
稲生川上水164周年記念
十和田市春まつりを開催

企業活動をバックアップ！
Web会議のメリット・デメリット

人財の確保に向けて
パワハラのない職場環境づくりに向けて

この人に聞く
鳴海 雅彦さん
青森トヨペット株式会社 十和田店 店長

今月のショーウインドー
まんまや宝助
キラめけっ 未来の主役！
高橋 咲衣さん
加賀ＥＭＳ十和田株式会社

市内に完成　新しいハブ！
各社路線バス、高速バス、市街地循環バス、全て停車
到着までの待ち時間を示すスマートバス停もついて
「十和田市まちなか交通広場」のスタートです！

（画像提供　奥山洋一）
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創業相談
専門家による無

料個別相談会

三役会
第１回マル経審

査会
令和５年３月新規高等

学校卒業予定者に係る
早期採用活動要請

第１回十和田市
中心市街地活性
化協議会総会

専門家による無
料個別相談会

労働保険事務組
合連合会第１回
理事会・第62回
通常総会

第１回常議員会
専門家による無

料個別相談会

県南社会保険委
員会定時総会

女性会第49回定
時総会

定例金融相談
創業相談
専門家による無

料個別相談会

青森県社会保険
委員会委員長会
議

第１回通常議員
総会

青年部第２回三
役会・理事会

青森県火災共済
協同組合理事
会・総代会

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

　

世界平和を心より願いながら書きました。世界平和を心より願いながら書きました。

世界が平和でありますように。世界が平和でありますように。

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
メディア出演のオファーも多数。ベストセラーの『ポジティブの教科書』のほか、著書は50
冊を超える。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、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。近年、現代アーティストとして創作活動を開始し、15年カリフォルニアにて、アメリ
カ初個展、19年アートチューリッヒに出展、20年には、ドイツ、代官山ヒルサイドフォー
ラム、日本橋三越、大丸松坂屋（京都店・心斎橋店）、GINZA SIX、伊勢丹新宿店にて、
個展を開催し、盛況を博す。
■公式ホームページ　https://www.souun.net/
■公式ブログ【書の力】　http://ameblo.jp/souun/
■LINEブログ　http://lineblog.me/takeda_souun/
■Facebook　https://www.facebook.com/souun.calligraphy?
　　　　　　　hc_ref=SEARCH&fref=nf
■Twitter　https://twitter.com/souuntakeda?lang=ja
■Instagram　https://www.instagram.com/souun.takeda/?hl=ja
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申請期限にご注意ください !

申請期限　令和４年５月31日（火）まで
事務局相談窓口　TEL 0120-789-140

申請期限　令和４年７月31日（日）まで
十和田市商工観光課　TEL 0176-51-6773

十和田市事業継続緊急対策給付金事業復活支援金
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事業所概要

プロフィール
1979年青森市生まれ。高校、大学とボクシングに打ち込む。青森北高
校ではインターハイ準優勝、国体３位などの成績を収め、法政大学では
４年生の時に全日本選手権ライトフライ級のチャンピオンとなる。目の
疾患によりプロの道を断念し、2003年に青森トヨペット㈱入社。ボク
シングで培った闘志・集中力を発揮しながら、三沢店、青森西店での営
業職を経て、'15年青森東店店長、'18年より十和田店の店長を務め、現
在に至る。

店　長：鳴海雅彦　　　所在地：十和田市東三番町38-23
ＴＥＬ：0176-22-5671　 ＨＰ：https://www.aomoritoyopet.jp/
☆５月21日（土）・22日（日） リニューアル２周年イベントを開催します！
　是非、お気軽にご来場ください！お待ちしております！

