
十和田商工会議所 ホームページhttp://www.towada.or.jp　メールtowada@towada.or.jp

購読料は会費の中に含まれています。

　4　要望書に対する回答説明会 全25項目について市から回答を得る
　3　〈この人に聞く〉　㈱大竹電化センター　代表取締役　大竹昇さん
　6　とわだ応援プレミアム付商品券　好評販売中
　7　十和田奥入瀬観光機構ニュース　光の冬物語2020-2021を開催します
　9　日商「会議所ニュース」に十和田商工会議所の事業が紹介されました
10　市褒賞・市民功労賞　受賞おめでとうございます
12　〈今月のショーウインドー〉　（同）くらしラボ
12　〈キラめけっ未来の主役！〉　㈱和海　橋本花純さん

赤沼の上の上明戸さんのりんご園です。りんごの研究40年とか。下は色づけの為ビニールを張っています。

古里灯してりんご明かりかな　　晃

令和２年11月５日発行 第316号（毎月1回5日発行）
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NOV DEC 会議所カレンダー11
日 月 火 水 木 金 土

青森県商工会議
所青年部連合会
第13回会員大会

十和田市褒賞・
市民功労賞授与
式

警友会十和田警
察署へのバック
パネル贈呈式

新型コロナウイ
ルス対策個別経
営相談会

上北地域事業承
継サポートミー
ティング

十和田市都市計
画審議会

定例金融相談
創業相談
十和田市生涯健

康づくり推進協
議会

青森県火災共済
協同組合総代選
考

第156回日商簿
記検定試験

第７回マル経審
査会

厚生年金・健康
保険委員事業功
労表彰

青森県社会保険
委員会（連）第２
回評議員会

事業引継定例個
別相談会

年末一日金融相
談会

創業相談
新型コロナウイ

ルス対策個別経
営相談会

新型コロナウイ
ルス対策個別経
営相談会

●当所事業　●外部事業　●各種イベント
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日々の「当たり前」のことに日々の「当たり前」のことに
どれだけ感動できるか。どれだけ感動できるか。

それが感性を磨く最短の道。それが感性を磨く最短の道。
日常に深い感動を。日常に深い感動を。

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/

文化の日

勤労感謝の日
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1969年十和田市生まれ。三本木小学校、三本木中学校、三沢商業高
等学校校卒。'88年㈱大竹電化センターに就職。'91年取締役、2019年
代表取締役に就任。'19年４月～'20年３月まで十和田商工会議所青年
部会長を務める。

代表取締役：大竹　昇
所 在 地：十和田市西十三番町26-7
ＴＥＬ：0176-23-2302　　ＦＡＸ：0176-23-9218
Ｈ　Ｐ：http://www.ohtakedc.jp/

営業所概要

プロフィール

株式会社大竹電化センター
代表取締役

 大
おお

 竹
たけ

  昇
のぼる

さん（51歳）

人と人との繋がりを大切に
お客様に感謝される電器屋に
この仕事を選んだ理由
　物心がついた頃から店にいることが好きで、学生時

代にはお店の手伝いをするなど、お店が生活の一部と

なっていました。

　中学生の頃は、お店の一角がシアタールームとなっ

ていたので、レンタルビデオを借りてきて友人達と見

たり、マイコン（当時のパソコン）の展示会があった

ときにも友人達が集まってマイコンをいじったりと、

お店が遊び場となっていました。

　高校生の頃にはミニコンポが流行り、契約書を学校

に持っていき契約を決めてくるなど、その頃から将来

はこの仕事をするのかと思っていました。

 

地域密着
　高校卒業後、１年間の研修を経てこの会社に入社し

ましたが、そこからは試行錯誤の連続で、とにかくお

客様宅を訪問し、御用聞きをしました。今の自分があ

るのも地域のお客様に育てられたといっても過言では

ありません。今はありませんが、結婚する前は、お客

様宅で晩ご飯を毎日のようにご馳走になっていました。

 

まちの電器屋さんの今
　高齢化により一人暮らしのお客様が増加していま

す。その中で、まちの電器屋さんと繋がりたいという

お客様も増加してきています。私たちの強みは、小回

りが利き、１人１人のお客様と親密に付き合えること

だと思います。その結果、人づてにお客様を紹介され

ることも少なくありません。頼れるのは遠くの身内よ

り近くの電器屋！今、まちの電器屋さんが見直されて

きていると思います。

 

