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　4　公共施設へのエアコン設置等全25項目を要望 十和田市へ要望書を提出
　3　〈この人に聞く〉　㈱細川興業　代表取締役　細川雄一朗さん
　6　建設部会が国と県に要望書を提出
　7　経営に役立つ小冊子　最新刊のお知らせ
　8　新コーナー 〈ウィズコロナ 新しい事業様式〉 そろばん指導のオンライン化「川上スクール」
　9　レジ袋有料化ガイド
12　〈今月のショーウインドー〉　田中建設㈱
12　〈キラめけっ未来の主役！〉　滝内建設㈱　羽賀絵梨さん

イオンの東方、雨気味のしっとりした風景も日本的か？青田から、穂孕期へ！

ふるさとの風が励ます穂孕期　　晃
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SEP OCT 会議所カレンダー９
日 月 火 水 木 金 土

春・夏・秋まる
っとフェス

定例金融相談
創業相談
新型コロナウイル

ス対策個別相談会
創業・起業支援

制度説明会

県南社会保険委
員会新任委員研
修会

事業引継ぎ定例
個別相談会

第１回全国健康
保険協会県健康
づくり推進協議
会

青森県商工会議
所青年部連合会
第３回役員会・
第１回臨時総会

定例金融相談
創業相談

第３回十和田市
外部評価委員会

新型コロナウイ
ルス対策個別相
談会

制度改正に伴う
専門家派遣等事
業セミナー

青年部三役会・
理事会

定例金融相談会
創業相談
新型コロナウイ

ルス対策個別相
談会

●当所事業　●外部事業　●各種イベント
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目の前のことにとらわれて、目の前のことにとらわれて、
遠くから自分を観ることを疎かにしてしまう。遠くから自分を観ることを疎かにしてしまう。

  
より遠くから今を観よう。より遠くから今を観よう。

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。書道家。東京理科大学理工学部
卒業後、ＮＴＴ入社。書道家として独立後はＮＨＫ
大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」などの題
字を手掛け、講演活動やメディア出演も多数。数
年前より身体に優しいオーガニック食材や発酵食
品を使った店舗のプロデュースを手掛け、湘南に

「CHIKYU FARM TO TABLE」、浅草に姉妹店「MISOJYU」をオープン。2019
年元号改元に際し、「令和」の記念切手に書を提供。ベストセラーの『ポジティブ
の教科書』や、『波に乗る力』（日本文芸社）など著書も多数出版。書作品のみな
らず、現代アートを主とした個展を国内外にて開催。
　公式ブログ「書の力」　http://ameblo.jp/souun/
　公式サイト　http://www.souun.net/

敬老の日 秋分の日
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1987年十和田市生まれ。藤坂小学校・十和田中学校・仙台育英高等学校・
帝京大学法学部卒業後、2008年、東京の建設会社である、大成ユーレッ
ク株式会社に入社。その後、'11年株式会社細川興業に入社し、'12年
代表取締役に就任し現在に至る。十和田商工会議所青年部・十和田八
甲ロータリークラブに所属。

代表取締役：細川雄一朗
本社所在地：八戸市松ヶ丘20-11
十和田営業所：十和田市大字藤島字角倉内沢71-2
ＴＥＬ：0178-20-6610　　ＦＡＸ：0178-20-6645
Ｈ　Ｐ：https://hosokawaindustry.co.jp/about/

営業所概要

プロフィール

株式会社細川興業
代表取締役

 細
ほそ

川
かわ

 雄
ゆう

一
いち

朗
ろう

さん（33歳）

「美しさ」にこだわり
安心・安全な施工をしております
この仕事を選んだ理由
　プロサッカー選手を目指していたのですが、大学時

に断念し東京の建設会社に就職。主に小・中規模マン

ション建設の仕事に携わってきましたが、入社３年目

の時に父が体調を崩し、家業であった細川興業に就職

しました。父はその後すぐに他界してしまい、右も左も

わからないまま代表取締役に就任いたしました。

 