やりがいを感じながら
　営業マンは絶対と言っていいほど覚えていると思い

ますが、初めてお客様に車を購入していただいた時は

めちゃくちゃ嬉しかったです。それも自分で見つけた

相手だったので、格別の喜びがありました。

　自分がやった仕事に対して「ありがとう」の言葉を

いただけることや、見返りなどを考えず純粋にお客様

のカーライフに尽くせるところに、この仕事のやりが

いと魅力を感じています。

店長として
　まず、ここに勤務する全員が、やりがいを持って楽

しく仕事に臨めるようにしたいと考えています。そし

て、車を通じてお客様とお付き合いする中で信頼関係

を築き、困り事など何でも言ってもらえるようなス

タッフになってほしいと願っています。そのプロセス

においては当然、叱咤激励しなければならない場面も

ありますが、何のためにやっているのか理由を理解し

てもらった上で、批判的・否定的な言葉を使わずに伝

えるようにしています。

ジレンマ
　コロナ禍において、カーライフに対する意識が変化

したことで車の需要が増加傾向にあります。しかしそ

の一方で、半導体不足などによって生産が思うように

進まず新車の納期が大幅に遅れているという、近年味

わったことのない状況に直面しています。こうしたジ

レンマの中、私たちとしては納車を待つ間にお客様へ

不利益が生じないよう、早め早めの情報提供やサポー

トに精一杯努めてまいります。

熱中しています
　休日の楽しみは、子どものバスケットボールの送り

迎えや試合観戦。子どもの頑張っている姿が仕事への

励みにもなっています。ただ、応援は今、リモートで

しかできないので、早く会場内で応援できる日が来る

ことを願うばかりです。

お待ちしております
　ショールームに設置してあるピアノが心地よい音色

を奏でるなど、当店では、新しく広い店舗も味方にし

ながら、気持ちのよい空間と応対でお客様をお迎えす

ることを心がけています。また、地域との繋がりを大

切にしたいと考えており、５月21日・22日に開催する

リニューアル２周年イベントでは、地元の方・子ども

達とのコラボや地場産品を取り入れた企画を思案して

います。是非、お気軽にお越しください。皆様のご来

店を心からお待ちしております。

車を通じた信頼関係で
カーライフを全力サポート

青森トヨペット株式会社
　十和田店 店長

 鳴
なるみ

海  雅
まさひこ

彦さん（42歳）
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　十和田市春まつりが、感染症予防対策への取り組みのもと４月20日から５月５日まで開催され、県内外から訪れ
た観光客が咲き誇る駒街道の桜を楽しんだ。23日・24日には様々なイベントも行われ、一際多くの観光客で賑わった。

稲生川上水164周年記念

十和田市春まつりを開催

満開の駒街道満開の駒街道

稲生川ウォーク2022稲生川ウォーク2022鯉のぼり展示鯉のぼり展示

第19回桜流鏑馬第19回桜流鏑馬とわだ自慢市とわだ自慢市
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　新型コロナウイルスの流行が始まって以来、県外への人の往来や多くの人数が集まり密となる集会等が制限

される中、急速に普及してきた「Web会議」というツール。既に参加したことがある方も少なくないのでは

ないでしょうか。コロナ禍で人と人の接触を最小限にするという事で注目を集めましたが、実は感染症対策以

外にも様々なメリットが存在します。今後、ウィズコロナやアフターコロナの状況下においても活用が期待さ

れることから、今回はWeb会議のメリット・デメリットや導入方法についてご紹介します。

Web会議とは
　専用のアプリがインストールされたＰＣやタブレット端末、スマホを使用し、インターネットを通じてお互

いの音声、映像を共有して、画面を見ながら行う会議のこと。最近は会議だけではなくセミナーにも利用され

ており、テキストでのチャット機能やパワーポイント等の資料を相手の画面にも表示させる機能、会議の録音

や録画といった便利な機能もあります。対応する端末と通信環境さえあれば手軽に会議を行うことができる反

面、周りに話し声が漏れて情報漏えいに繋がるリスクもあるため、社内や外出先を問わず、参加する場所には

注意する必要があります。

代表的なWeb会議アプリ・・・Zoom、Microsoft Teams、Skype Meet Now等
　　　　　　　　　　　　　　　　　※サービス内容、契約方法などは、各サービスによって異なります。　