趣味はエアコンの取り付け（笑）
　パソコンをいじったり日曜大工をしたりすることが

好きで、仕事が趣味のようなものです。今は、家にい

る娘と毎晩ネットテレビを見ることや、たまに気晴ら

しに飲みに出ることが楽しみです。

 

代表取締役に就任し
　50歳を過ぎ、青年部などの活動もひと段落したこと

もあるので、また従業員を雇用し人材を育てていきた

いと思っています。お客様に感謝される、笑顔が見ら

れるこの素晴らしい仕事を若い人にも伝えていけたら

と思っています。
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新 規 要 望 事 項

　10月14日、今泉会頭をはじめとする当所三役、対策委

員長、部会長が市役所本館庁議室に参集し、今年８月に

市へ提出した今年度の要望書に対する回答説明を聴い

た。

　今年度は、新規９項目を含む25項目について要望し、

全項目について回答を得た。本誌では、重点要望事項及

び新規要望事項、継続要望のうち進展が見られた事項に

ついて紹介する。

要望活動の成果
全25項目について回答を得る

要望書に対する回答説明会

回答説明会の開催にあたり挨拶する今泉会頭

①学校等の公共施設へのエアコン設置と断熱改修
　今年度、全小中学校の保健室及び仲よし会にエア

コンを設置し、市内小学校の体温調節が未熟な１、

２年生と特別支援教室、図書室のほか、市内中学校

の全ての図書室に冷房設備を設置することとした。

　その他の学年の教室については、市の財政状況を

見ながら検討し、コミュニティーセンターについて

は、利用状況や財政状況を踏まえて検討

していきたい。

　断熱対策については、施設の改築・改

修時において対応を検討していく。

 