仕事でのこだわり
　建設業界にも様々な業種がありますが、弊社では鳶

工事一式・仮設足場工事をメインでやらせていただい

ております。

　仮設足場工事では最終的に組立てをした足場を解体

してしまうため、自分達のした仕事が形に残らない業

種です。他業種の作業性の向上・使用性・工期の厳守・

安全性の確保が必須とされている業種ですが、当社で

は、組立てた足場の「美しさ」にこだわって仕事に取

り組んでいます。工事期間中、近隣の方々や隣接した

道を通る一般の方々の目に触れることとなる仮設足場

は、その現場の管理状況が窺えるものでもあると共に、

見た目の綺麗な足場はそのまま事故防止にも繋がると

信じて施工しております。

 

十和田八甲ロータリークラブ
　先月より入会させて頂きました。本社が八戸という

こともあり、十和田市ではまだまだ知らない方々も多

いので、ロータリークラブでの活動を通じ多くの方々

と交流していきたいと思っています。

　また地域の社会貢献にも努めていきたいと思ってい

ます。

 

学生時代は
　小学校から大学までサッカー中心の生活でした。小

学校６年生の時には十和田イーストというクラブチー

ムで全国大会に出場。高校入学時には１／100人のセ

レクションを勝ち取り、ベガルタ仙台のユースチーム

に入団しました。大学卒業時にはアルビレックス新潟

シンガポール入団の打診を受けましたが、海外生活が

嫌で断りました（笑）。

 

趣味は
　ゴルフと筋トレ。

　筋トレは日課になってしまい、期間が空くと不安に

なってしまいます。

　ゴルフは最近やっと100が切れるようになってきて

楽しいです。

　基本的にスポーツ全般が好きなのでこれからも新し

いことに挑戦していきたいです。
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全 要 望 事 項
※青文字は新規要望項目

　当商工会議所では８月18日、市に対する今年度の要望

書を小山田市長へ提出した。今年度は、新規９項目を含

む25項目を要望。このうち、公共施設へのエアコン設置

とキャッシュレス・消費者還元事業継続に関する内容を

重点事項とした。要望内容は次の通り。

　尚、今年度は、事業計画に基づく当該要望活動のほ

か、新型コロナウイルス感染症に関する支援について、

４月と６月に要望活動を行った。

公共施設へのエアコン設置など
全25項目を要望

市へ要望書を提出

今泉会頭から小山田市長へ要望書を提出

１. 既存の学校等公共施設へのエアコン設置と断
熱改修

〈要望内容〉
　夏場の気温上昇に伴う熱中症対策として、政府は

2019年夏までに公立の小中学校にエアコンの設置を

目指していたが、十和田市内の公立学校には設置さ

れていない。また、既存の公共施設には断熱材が入っ

ていないため、冬場は暖められた空気が屋外へ逃げ、

廊下等は外気と同じくらいに寒くなる。エネルギー

効率が悪い上、体調管理も難しくなる。東日本大震

災以後、学校等の公共施設の耐震化対策が行われ、

将来的に既存の施設を使用し続けるこ

とが求められてる中で、熱中症対策や

施設の省エネ対策の観点から、既存の

学校等の公共施設へのエアコン設置と

ともに断熱改修をお願いしたい。

 