企業活動を
バックアッ

プ！Ｗｅｂ会議のメリット・デメリット

メリットメリット デメリットデメリット
場所を選ばず会議ができる
インターネットに接続できる環境があれば場所

を選ばず会議ができるため、移動にかかる時間

や交通費・宿泊費等の経費を削減することがで

きます。

会議資料のペーパーレス化ができる
会議資料を人数分準備する必要がないため、印

刷にかかる経費や手間が省ける上、ペーパーレ

ス化も推進できます。

スピーディーな意思決定ができる
出張先等からも参加でき召集の手間が省けるた

め、スピーディーな意思決定や業務の効率化、

生産性の向上を図ることができます。

多用な働き方に対応できる
録音・録画、チャット機能も豊富なため、テレ

ワークをはじめとする様々な働き方に柔軟に対

応することができます。

通信環境の影響を受ける
インターネットの通信環境が不安定だと音声や

映像が乱れ、最悪の場合、通信が切断される恐

れがあります。

大人数の会議には不向き
参加人数が増えれば増えるほど、一人ひとりへ

の対応がどうしても疎かになってしまい、誰の

発言か分からなかったり、通信環境の差異によ

るトラブルに繋がったりします。

表情や雰囲気が読み取りにくい
顔が映し出されてはいるものの、表情や態度の

変化、雰囲気、ニュアンスの伝わりにくさがあ

ります。

違和感に戸惑う
ＰＣの操作も含め、対面と比べるとやはり違和

感を抱く恐れがあります。

参加人数に応じた機器の組み合わせ例
パターンＡ １名が参加
　　　　　Webカメラ ＋ ヘッドセット

　Webカメラとヘッド
セットの組み合せ。PC
内臓のWebカメラも使
用できますが、外付け
カメラを使用するとレ
イアウト調整ができて
便利です。

　また、内臓マイクだと周囲の音声まで拾ってしまう
ので、マイクとイヤホン機能がついたヘッドセットの
利用がおすすめです。

パターンB ～５名程度が参加
　　　　　Webカメラ ＋ スピーカーフォン

　ひとつの会議室に集まってWeb会
議を行う場合、参加者全員を映すこ
とができる広角Webカメラと、360°
方向収音型マイクとスピーカーが一
体となったスピーカーフォンを使い
ます。
　最近では、マイクだけではなく
Webカメラも360°を映すことができ
るタイプもありますので、用途に応
じて選択します。

本記事は、㈱テクノル十和田支店のご協力のもと作成しました。

～ご要望に応じて、ZoomなどのWeb会議のご支援をします～　㈱テクノル十和田支店　TEL 0176-25-2991
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職場におけるパワーハラスメントの６類型
１．身体的な攻撃（暴行、傷害）

２．精神的な攻撃（脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言）

３．人間関係からの切り離し（隔離、仲間外し、無視）

４．過大な要求（業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害）

５．過小な要求（業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと）

６．個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）

職場におけるパワーハラスメントの防止のために事業主が講ずべき措置（義務）
１．事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発

①職場におけるパワーハラスメントの内容・パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化
し、労働者に周知・啓発する

②行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文章に規定し、労働者に周知・
啓発する

２．相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
①相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する

②相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じて、適切に対応できるようにする

３．職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
①事実関係を迅速かつ正確に確認する　②速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う

③事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行う　④再発防止に向けた措置を講ずる

４．そのほか併せて講ずべき措置
①相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知する

②相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発
する

事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
　事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に
協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律上禁止されています。

人財の確保に向けて人財の確保に向けて ～離職を防ぐためにできること～ ～離職を防ぐためにできること～ - 3 -- 3 -

　令和４年４月１日より、中小企業においても、改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法）に基づく職場に