②キャッシュレス・消費者還元事業の継続の働きかけ
　当該事業は６月に終了したが、９月からの７か月

間、キャッシュレス決済による購入額の25％（上限

5,000円）のポイントが付与される「マイナポイン

ト制度」が実施されるほか、民間のサービス事業者

によるキャンペーン等も予定されている。国・県・

市においては、新型コロナウイルス感染症の影響に

対する経済支援も別途講じていることなどから、当

該事業の継続を働きかける予定はないが、「新しい

生活様式」の中で電子決済の利用が推奨されている

ことから、国の動向を注視していきたい。

重 点 要 望 事 項

①観光シーズン中の観光施設への路線バス乗入整備
　自家用車等での利用が多く、観光客等から停留所

の設置について特に要望の声等はないが、バス事業

者等への働きかけを検討したい。

②現代美術館付近への大型土産品売り場及び手荷物預
かり所の整備
　現在、（仮称）地域交流センターや（仮称）公共

交通拠点の整備を進めていることから、新たな大型

土産品売り場の整備は予定していない。コインロッ

カーや手荷物預かりについては、（仮称）公共交通

拠点整備事業の中で設置を検討している。

③安全・安心な成長に向けた市内街路樹の管理方針
　十和田市みどりの管理計画に基づき、市民の安全・

安心の確保を図るとともに、コスト縮減を踏まえた

計画的な街路樹の維持管理に努める。

④入札後の工事費内訳書の開示
　契約締結後に、十和田市情報公開条例の規定する

開示請求により対応している。一定期間経過後に同

意を得なければ開示できない情報以外は、可能な限

り開示している。
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継 続 要 望 事 項

⑤施工業者からの問い合わせに対するワンデーレスポ
ンスの実施
　国は全ての工事を対象に、県は特殊な場合を除き

実施していることから、今後市でも試験的導入、本

格導入と検討していきたい。

⑥大雨の際に冠水が頻発する箇所の排水にかかる改修
工事促進
　市街地の浸水被害を防除することを目的とした雨

水管渠整備事業はすでに完了しているが、近年の局

地的な大雨等に適応した冠水対策を検討していく。

⑦公共施設の老朽化に伴う電気機械設備の更新と早期
改修
　高圧受電設備については、電気事業法に基づき保

安規定を定め、電気主任技術者を配置するほか、業

務委託等により定期点検を実施している。定期点検

と点検結果に基づいた適切な対応をとっていきたい。

①十和田市屋内グラウンド周辺の道路・歩道整備
　今年度中に同施設北側を駐車場として整備する予

定（100台分増）。渋滞の緩和にも繋が

ると考えていることから、整備後の状

況を見ながら協議していきたい。

②十和田市都市計画道路下平・東小稲線の事故防止対
策
　大学通り以北の信号機のない交差点については、

出合い頭、一時不停止が主な事故原因となっている

ことから、看板等の設置等安全確保を図る対策を講

ずるとともに、信号機設置を県公安委員会に働きか

ける。

③十和田湖畔・休屋地区の空き家・空き店舗対策
　焼山地区については、一部倒壊し著しく景観を損

ねていた旧白滝旅館の増築部分に安全対策を講じて

いる。さらに、十和田湖畔地区については、今年度、

旧十和田観光ホテルの解体工事が環境省により実施

された。

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
　当該道路の早期整備に向けた県に対する要望事項

に「主要地方道八戸三沢線上市川地区（五戸町）の

交通安全施設整備」を追加。

⑤十和田市交通拠点整備事業の早期整備促進
　今年度は、利便性の高い公共交通拠点となるよう

バス・タクシー事業者の意見を反映させながら基本

設計・実施設計を進めるとともに、用地取得に向け

た各種調査の実施や地権者との合意形成に取り組ん

でいる。

　飲食店等については、隣接地において民間事業者

が商業施設の建設を予定しているため、連携を図り

ながら取組を進めていきたい。

⑥工事施工時期の平準化
　⑴ゼロ市債による工事発注

　現在活用していないが、工事の早期発注、計画

的な発注に努めていきたい。

　⑵フレックス工期による契約方式の実施
　舗装を含む土木工事は、品質確保の観点から降

雪前の工期設定（標準工期）をしているため、フ

レックス工期の余裕期間を設定しにくい状況にあ

るが、冬期間中でも施工可能な工事については、

実施を検討していきたい。

⑦十和田市新相撲場建設促進
　2026年に青森県を会場に実施予定の第80回国民ス

ポーツ大会の相撲競技の会場地に十和田市が内定し

ていて、県内外から多くの選手や関係者を迎えるこ

とから、円滑な大会運営をはかるため、

今後、2017年から2026年まで10カ年の「十

和田市公共施設等総合管理計画」第１期

実施計画を見直し、相撲場の屋根等の再

整備を検討していきたい。

⑧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防犯カメラの増設促進
　今年度は、更に市内公共10施設の入口付近等に施

