意を新たにする場面となりました。

総務委員会 委員長

石
い し だ

田　朋
と も や

也（㈲タイヤガーデン十和田）

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

卒
業
生
の
熱
い
思
い
を
胸
に

蛯
沢
会
長
が
決
意
表
明
の
挨
拶

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

　今年もまた“満開の桜の下”でなべっこだんご事

業を行うことが出来ました。

　４月20日・21日の２日間は、桜の見頃と好天に恵

まれ、たくさんの人出に“なべっこだんご”もたく

さんのお客さんに食べていただきました。特に21日

は、初めに用意した分では足りなくなり、追加のだ

んご作りに奮闘するほどでした。

　また、５月３日・４日の２日間は桜がすでに散っ

ておりましたが、春まつり舞台行事の吹奏楽演奏

満開の桜の下で多くのお客さんに
春まつり “なべっこだんご” 事業

十和田湖
マラソン大会テーマ曲が完成 !! 十和田市出身の作曲家 野坂公紀氏が制作

大会 facebook(https://facebook./com/towasakomarathon/) で
絶賛公開中！

会、カラオケバトル十和田大会、ＲＡＢ杯カラオケ

選手権などに多くの観客が来場し、“なべっこだん

ご”も食べて頂きました。

　年に一度の“なべっこだんご”事業で、メンバー

が少なくだんご作りも大変ですが、お客さんの笑顔

と美味しいの一言にがんばる元気をいただいており

ます。

　また来年も、満開の桜の下で美味しい“なべっこ

だんご”を提供したいと思いますので、是非食べに

来てください。
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Information ～お知らせ～
「創業セミナー」受講者募集

　当所で開設している日本政策金融公庫の定例金融相
談の６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します (要予約 )。
相談日時：６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152回１～３級）
　検 定 日 :６月９日（日）　
　※申込の受付は終了しました。
リテールマーケティング＜販売士＞（第84回２・３級）
　検 定 日 :７月 13 日（土）
　申込期間 :６月 21 日（金）まで
そろばん（第126・216回段位・１～３級）
　検 定 日 :６月 23 日（日）　
　※申込の受付は終了しました。
【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

十和田市を旅行する外国人観光客の満足度向上に取り組む事業者を支援します。

令和元年度十和田市インバウンド受入環境整備事業補助金のご案内
★平成30年の十和田市の外国人宿泊者数は約６万2,000人を数え、前年より約１万3,000人増加しました★

対 象 者　・宿泊事業者 ・製造事業者 ・飲食事業者 ・観光事業者 

　　　　　・交通事業者 ・小売事業者 ・商店街組織等

対象事業　・無料Ｗｉ-Ｆｉ利用環境の整備　 ・多言語利用案内パンフレット

　　　　　・免税手続きに係る謝礼　　　 　 ・ホームページや案内表示の多言語化

　　　　　・多言語翻訳機器や電子決済端末の購入

対象経費　・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・報償費 ・委託費 ・備品購入費

補助金額　対象経費の１/２（上限１００万円、１,０００円未満切り捨て）

※申請は事業開始前までに。予算額に達し次第、受付終了となります。

【お問合せ先】 十和田市商工観光課　TEL ０１７６－５１－６７７１

交付要綱の
ダウンロード
は市HPから ⇒

　十和田市では、創業・起業を検討している方などを
対象に、創業に必要とされる基礎的な知識やビジネス
プランの作成など、経営ノウハウの習得を目的とした
セミナー（全５回）を開催します。
開 催 日　６月29日、７月６日、７月13日、
　　　　　７月27日、８月３日（いずれも土曜日）
時 　 間　16：30～19：00
　　　　　（８月３日の回のみ19：30まで）
会 　 場　市民図書館
参 加 費　無料
定 　 員　10名（先着順）
そ の 他　受講できなかった回は創業相談ルームで補

完できます。
【お申込み・お問合せ先】
十和田市商工観光課　TEL ０１７６－５１－６７７３

2019 十和田納涼まつり
７月17日（水） 17:30 ～ 20:30　会場 : 十和田商工会館
チケット好評販売中!!　当所窓口でも販売しています。
1枚2,000円（税込、飲み物 2杯＆おつまみ 3品）
十和田納涼まつり実行委員会（稲本商事㈱内） TEL 0176-23-7251
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

　ＧＷの時とは打って変わって、

この雑味のないフォルム。素敵だ

わ！笑 （tkr）

〔ヘイ・ジューン〕

万緑の影も緑や駒街道 五　月

　　桜が散ったあとの緑が美しい

日盛りや足場外され新庁舎 美　子

　　だんだん完成に近づいています

カリヨンの輪をくぐり抜け夏の蝶 陽　子

　　夏蝶のひらひら飛ぶ様子が目に見えるよう

やはらかき青葉に染まる親子駒 暁　子

　　気持ち良さそうです

さわやか俳句

（協力　すばる俳句会）

１枚写真館

つぶやき
　先日、井上尚弥がワールドボクシングスーパーシリーズ（WBSS）バンダム級
準決勝で IBF 王者マヌエルロドリゲスを２回 TKO で下した。
　WBSS とは同じ階級の王者（４団体）と上位ランカーだけが参加できるトー
ナメントで本当の世界王者の１人を決める大会である。井上尚弥はこの大会で１
回戦１回 TKO、準決勝２回 TKO 勝利している。世界王者相手にこんな早いラ
ウンドでの勝利は圧倒的すぎる。
　自分としては、お酒を飲みながらゆっくり見ようと楽しみにしているのにすぐ
終わってしまうのでちょっと残念なんですが…（笑）。
　ダウンタウンの松本人志が「世の中の方が（この偉業を）イマイチわかってく
れないのが僕は歯がゆくて」「これ天下一武道会なんですよ。すごいことをやっ
ていて」と発言していたが、まさにその通りだと思う。このまま決勝でも勝利し
て日本のボクシング人気に火をつけてほしい。　　 　（S）

お知らせ

　本誌FRONTIERでは、皆様
からの情報を随時募集しており
ます。掲載してほしいお店や人
物など、自薦他薦問わずお待ち
しております。
十和田商工会議所
広報係まで　TEL　24-1111
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キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.99Vol.99

紺野商事　株式会社

沢
さ わ い

居　 杏
あ ん な

菜 さん（19歳）
この仕事を選んだ理由？
　人と関われる仕事、体を動かせる仕事に就きたいと思
い、この仕事を選びました。今は、給油や洗車の仕事を
担当しています。

仕事をしてみて
　常にお客様の立場に立って接客するように心がけてい
ます。社会人になってコミュニケーション能力は上がっ
たと思います。ですが、たまに訛りが強いお客様にご来
店いただいたときは、話が聞き取れなくてすごい焦っ
ちゃいます（笑）。
 
資格取得に向けて
　11月に国家資格の危険物取扱者乙４種の試験を受験
する予定なので、そろそろ勉強を始めようと思っていま
す。
 
学生のころは
　小学校から高校までソフトボール部に所属していまし
た。小学校の時には、大会で準優勝、優秀選手賞を受賞
しました。
 
趣味は
　５年くらい続けているスノーボードです。蔵王や安比
など県外にもよく滑りに行っています。あとは絶叫系が
好きで、バンジージャンプにチャレンジしたいと思って
います。
 
是非ご来店ください
　この記事を読んだ皆様、ぜひご来店ください。「この
記事を見た」とお伝えいただいたお客様には窓をピカピ
カにするサービスをいたします！！