おけるパワーハラスメント防止対策が義務づけられました（大企業は令和２年６月１日より義務づけ）。

　職場におけるハラスメントは、働く人の能力発揮を妨げるほか、個人の尊厳や人格を不当に傷つける許され

ない行為であるとともに、職場全体の生産性や意欲の低下、貴重な人材の流出、会社イメージの悪化等を通じ

て、会社にとっても大きな損失につながりかねない重大な問題となります。

　パワーハラスメントのない職場環境づくりに取り組むための主なポイントを紹介します。

職場におけるパワハラ防止措置が事業主の義務へ！

職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、①～③までの要素を全て満たすものをいいます。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

【参考】　　
◎ハラスメント対策の総合情報サイト

「あかるい職場応援団」
◎パンフレットや各種資料がダウンロードできる

厚生労働省のサイト

本記事は、日本商工会議所発行の「ハラスメント対策ＢＯＯＫ」を参考に作成しました。
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会 員 募 集 中 　 ●年齢50歳まで　 ●年会費18,000円
詳しくは、十和田商工会議所青年部事務局 0176-24-1111

https://www.towada.or.jp/yeg/青年部INFORMATION

　令和４年度十和田商工会議所青年部を務めます石田

朋也と申します。

　今年度はスローガンを考えてみました。

「楽我再考」
　「らくがさいこう」と読みます。（楽が最高！ではあ

りません）

　私は、遊びはもちろん、仕事も勉強もきついトレー

ニングも、何でも楽しむことを心がけてきましたが、

　４月21日、サン・ロイヤルとわだにて、令和４年度

通常総会及び卒業式を開催いたしました。開会にあた

り、３月末にご逝去されました当青年部２代目会長で

もある十和田商工会議所名誉会頭 石川正憲様へ黙祷

を捧げました。

　総会では、佐々木会長から石田新会長へとバトン

タッチされ、スローガン「楽我再考」のもと、ライフ

スタイルの変化に伴うなかで、新たな楽しさを我々で

考え直していこうと、今年度の事業を前向きに進めて

いく決意を会員と共有しました。議案審議では、前年

度監査報告及び事業報告、今年度事業計画・収支予算

通常総会・卒業式を開催

及び組織図など、すべての議案が満場一致で承認され

ました。

　新入会員紹介を行った後、卒業式を行いました。卒

業生に向けて、青年部への貢献を感謝し、石田新会長

より記念品の贈呈と感謝の言葉をいただきました。ま

た、卒業生の皆様から後輩に向けて卒業の言葉も頂戴

し、和やかに閉会いたしました。

　本年度最初の総会ということもあり、卒業生とＯＢ

の皆様を囲んでの懇親会を準備しておりましたが、上

十三地区のコロナ感染者数が減少の一途を見せないこ

ともあり、とても残念ではありましたが、総会・卒業

式のみの開催となりました。会員一同、ＯＢ並びに卒

業生との懇親会での懇談をとても楽しみにしておりま

したので、とても残念な気持ちでいっぱいです。今年

に入り、３回目のワクチン接種も進んでいるところで

すが、改めてコロナ禍と向き合い、感染対策を行いな

がら事業に取り組んで参りますので、本年度も青年部

の各事業へのご支援のほど、宜しくお願いいたします。

令和４年度会長挨拶

楽我再考
十和田商工会議所青年部会長  石

いし

田
だ

  朋
とも

也
や

 （㈱タイヤガーデン十和田）

総務委員会　委員長

山
やま

内
うち

　豪
たけ

士
ひと

 （きく保育園）

生活様式が変わり、“いつも通り”ではなくなってし

まいました。そこで、『楽しいとは何か、楽しさとは

何かを考えていきましょう』という意味を込めました。

　多くのメンバーと交流し、研修で知見を深め、いろ

いろな役職で新たな発見ができるＹＥＧを、私が一番

楽しみ、そしてメンバー全員で楽しむＹＥＧが、地域

を盛り上げる一助になれたらと思っています。

　一年間、よろしくお願いします。

卒業生の卒業生の
佐々木紀昭さん佐々木紀昭さん

卒業生の卒業生の
佐々木美智子さん佐々木美智子さん
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事業報告 ４月例会会員間交流事業