設外を監視する防犯カメラを設置、小中学校におい

ても３校に設置する予定。今後も十和田警察署や関

係機関と連携しながら、防犯カメラの設置を検討し

ていきたい。
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部
会

事業所名 代 表 者
所 在 地 営業内容

理
財

さくら 佐々木　学
十和田市元町西一丁目14-3 ＩＴ関連

食
品

３６５ 芝﨑　壽一郎
十和田市東一番町10-9 複合型商業施設

建
設

㈱アキコウ 工藤　正雄
十和田市米田字種原168-1 型枠大工工事業

理
財

社会保険労務士三上事務所 三上　弘幸
十和田市西十四番町34-43 社会保険労務士・行政書士事務所

厚
生

（同）くらしラボ 橘　友博
十和田市西十二番町7-28 介護・福祉

生
活

薬王堂十和田稲吉店 大石　啓晃
十和田市東十四番町43-8-2 ドラッグストア

生
活

ツルハドラッグ十和田店 成田　一真
十和田市西十二番町15-26 ドラッグストア

食
品

点心工房 大関　優花
十和田市元町東五丁目3-18 食料品製造販売

厚
生

京子美容室 浦田　京子
十和田市相坂字相坂68-1 美容院

生
活

スーパーセンタートライアル十和田店 塩川　直之
十和田市東十三番町39-4 百貨小売業

部
会

事業所名 代 表 者
所 在 地 営業内容

理
財

㈱アットプラス 田名部　智之
十和田市元町東三丁目2-36 不動産業

理
財

㈱十和田宅建メイト 中居　るみ子
十和田市東二十三番町29-30 不動産仲介・管理業

建
設

ササ・カオ建築工業 佐々木　薫
十和田市西五番町28-16 一般建設業

理
財

アスナロ・チャンネルパーク 工藤　浩治
十和田市相坂字小林226-3 映像制作

生
活

コナカ十和田店 尾﨑　智
十和田市元町東一丁目2-1 紳士服販売

観
光

Pub House MARRS 小林　郁子
十和田市東三番町1-18 飲食業

観
光

（同）十文字商店 十文字　一夫
上北郡おいらせ町境田138-8 飲食業

観
光

佐々木商店 佐々木　千八子
十和田市洞内字沼田野18-2 飲食業

観
光

カラオケスナック キャンパス 小笠原　真理子
十和田市東三番町9-6 飲食業

新入会員インフォメーション　　　　 会員数 1,164件（11月１日現在）

※理財…理財情報部会、食品…食品商業部会、
　生活…生活文化商業部会、観光…観光交通部会

好評販売中！

利用期間　令和３年２月28日（日）まで
販売冊数　１世帯３冊（30,000円）まで購入可能
販売場所　市内14郵便局窓口（簡易郵便局を除く）

取扱加盟店も随時募集中！
参加資格　十和田商工会議所または十和田湖商工会の会員事業所
店舗区分　中小店、大型店※

※大規模小売店舗立地法（新大店法）及び大規模小売店舗法（旧大店法）
に基づき、店舗面積が1000㎡を超える小売店舗

費　　用　登録料及び換金手数料等の費用は一切かかりません。
申込方法　所定の用紙（ホームページからダウンロード可）に必要事項

を記入し、下記へお申込みください。受付完了後、登録証等
の各種書類を送付します。

お申込み・お問合せ先
十和田商工会議所業務課 TEL 0176-24-1111　十和田湖商工会 TEL 0176-72-2201

詳しくはホームページを
ご覧ください

https://www.towada.or.jp/
premium2020/

1,000円券×13枚
で１冊
13,000円分を
10,000円で販売

共通券 ５枚
取扱全店で利用可能

中小専用券 ８枚
中小店のみ利用可能

＋
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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 

十和田奥入瀬観光機構インフォメーション

光の冬物語2020-2021を開催します
　諸説語り継がれる十和田湖伝説をもとに、イルミネーションやプロジェクションマッピングなど光と音楽
で幻想的な空間を創ります。現代の光の力を使ったあたらしい「冬物語」がはじまります。

開 催 日　11月18日（水）～令和３年１月31日（日）
開催時間　17：00～21：00（最終受付20：30）
会　　場　十和田神社
入 場 料　前売券1,200円、当日券1,600円
　　　　　※小学生以下無料

参道や湖沿いの周辺約１㎞を、
修験者が修行や祈願をしていた「開運の小径」になぞらえて、

６つの光の演出を中心に、
光で道をつくり人々をいざないます。

前売券販売情報
●十和田奥入瀬観光機構オンラインストア
　https://store.towada.travel
【お問合せ先】
十和田湖冬物語実行委員会
TEL 0176-75-1531（十和田湖観光交流センターぷらっと内）
URL https://wowada.travel
事務局：（一社）十和田奥入瀬観光機構 TEL 0176-24-3006
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トピックス