２. キャッシュレス・消費者還元事業継続の働き
かけ

〈要望内容〉
　当該事業は、2019年10月１日の消費税率引き上げ

に伴い、キャッシュレス対応による生産性向上や消

費者の利便性向上の観点も含め、需要平準化対策と

して消費税率引き上げ後の９か月間、事業者・消費

者に有効活用されてきた。その期間中、中国で新型

コロナウイルス感染症が発生。日本国内でも感染が

拡大し、４月７日、政府より緊急事態宣言が発令さ

れたことで外出自粛や施設の営業自粛が促される事

態となり、社会活動・経済活動が大きく停滞した。

消費意欲の維持・増進、新しい生活様式に対応した

キャッシュレス決済の普及促進等に向け、当該事業

の当面の継続について国や県に対する働きかけをお

願いしたい。

重 点 要 望 事 項

Ⅰ．中心商店街の活性化に向けた支援
１．十和田市中心市街地活性化基本計画の推進と新

規および既存の商店街イベント等、各種活性化

事業に対する市補助による積極的支援

 
Ⅱ．生活し易いまちを目指して
１．市内道路網の整備

①十和田市屋内グラウンド周辺の道路および歩道

の整備

②市道下平２号線のハッピードラッグ十和田元町

東店前交差点付近の交通渋滞緩和と安全確保の

ため、道路および橋等交差点における早期改良

計画策定と早期整備促進

③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

④通学路としても利用されている市内切田地区と

を結ぶ主要道路（後沢商店付近）

の道路拡幅整備促進

⑤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

改良の早期整備促進

1）十和田市内から古里駅跡地付近までの道路拡

幅と自転車歩行者道の整備促進

2）ひがし野団地駅跡地付近の交差点改良の早期

整備促進

⑥十和田市都市計画道路下平・東小稲線について

1）早期整備促進

2）三光ボルト交差点以北の事故防止対策

２．生活環境の整備

①十和田湖畔および焼山地区の空き家（空き店舗）

対策
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Ⅲ．観光資源の整備
１．路線バス等の乗り入れがない観光施設への観光

シーズン中の路線整備

平成30年に策定された「十和田市地域公共交通

網形成計画」により、市街地循環バス等の事業

が進められている中、新たな公共交通利

用者の獲得および利用促進に向け、当該

施設への観光シーズン中の停留所設置や

車両乗り入れの検討をお願いしたい。

２．現代美術館付近における大型土産品売り場及び

手荷物預かり所の整備

現代美術館は、集客力の大きい観光施設である

ことから、利用客の利便性や滞在意欲、土産品

等の購買意欲の向上を図るため、施設に近い場

所に、商品を多く取扱い、コインロッカーまた

は手荷物預かり所も備えた大型土産品売場の整

備をお願いしたい。

３．「（仮称）十和田歴史館」の早期整備促進

４．新幹線八戸駅に直結する道路（八戸・十和田・

奥入瀬ライン）の早期完工促進

 
Ⅳ．地域経済活性化対策の推進
１．市内街路樹の管理方針について

成長が進むに連れて剪定等管理の負担が増大す

ると思われる街路樹（官庁街通りの桜・松並木、

西二十三番町けやき通りのケヤキ等）について、

今後の管理方針や利活用方針の提示をお願いし

たい。

２．入札後の工事費内訳書の開示

自社との比較、積算及び施工上の参考とするた

め、公共工事の入札に係る内訳書について開示

をお願いしたい。

３．施工業者との打ち合わせ後の回答（ワンデーレ

スポンス）について

公共工事における現場施工の効率化や品質の確

保のため、工事受注者から発注者に対する問合

せについて、１日以内あるいは期限を決めて回

答を行うワンデーレスポンスの実施をお願いし

たい。

４．大雨などにより冠水が頻発している道路の排水

にかかる改修工事促進

改善は進んでいるが、冠水が発生しやすい箇所

では水はねの被害が発生していると聞く。歩行

者と通行車両双方の安全を考慮し、状況の調査・

把握と早期改修をお願いしたい。

５．既存の学校等公共施設へのエアコン設置と断熱

改修（重点要望事項）

６．公共施設の老朽化に伴う電気機械設備の更新と

早期の改修

市民文化センターでの高圧ケーブルの不具合に

よる臨時休館を鑑み、他の施設も老朽化に伴う

施設内の高圧充電設備および配線の劣化が潜在

的に存在していると思われることから、公共施

設設備の現状確認および早期改修をお願いした

い。

７．キャッシュレス・ポイント還元事業の継続の働

きかけ（重点要望事項）

８．十和田市交通拠点整備事業の早期整備促進

９．工事施工時期の平準化について

10．既存の公共施設照明および野外スポーツ施設照

明のＬＥＤ化

11．十和田市新相撲場建設促進

12．高齢ドライバーの交通事故防止に向けた運転免

許証自主返納を促す環境整備の促進

13．安全・安心なまちづくりに向けた市内の道路や

駐車場等における公的な外向け防犯カメラの増

設促進

畑山市議会議長へも協力を要請
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　当所建設部会（田島一史部会長）では、事業計画に基づく国・県に対する建議活動の一環として、８月３日、