　去る４月15日、十和田シティホテルにて、４月例
会会員間交流事業「お昼だよ！全員集合♡」を開催
いたしました。新型コロナ対策を実施のもと、世間
話や会員同士で日頃あった出来事などの話題に花を
咲かせながら、終始和やかな雰囲気でランチ会をす

ることができました。結果として、会員の友情を深
め、組織の結束力を高める良い機会になったのでは
ないかと思います。
　紺野理事長のもと、『地域の力を結集せよ～人と人
が輝き繋がる街へ～』をスローガンに掲げ邁進して
まいりますので、引き続きよろしくお願いいたしま
す。

十和田商工会議所事務局職員採用情報

事業承継・引継ぎ支援 定例個別相談会のご案内

勤 務 先　十和田商工会議所　　　職務内容　商工会議所における一般業務　　　採用予定人数　若干名

採用条件　１）令和５年３月31日までに大学を卒業する見込みの者を含む25歳以下の大学既卒者
　　　　　２）令和５年４月１日（採用日）より勤務可能な者 （採用後３か月間の試用期間有り）
　　　　　３）十和田市在住または十和田市に居住できる者
　　　　　４）普通自動車運転免許を取得している者 （採用日までに取得見込み可）
　　　　　５）日商簿記３級以上を取得している者 （未取得の場合は採用から１年以内に取得すること）

選考方法　１）第１次試験 （書類選考）　令和４年７月上旬
　　　　　２）第２次試験 （筆記試験・小論文・面接）　令和４年８月上旬
　　　　　３）内定通知　令和４年８月下旬
　　　　　※詳細は、申込受付終了後、受験者へ通知します。

応募方法　①履歴書（手書き・顔写真付）　②卒業証明書または卒業見込証明書　③成績証明書を郵送また
は直接持参により当所採用担当まで提出してください。

　　　　　※応募書類は返却しません。個人情報は採用選考にのみ使用し、終了後は細断して破棄します。

受付期間　令和４年６月１日（水）～６月30日（木）　窓口（持参）:平日９：00～16：00　郵送：６月30日（木）必着

【お問合せ先】 十和田商工会議所採用担当　TEL 0176-24-1111

日　時　５月11日（水）、６月８日（水）　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　青森県事業承継・引継ぎ支援センター相談員、十和田商工会議所職員

【お申込み・お問合せ先】 十和田商工会議所相談課　TEL 0176-24-1111

後継者に関すること何でもご相談ください。秘密は厳守します。
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お客さまへの「不当な不利益」の防止に向けた取り組みについて