　県警察学校の初任科を卒業し、９月25日付で十和田

警察署に配属となった新任警察官が、30日、着任の挨

拶のため来所。自己紹介や抱負などを語り、対応した

十和田警察官友の会の岩間会長が激励の言葉を送った。

　来所したのは、水原巡査、佐々木巡査、松山巡査の

３名で、地域警察官として地域の安心・安全に努める。

十和田警察署新任警察官来所

来
所
し
た
３
名
の
新
任
警
察
官

　10月１日、江戸小紋空間デザイン代表で空間コー

ディネーターの小林暢世氏を講師に招き、「売上ＵＰに

つなげる！店舗演出・空間の作り方」と題して開催。

新しい生活様式を意識した店舗対策や「選ばれて、売

れる」ための視覚的な販売計画、店舗を演出するため

のポイントなどを解説した。

制度改正に伴う専門家派遣等事業セミナー

セ
ミ
ナ
ー
の
様
子

　国際東北グループの十和田観光電鉄は、十

和田市と盛岡市を結ぶ高速バスの新路線を10

月31日から土・日・祝日限定で運行を開始し

た。当面は１日１往復で、十和田市中央を起

点に、三沢駅前、八戸駅西口を経由し、盛岡

市内に向かう。

十鉄が高速バス新路線
十和田－盛岡間 土日祝日

運行開始

運行時間　「十和田市中央」発 ８：15 ―「杜の道南」着 11：30
　　　　　「杜の道南」発 16：00 ―「十和田市中央」着 19：15
大人片道運賃（小児・障がい者等半額）　十和田市から2,000円、三沢市から1,900円、八戸市から1,800円

【お問合せ先】十和田観光電鉄三本木営業所 TEL 0176-23-3133

新事業紹介
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事業報告 春夏秋まるっとフェス
　９月５日・６日に開催されました春夏秋まるっとフェスで、６日の秋祭り

ブースを担当させていただきました。

　当日の朝、８時30分に集合し、10時からの開始に間に合うよう各町内会・団

体の半纏、山車の写真を展示させていただきました。14時からは、ステージ

イベントとして西十一番町町内会、南町内会祭典委員会、上金崎町内会、あ

けぼの祭典委員会の４団体による十和田囃子演奏を各10分程度行いました。

15時30 分からは、まつりびと羈の悪疫退散喧嘩太鼓合同演奏を開催し、お祭

りに参加している市民に向けて参加も促しました。参加した人からは、十和

田市秋祭りをやれたような感覚を味わったと感謝される場面もありました。

　時間のない中での資料作成、会議、前日作業、当日の設営・運

営と、十和田青年会議所会員のチーム力が発揮された瞬間を感じ

ることができた事業だったと思います。また、当日のＪＣアンケー

ト結果の方は、精査して後日回覧致します。

　このような新生活様式に対応した事業を継続・持続できるよう、

各団体とパートナーシップの向上を図っていきたいと思います。

皆様のご協力があり、春夏秋まるっとフェスと秋祭りブースが大

成功したことをご報告いたします。誠にありがとうございました。

十和田青年会議所　副理事長　紺野兼如

　十和田商工会議所・十和田

市・（一社）十和田奥入瀬観光

機構の共催で９月５日・６日

に開催した「春・夏・秋まるっ

とフェス」が、日本商工会議

所発行の「会議所ニュース」

（2020年10月11日号）に掲載さ

れ、新型コロナウイルスによ

り地域経済が停滞している中

での新たな取り組みとして、

全国に広く紹介されました。

　記事は、当所ホームページ

（https://www.towada.or.jp/）

にも掲載しておりますので、

是非ご覧ください。

十和田商工会議所の取り組みが
「会議所ニュース」に掲載され、全国に紹介されました！

→日商「会議所ニュース」
　に掲載された記事内容
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簿　記（第156回１～３級）
　検定日：11月15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131・221回段位・１～３級）
　検 定 日：令和３年２月14日（日）　
　申込期間：12月７日（月）～令和３年１月14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

Information ～お知らせ～

事業引継ぎ定例個別相談会
日　時　11月18日（水）、12月16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

　11月の日本政策金融公庫の金融相談は下記の通りで
す。ご希望の方は、事前にお申込みをお願いします。
相談日時：11月12日（木） 10：30～12：00
年末一日金融相談会：11月26日（木） 10：00～16：00

【お申込み先】十和田商工会議所相談課 TEL 0176-24-1111

【市民功労賞】

岩間 惠美郎さん

十和田商工会議所副会頭
（㈱岩間印刷）

地域経済の発展に貢献

【市民功労賞】

和田 幸子さん

（（医）赤心会 十和田東病院）

学校保健の充実と発展に貢献

【市褒賞】

沢目 正俊さん

　（旭商事㈱）

地方自治の発展に貢献

　　　　受賞おめでとうございます　当所関係分　

コロナに負けるな！十和田のお店応援ラリー事業のクーポン券の換金手続きの受付は、12月15日（火）
までです。手続き忘れのないようお気をつけください。　 十和田商工会議所業務課 TEL 0176-24-1111
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