国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所（同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冬期間の除排雪体制の拡充

②後沢商店付近（県道45号線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

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道跡地を活用した同路線拡幅と

交差点改良の整備促進

　1）十和田市内から旧古里駅付近までの道路拡幅と自転車歩行者

道路の整備促進

　2）旧ひがしの団地駅付近の交差点改良の早期整備促進

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

⑤一般国道４号線野崎交差点の改良整備促進

⑥青森県南地区と青森、下北地区を繋ぐ高速交通体系の整備促進

⑦国道103号「惣辺バイパス」第三期工区「焼山～惣辺」区間の

早期整備促進

⑧道路照明灯及び既存施設照明に係るＬＥＤ化の早期整備促進

⑨フレックス工期制度の運用（発注）状況について

⑩奥入瀬渓流沿い道路の舗装修繕について

※県民局へは①～⑩（うち、⑤、⑦は整備促進の支援方）を、国交省

へは⑤～⑧を要望。

トピックス

　８月４日、今年度第１回目をホテル青森で開催。当所から

は今泉会頭と櫻田専務理事が出席した。

　懇談会では、商工三団体（青森県商工会議所連合会、青森

県商工会連合会、青森県中小企業団体中央会）から、小規模

事業対策予算及び中小企業連携組織対策予算の拡充・強化に

ついて三村知事に要望。商工三団体が実施する地域中小企業

者等に対する各種支援事業の実施により、新型コロナウイル

ス感染症感染拡大で失われた「あおもり力」の回復のみなら

ず、青森県が目指す姿、「生業」と「生活」が好循環する地域

を実現するため、商工三団体の支援機能の充実と組織力の強

化に向けた県の協力を求めた。

知事と商工三団体との懇談会

錦富士 十両昇進を報告
　大相撲秋場所での十両昇進が決まった十和田市出身の錦

富士関が、８月11日、十和田市役所を訪れ昇進を報告する

とともに、更なる高みを目指して精進することを誓った。

　同関は、今年の春場所で幕下初優勝。続く７月場所で５

勝を挙げて勝ち越し、秋場所での新十両昇進が決まった。

錦富士十和田市後援会　会員募集中！
会　　　費　個人年会費 5,000円、団体年会費 10,000円

お問合せ先　後援会事務局（当所内）　TEL 0176-24-1111

（後援会会長 小山田市長、副会長 当所今泉会頭）
ガッツポーズで撮影に応じる錦富士関

（撮影時のみ一時マスクを外しています）

要望書を受け取った三村知事と若井県連会長（左端）たち

今泉会頭から楠美県民局長へ要望書を提出

　　建設部会が要望活動  道路整備など国・県に10項目
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新型コロナウイルス感染症
緊急経済対策による税制改正ガイド

ストレスチェック
義務化のポイントと対応策

コロナ禍からの立ち直り
財務再建・事業再生ロードマップ

第２次補正予算対応版。納税猶予の特
例や固定資産税の軽減など、事業者が
知っておきたい支援策のポイントをま
とめた１冊。主な給付金、助成金、資
金繰り支援の付録付き。

労働者数50人以上の事業場において、
ストレスチェックの実施が義務付けら
れました。取り組むべきポイントや想
定される問題と対応策、禁止される不
利益な取扱いなどを解説します。

コロナ禍を乗り越えるのに役立つ「今す
ぐ使える」現実的な方策や気付きに繋が
る多様な選択肢を提供。前を向き、勇気
を持って新しい一歩を踏み出せるよう会
社を立て直すための道案内をします。

調査官はここを見る！
税務調査のチェックポイント

社内コミュニケーション
活性化のススメ

今回ご紹介した以外にも、各種経営に
役立つ小冊子を無料で配布しています
ので、お気軽にお立ち寄りください。
尚、数に限りがあるため、お求めの小
冊子が在庫切れとなる場合があります
ことを予めご了承ください。
　　　　【お問合せ先】
　　　　十和田商工会議所相談課
　　　　ＴＥＬ ０１７６-２４-１１１１