　株式会社プロクレアホールディングスは、株式会社青森銀行および株式会社みちのく銀行の経営統合

に伴い、お客さまに「不当な不利益」が生じることの無いよう、以下に記載の取り組みを行ってまいり

ます。なお、「不当な不利益」とは、適切かつ合理的な理由なくお客さまが不利益を被ることをいい、

具体的には、中小企業（個人事業主を含みます。以下同じ。）向け融資の分野における不当な金利の上

昇や不当な保証の徴求などがあります。

■不当な不利益の防止に向けた取り組みの基本方針を次のとおり定めます。

■不当な不利益防止のため、次の措置をとることといたします。

＜不当な不利益の防止に向けた取り組みの基本方針＞
１．適切かつ合理的な理由なく、金利の引き上げおよび高い金利の設定、ならびに新たに保証人を立

てることを条件とする等、不当な融資条件を提示することはいたしません。

２．適切かつ合理的な理由なく、融資取引の拒絶はいたしません。

３．サービスの質の向上および地域の皆さまの利便性の向上に努めてまいります。

４．その他、お客さまに「不当な不利益」が生じないよう努めてまいります。

＜不当な不利益防止のための措置＞
１．青森県内における中小企業向け融資に係る融資金利および保証条件について、融資審査の際にそ

の適切性・合理性を事前に確認します。

２．青森県内の店舗統廃合は、お客さまの利便性に十分配慮し、一定の店舗網を維持してまいります。

３．お客さまへ定期的（年１回）にアンケートを実施し、不当な不利益防止措置の実効性についてモ

ニタリングを行います。

４．経営統合および取引条件に関する相談窓口を設置し、お客さまからご意見・ご要望等を収集し、

不当な不利益の発生等についてモニタリングを行います。

５．弊社内において「基盤的サービス維持・向上委員会」を設置し、不当な不利益防止措置の実効性

等についてモニタリングや評価を行うとともに、社外取締役が過半数を占める「基盤的サービス

諮問委員会」において客観的な見地からも検証を行い、弊社取締役会に対し意見・提言を行うこ

とで、取り組みの改善に努めます。

６．上記措置の運用状況等を定期的に金融当局へ報告するとともに、各種モニタリング状況等の概要

を公表します。

＜経営統合およびお借り入れ金利等のお取引条件に関するお問い合わせ先＞
　経営統合及び取引条件に関する弊社相談窓口　受付時間：平日９：00～17：00

　　株式会社プロクレアホールディングス　リスク統括部　フリーダイヤル：0120-269022

＜金融庁のお問い合わせ先＞
　金融サービス利用者相談室　受付時間：平日 10：00～17：00

　　ナビダイヤル：0570-016811　　ＩＰ電話などからはこちら：03-5251-6811

以　上

※　弊社が公表している「基盤的サービス維持計画」に、本件取組事項等の詳細が記載されております。

　　「基盤的サービス維持計画」は弊社ホームページ（https://www.procrea-hd.co.jp/) からご覧

ください。

株式会社プロクレアホールディングス

（2022年４月１日現在）
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定 例 金 融 相 談

　当所で開設している日本政策金融公庫の５月の
金融相談の日程は下記の通りです。ご希望の方は、
事前にお申込みをお願いします。（要予約）

相談日時：５月12日（木）・26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～

簿　記（第161回１～３級）
　検 定 日：６月12日（日）

　申込受付：５月16日（月）まで

そろばん（第135・225回段位・１～３級）
　検 定 日：６月26日（日）　

　申込受付：５月９日（月）～５月26日（木）

【お申込み・お問合せ先】 
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）令和４年度会費納入のお願い
　今年度の当所年会費の納入をお願いしております。
納付方法別の納入期日・口座振替日は次の通りです。
納 付 書　５月25日（水）
口座振替　・一括　５月25日（水）
　　　　　・分納　第１期 ５月25日（水）
　　　　　　　　　第２期 ７月25日（月）
　　　　　　　　　第３期 ８月25日（木）
　新型コロナウイルス感染症の影響がまだ続いております。納付等
に関するご相談は総務課までお問合せください。

【お問合せ先】十和田商工会議所総務課 TEL 0176-24-1111

各種補助金をご活用ください！
①創業支援・空き店舗等活用事業 【最大300万円】
市内の空き店舗等を活用し、２年以上継続して営業す

る方へ、改修工事費の一部を補助します。
※改修工事前にご相談ください。

補助率　補助対象経費の１/２（商店街地区に限り２/３）

③若年者等人材育成支援事業 【最大10万円】
若年者等の市内企業等への定着を図るため、18歳

以上40歳未満の従業員に資格や免許取得のための

研修等を受講させる企業等へ、その費用の一部を

補助します。

補助率　補助対象経費の１/２

詳しくは、十和田市のホームページをご覧ください。 https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/