今、話題のこちら！
 

子どもに付き合っているうちに、
ついつい面白くなっちゃって、

ついつい大人買い。
 

これも戦略のうちか !?
　　　　　　　　　　　　　（tkr）  

〔 大人の流儀？ 〕

さわやか俳句

１枚写真館

つぶやき
昨今のニュースで、国の社会保障費についての解説を見た。
総額で年間120兆円のお金が支出されるとのこと。
ふと、１人１人は幸せだろうか、なんて思ったりする。
年金2000万問題なんて記憶に新しいし。

一方で北欧は高福祉国家もある。
教育も医療も年金も国が見てくれる。けど、税金も高い…

今の環境は安全で快適なことが多い。
あれやこれやとねだるのではなくて、
今出来ること・やるべきことをしっかりやって準備しようと思う。

今年のように大きな変化もあれは、生活の中で変わらないものもある。
先が予測できるなら、やるべきことを先送りしないで、
しっかり始めようと思いを強くした１年でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（赤城）

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

知恵の輪のごとく絡まる草の蔓� 空　磨

　　ほどくのが大変そう

咲き残るものみな愛し露しぐれ� 政　子

　　哀愁があります

トラックの野下げの牛のひと啼きす� 緋佐子

　　牧場から牛舎にお引越し

秋深し仮設トイレの撤去され� 寿　子

　　工事完了、いつ雪が降っても大丈夫 （協力　すばる俳句会）
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今月のショーウインドー

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.111Vol.111

株式会社  和海

橋
は し

本
も と

 花
か

純
す み

 さん
（23歳）

この仕事を選んだ理由
　16歳の時に高校を中退しましたが、
友達が働いていた居酒屋を紹介しても
らい、すぐに就職しました。何となく
紹介してもらったこの職業でしたが、
今では７年目となりました。
 
担当の仕事は
　最近はホールと厨房の両方をやって
いて、ホールではお客様に失礼のない
ように、厨房ではお客様に料理が届い
た時に味だけではなく見た目でも喜ば
れるように、丁寧に料理補助をしてい
ます。
 
心がけていること
　ホールでも厨房でも周りへの気配り
が大事なので、人に言われる前に自分
で行動するようにしています。お店を
支えてくれているのはお客様ですので、
お見送りはしっかりするように心がけ
ています。
 

見た目で判断しないで（笑）
　見た目が派手なので、第一印象を良
く思ってくれる方は少ないかもしれま
せんが、全然そんなことはないので、
ご来店の際はお気軽にお声がけくださ
い。基本的に前向きで自分を持ってい
るので、メンタルは強いほうだと思っ
ています（笑）。
 
お店からのお知らせ
　弊社では、「和海」の他に「Lounge」
というダーツ＆ビリヤードBarのお店
もやっています。収容人数も50名と
大きく、宴会や貸切での予約も賜って
おります。１次会でのご利用の際は和
海から料理の提供も出来ますし、２次
会からのご利用でも構いません。もち
ろんカラオケも出来ます！！十和田に
はこのようなお店は少ないので是非、
足を運んでみて下さい！！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

合同会社 くらしラボ　代表社員  橘 友博　所在地：十和田市西十二番町7-28
TEL：0176-58-6490  FAX：0176-58-6497  HP：https://kurashilabo.co.jp/

自分のペースで過ごせるデイサービス施設 通い、訪問、泊まり、色々できる多機能ホーム

地域に住んでいる方の力を借り
て、介護保険では手の届かない
お困りごとや、ほんのちょっと
の手助けにくらしのミカタが駆
け付けます。（介護保険ではカ
バーできない、冠婚葬祭の付き
添いや雪かきなど、様々なお手
伝いが可能です）

お風呂に入ったり一緒に料理をしたり、自分の好き
なもの、合ったものを選択し “オーダーメイド” で
利用することが出来ます。

自分の“ふつう”を思い思いに。2階にはフリースペー
ス「くらっち」も用意しているので地域のみんなが
立ち寄れます。

介護で困っている相談事を何で
もお聞きします。ゆっくりと
じっくりとお話を聴いてあなた
の望む “ふつう” を一緒に考え
ます。

ホームヘルパーが自宅へ伺い、
一緒に料理をしたりお掃除をし
たり、できない部分をお手伝い
したり、一人ひとりの “ふつう”
の生活を考えます。