税務調査のポイントや否認事例などを
各勘定科目別に、チェックリスト的に
まとめた１冊。税務調査が迫ったとき
の事前チェックや、日々の取引に係る
処理などの際の参考に。

仕事の効率化＝社内コミュニケーショ
ン。コミュニケーションが活発に交わさ
れれば、仕事の連携、質、結果は大きく
変わります。自社に合った取組みを実践
し、イキイキとした職場に。

経営に役立つ小冊子経営に役立つ小冊子 商工会議所で無料配布しています。

ジョブスポあおもり

雇用環境充実支援事業「ジョブスポあおもり」開設
協力企業大募集

　青森県では、2025年に開催される第80回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり

国スポ」での天皇杯・皇后杯の獲得に向けて、成年選手及び指導者を確保するた

め、無料職業紹介所「ジョブスポあおもり」を開設し、アスリートの求人・求職の

申込を受け、企業と選手等の雇用関係の成立を支援します。

アスリートの求人を検討していただける企業は、下記までご連絡くださ
い。貴社にお伺いし、事業内容の説明をいたします。

【お問合せ先】
青森県競技力向上対策本部（青森県教育庁スポーツ健康課内）
TEL 017-734-9924  FAX 017-734-8275
E-mail  kyougiryoku@pref.aomori.lg.jp
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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 

ウィズコロナウィズコロナ
  新しい  新しい事業様式様式 -1-  そろばん指導のオンライン化「川上スクール」

　昨年の全国暗算コンクールでの日本一など、開塾以来多くの生徒にそろばんを指導してきた川上スクー
ルが、今年６月から授業を完全オンライン化。域内だけではなく、アメリカやシンガポールなど世界各国
の生徒にもそろばんの魅力を届けている。
長年の経験をもとに
　「確かにコロナは転機となりましたが、実は以前からオンライン授業は考

えていました」と代表の川上さん。前例はなかったが、アイデアは活かして

実現に結び付けるのが同スクールの経営スタイル。実績と研鑽の積み重ねが

あったからこそ大きな舵を切ることができた。課題が見つかると、その都度

話し合って最善策を見つけ出した。

やり方が変わっても
　「不安の声もありましたが、いざやってみると従来の対面式と遜色ない指

導ができました。様子を見ながら個別指導への切替もできるので、生徒一人

一人に寄り添った指導に変わりありません」と生徒や保護者から納得と安心

も得た。

次の展開へ
　図らずもインフルエンサー・マーケティングにより世界との繋がりも広

がった同スクール。現在、成績管理などの独自システムも開発中で「そろば

んを通じて、今後は十和田の魅力も発信して地域に貢献していけたら」とビ

ジョンを描く。アイデアの泉は尽きない。 ↑オンライン授業風景

川上スクール
十和田市西四番町14-43 代表 川上将広 TEL 0176-23-0727 HP https://kawakami-school.com/

代表の
川上将広さん

新型コロナウイルスを想定した新しい業務のスタイルを取り入れた事業所を紹介します。自薦他薦問わず情報をお寄せください。
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レジ袋有料化ガイド
　プラスチック製買い物袋、いわゆるレジ袋の有料化が、全国一律で今年７月１日からスタートしました。こ

れは、プラスチックが非常に便利な素材で私たちの生活に大いに貢献している一方で、海洋プラごみ問題や地

球温暖化などの課題もあることから、有料化を通じて過剰な使用を抑制し、マイバッグの持参など、私たちの

ライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的に始まったものです。制度はすでにスタートしましたが、