【お問合せ先】　十和田市商工観光課

　　　　　　　①～③商工労政係 TEL 0176-51-6773　④観光係 TEL 0176-51-6771

②ＵＩＪターン移住就職支援事業 【10万円】
市外で１年以上住所を有した後、当市に転入し、市

内事業所に就職し３か月経過した方へ、就職奨励金

を交付します。

④インバウンド受入環境整備事業 【最大100万円】
外国人観光客の満足度向上を図るため、宿泊事業

者などが行うインバウンド受入環境の整備に要す

る経費の一部を補助します。
※対象事業を実施する前にご相談ください。

補助率　補助対象経費の１/２

※議員改選の年
にあたるため、
納期が例年と
異なります。
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

長年連れ添った夫婦は

似てくるといいますが、

これもそのパターン？

それとも、何かから身を護るための擬態？

（tkr）  

〔 信号機とまつ 〕

さわやか俳句

１枚写真館

つぶやき

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

　しょっぱい焼き鮭を口に入れて、ほかほかのご飯をぐいぐい飲み込む。そし

て豆腐とわかめの味噌汁をズズズ・・・。そんな朝ごはんを思い出す。４人家

族に切り身がふたつ。それを父が半分に割って身の多いほうか油の乗りがいい

ほうかみんなで選ぶ。今よりずっと塩っぱかったから、それでもご飯の一膳二

膳は食べられた。最近思い出したくなって食べたくなってスーパーの魚コー

ナーをちらりと見に行く。少し前と産地などが変わっていて、戦争からくる貧

しさを感じる。幸せではない貧しさ。

（石川隆大）

春耕や村いきいきと動き出す� 五　月

　　もうすぐ田植えが始まります

にぎやかに一坪農園耕せり� 寿　子

　　収穫がたのしみ！

母ふっと夢に立ちたり明易し� 萩　月

　　いつまで経っても母は子を思うもの

声高に市日の支度明易し� 悟　

　　市場の朝は早い （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！

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

Vol.127Vol.127

加賀EMS十和田株式会社

高
たかはし

橋　咲
さ え

衣 さん
（18歳）

回路基板に魅かれて
　こんな小さい部品なのに、さまざま
な電子機器の主要部品として大きな役
割を果たしている不思議さやおもしろ
さに、子どもの頃から興味を持ってい
ました。高校の授業でも学びましたが、
入社して、実際に取り扱われている部
品を目にした時、想像の上をいく先進
ぶりに思わず心を奪われました（笑）。

ペースをつかんで
　精密な部品・機器を取り扱う上で、
徹底した管理のもと、丁重さと確認作
業の重要性を感じています。とは言え、
私はちょっと慎重すぎるところがある
ので、流れ作業のペースを乱さないよ
うに丁寧かつスピーディな仕事を身に
付けていきたいです。

成長して
　最初は不安もありましたが、社内の
雰囲気のよさを感じています。まだ気
が早いですが、後輩ができた時にもそ

う感じて安心してほしいですし、私も
頼りとされる存在になれるよう、社員
としても社会人としても成長していけ
たら良いなと思います。

落ち着いたら
　ユーフォニアムという楽器を知って
いますか？高校の吹奏楽部の時に担当
していた楽器なのですが、いつか自分
で買って、また演奏できたらいいなと
思っています。

身近な製品に携わって
　弊社の主力製品であるカーナビ、私
も車を運転するようになってから意識
するようになりましたが、結構多くの
車に搭載されています。通勤などで車
を使う場面も多いので、その分、触れ
る機会も多いと思います。そんな身近
にある製品の製造に関われていること
は、とても光栄なことであり、そのこ
とにしっかりと胸を張れるように、自
覚と責任感を持って頑張っていきたい
です。

　まんまや宝助
十和田市東三番町8-43
代　表　佐藤 后子
ＴＥＬ　0176-58-7637
営業時間　18：00～23：00
定休日　日曜日

新鮮な刺身や
旬の料理、創作料理でお迎えする
アットホームな雰囲気のお店
ゆったり気分でくつろぎの時間を
お楽しみください
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