確認しておくべきポイントをＱ＆Ａ形式で紹介します。

７月１日よりスタート
しました！

〈判断ポイント１  素材〉

対　象 対　象

対　象 対　象

対象外 対象外

対象外 対象外

プラスチック 持ち手がある

袋の中身が商品
消費者が

辞退できる
袋が商品
の一部

免税の袋など、別の
法令で決められたもの

紙 布 持ち手がない

景品 試供品

〈判断ポイント３  商品を入れるか〉

〈判断ポイント２  持ち手〉

〈判断ポイント４  辞退できるか〉

Ｑ．１  すべてのプラスチック製買物袋が対象となるのか？

Ｑ．２  どのような事業者が対象なのか？

Ｑ．３  提供するプラスチック製買物袋の価格や売上の使途は決められているのか？

レジ袋有料化
参考資料：レジ袋有料化に関するホームページ、レジ袋有料化Ｑ＆Ａガイド

Ａ．有料化の対象となるのは、消費者が購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラス
チック製買物袋です。

Ａ．プラスチック製買物袋を扱う小売業を含むすべての事業者が対象となります。

Ａ．価格も売り上げの使途も事業者自ら設定することとなります。ただし、１枚あたりの価格が１円未満
になるような価格設定をすることは有料化にあたりません。

★環境性能が認められる以下の３点は対象外です。こうした袋への転換などを推奨しています。

〈事業者向けレジ袋有料化お問合わせ窓口〉

 TEL 0570-000930（土・日・祝日を除く９：00～18：15）

①フィルムの厚さが50マイクロ
メートル以上のもの

繰り返し使えて
地球にやさしい

主な業種が小売業ではない事業者（製造業やサービス
業など）であっても、事業の一部として小売業を行っ
ている場合は有料化の対象となります。

反復継続性などをもと
に総合的に判断。
フリーマーケットなど。

②海洋生分解性プラスチックの
配合率が100％のもの

微生物によって
海洋で分解され
地球にやさしい

③バイオマス素材の配合率が25％
以上のもの

温暖化対策に
寄与する
地球にやさしい素材

〈判断ポイント１  小売業を行うか〉 〈判断ポイント１  事業であるか〉

対　象 対象外
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簿　記（第156回１～３級）
　検 定 日：11月15日（日）　
　申込期間：10月１日（木）～10月19日（月）
リテールマーケティング＜販売士＞（第87回１～３級）
　検 定 日：令和３年２月17日（水）
　申込期間：12月14日（月）～令和３年１月22日（金）
そろばん（第130・220回段位・１～３級）
　検 定 日：10月25日（日）　
　申込期間：９月７日（月）～９月24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
　当所で開設している日本政策金融公庫による定例金
融相談の９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：９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

Information ～お知らせ～

日　時　９月16日（水）、10月21日（水） （毎月１回開催）

　　　　13：30～、15：00～のいずれか。１事業所あたり１時間程度（先着順）

場　所　十和田商工会議所相談室または相談事業所

相談員　青森県事業引継ぎ支援センター相談員、十和田商工会議所職員

　　　　　※事前に相談内容の確認などをさせていただく場合があります。

【お申込み・お問合せ先】十和田商工会議所相談課  TEL 0176-24-1111  ※お申し込みは開催日の前週の金曜日正午まで

５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・
家賃（賃料）の負担を軽減する給付金（法人最大600万円、個人事業者最大300万円）を支給し
ます。
申請期限　令和３年１月15日（金）
お問合せ・相談窓口　TEL 0120-653-930（土日・祝日含む８：30～19：00）

「新しい生活様式」の実践による感染拡大の防止と事業の維持発展に向けた県内事業者の取組を支援する
応援金、１事業所あたり10万円を支給します。
受付期間　令和２年９月30日（水）まで
お問合せ先　青森県新しい生活様式対応推進応援金
              電話相談窓口　TEL 0120-945-769（平日９：00～17：00）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止および衛生意識の向上を図るため、十和田市内の事
業者等に対し、感染拡大防止のための物品購入等に要した経費について補助金を交付します。
申請期間　令和２年12月21日（月）まで
お問合せ先　十和田市新型コロナウイルス感染症特別対策室（健康増進課）　TEL 0176-51-6790

家賃支援給付金

青森県新しい生活様式対応推進応援金

十和田市新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金

新型コロナウイルスに関連する給付金等の申請期限をご確認ください

事業引継ぎ  定例個別相談会のご案内

※支給対象や要件、申請方法等の詳しい内容は、お問合せ先やホームページ等でご確認ください。
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

変化に富む日本の四季ですが、

今年は風物詩と会えなかったせいか、

確かに暑かったけど、

なんだか変化を感じられないうちに

もう秋の気配。

　　　　　　　　　　　　　（tkr）  

〔 秋の空 〕

かたつむり同じ番地に住んでをり� 暁　子

　　同じ敷地の住人です

でで虫の冒険といふ葉先かな� 五　月

　　吸盤の力でどこへでも

ひぐらしや二合の米を研ぐ夕べ� 政　子

　　米を研ぐ手がふと止まります

ひぐらしや読経の声に合はすかに� 空　磨

　　まるで応えているように

さわやか俳句

１枚写真館

つぶやき
　『半沢直樹』面白いですね。憂鬱な日曜日の夜の時間にこれだけスカッとさせてくれるの
は嬉しいですね。気迫のこもった表情と声で、企業で働く人間の気持ちを代弁してくれる半
沢直樹に何度も心を揺さぶられました。『下町ロケット』でもそうですが、作家の池井戸潤
さんのこういうセリフ回しは秀逸です。
　ドラマ『半沢直樹』では大和田取締役をはじめとして非常に個性的な役者さんが次々と現
れて爪痕を残していきますが、主人公と共に王道の役割を担い、作品を引き締めているの
が北大路欣也さん演じる東京中央銀行の中野渡頭取です。風格はまさに『THE 頭取』とい
う印象ですが、私が気になるのは彼の名前そのもの。中野渡さんって十和田市出身なのでは
ないかという妄想です。日本全国で中野渡さんは約3,500人いらっしゃるそうですが、その
うち約2,000人は十和田市にいらっしゃるそうです。本家も十和田市と言われていますので、
フィクションの世界ではありますが、十和田市に所縁のある方である可能性が高いのです。
十和田市出身でメガバンクの頭取というのは色々とドラマが浮かんできますよね。お盆に十
和田のお寺とかで会えたりとかしないかな・・・。　　　　　　　　　　　　　（石川隆大）

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

（協力　すばる俳句会）
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お客様、或いは、地域社会から信頼される
オンリーワン企業を目指します。

滝内建設株式会社

羽
は

賀
が

  絵
え

梨
り

 さん
（36歳）

この仕事を選んだ理由
　前職は営業の仕事をしていました。
この仕事を選んだのは、家業というこ
ともありますが、子育て中の女性に（男
性にも）理解のある会社だと聞いてい
ました。入社してみてその通りだった
と実感しています。
 
担当の仕事は
　総務の仕事を担当しています。もと
もと明るい性格で、営業の仕事しかし
たことがなかったので、１日中パソコ
ンを見る仕事が不安でした。また、エ
クセルなど数字を見ることにも苦手意
識がありましたが、先輩が丁寧にやさ
しく教えて下さるので楽しく働かせて
いただいています。まだ入社４か月で
すが、いずれは会社にとって欠かせな
い存在だと思われるように頑張りたい
です。

休日は
　１歳４か月になる息子がいるので、
プールを出したりして遊んでいます。
まだ、よちよち歩きですが、これから
の成長が楽しみです。
 
好きなことは？
　ＵＦＯキャッチャーが好きでもっと
うまくなりたいです。先日も２回で
とったぬいぐるみがあったのですが、
市販で売っている価格をみると、それ
よりも安くゲット出来ていたのでうれ
しかったです！おかげで家はぬいぐる
みだらけになっています（笑）。
 
会社からのお知らせ
　元気、やる気、根気のある方を募集
しています。スキルアップを図りた
い！重機がうまく扱えるようになりた
い！人として成長したい！など熱い想
いをお持ちの方、その想いを行動に移
しませんか？一緒に会社を強くしま
しょう！お待ちしております！

会員事業所さんで働く“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

本社エントランスをリニューアルしました！！


