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JUL AUG 会議所カレンダー７ ８
日 月 火 水 木 金 土

マル経融資個別相
談会（～7/29）

青森県原子燃料
サイクル推進協
議会理事会・定
期総会

東北六県商工会
議所女性会連合
会総会弘前大会

第３回マル経審
査会

全国あんざんコ
ンクール

小唄まつり 女性会７月例会
「座禅会」

東北六県商工会
議所連合会定期
総会・意見交換
会

　　　　　創業相談
　　　　　定例金融相談
「八戸・十和田・奥入瀬ラ
イン整備促進期成同盟会」
「国道103号青橅山バイパス
建設促進期成同盟会」「主要
地方道三沢十和田線整備促
進期成同盟会」定例総会

小規模企業振興
委員連絡協議会
第１回役員会

第57回十和田湖
水まつり（～17
日、詳細ｐ６）

県南社会保険委
員会地区代表委
員会

専門家による個
別経営相談会

秋まつり関係団
体打合せ会

一日警察署長体
験

警察フェスタin
十和田

創業相談
定例金融相談
ＮＴＴユーザ協

会理事会・通常
総会

補助金を活用し
て新制度対応経
理業務効率アッ
プセミナー

青年部第３回三
役会・理事会

四者交流パーク
ゴルフ大会

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

海の日

人生いろいろあるけど、人生いろいろあるけど、

生きてることを喜ぶ。生きてることを喜ぶ。

生きてることに感謝する。生きてることに感謝する。

生きる。生きる。

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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事業所概要

プロフィール
1971年鶴田町生まれ。東北学院大学経済学部を卒業し、 ’94年にみち
のく銀行に入行、能代支店の配属となる。2017年に板柳支店長となり、
盛岡支店長（’19年～）を経て、今春より十和田支店長を務める。十和
田商工会議所議員。

支店長：石村彰浩
所在地：十和田市東一番町4-63
ＴＥＬ：0176-23-3161

出会いに感謝
　中学から大学までバスケットボール一筋で、正直、

就職活動は漠然とした思いで臨んでいました。そんな

時に足を運んだのが大学ＯＢによる職場説明会。もと

もと地元志向ではありましたが、話を聞くうちに地元

や地域貢献への思いが強くなり、地域の方々や商売の

お手伝いがしたいと思い銀行を選びました。この出会

いがあったからこそ今の自分があると考えると、人と

人との出会いに感謝です。

変化
　十和田支店は２回目の勤務となりますが、官庁街通

りの桜はやはりきれいですね。また、新しい建造物が

増えて街並みも近代化が進みましたし、支店周りも商

業施設が多く立ち並んで車の流れが大きく変化したな

と感じています。私自身も単身赴任が６年目に突入し、

市内の飲食店に癒されているおかげで、すでに数キロ

進化しました…（笑）。

支店長の努め
　今後の地域経済を考えると、人口減少による内需の

縮小は避けられませんが、そうした中でいかに地元の

基幹産業を存続・発展させていくかが私たちの役割だ

と考えています。職員全員がベクトルを合わせて同じ

目標に向かっていけるよう、積極的にコミュニケー

ションを図りながら、職員が働きやすい環境づくり、

活き活きと活躍できる職場づくりに努めていきたいと

思います。

好きなこと
　スポーツ観戦が好きですが、最近は特にゴルフです

ね！観るのも、プレーするのも。なかなか上達しませ

んが…。

　あと、キャンプも好きです。と言っても、しばらく

ご無沙汰していましたので、ここ最近のブームにあや

かって、また始めようかなと思っています。

これまで以上に
　当行は、地域の皆様に支えられ昨年10月に創立100

周年を迎えることができました。地域金融機関として、

引き続き事業者の支援、個人のお客様の家計支援に取

り組んでいくことはもちろん、これまで以上に地域経

済の活性化に貢献していかなければならないと考えて

います。このほどの経営統合により、当然ですがお客

様の期待値は高まり、更なるコンサルティング機能の

充実や質の高いサービス提供が必要となりますので、

信頼と期待に応えられるよう金融の枠組みに捉われず

地域の可能性に挑戦し、お客様と共に成長・発展して

いくことを目指します。

地域の可能性に挑戦し
お客様とともに成長・発展

株式会社 みちのく銀行
　十和田支店  支店長

 石
いしむら

村  彰
あきひろ

浩さん（51歳）

みちのく銀行ＨＰ
https://www.michinokubank.co.jp/

プロクレアホールディングスＨＰ
https://www.procrea-hd.co.jp/
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青森タクシー㈱ 十和田営業所

ご注文・お問合せは

TEL0176‐23‐5155

安安くくてて
安安心心

便便利利でで

快快適適

　令和５年４月１日の合併に向けた十和田商工会議所と十和田湖商工会との合併基本協定調印式が、６月28

日、十和田商工会館において執り行われ、小山田久十和田市長の立ち会いのもと、今泉湧水当所会頭、佐々木

千佳子十和田湖商工会会長が協定書に調印した。

　調印にあたり、今泉会頭が「社会情勢の変化に伴う諸課題への対応が急務とされる中、共に公共的な総合経

済団体である両者が合併することにより、商工業者の更なる発展と地域経済の総合的な成長・創出を図ってい

きたい」、佐々木会長が「組織改編となるが、会員事業所に寄り添い助けることを第一に、県内初となる商工

会議所と商工会の合併に向けてしっかり取り組んでいきたい」と挨拶。立会人を務めた小山田市長からは「更

なる財政基盤の安定と組織の強化が図られるとともに中小企業者の経営安定に寄与することを期待したい」と

の祝辞をいただいた。

　両者の合併については、平成17年の十和田市と十和田湖町と

の合併や、平成20年の十和田市観光協会、十和田湖観光協会、

十和田市物産協会による３団体の合併を背景に、長年の懸案事

項であった。合併検討委員会が設立されるなど話し合いも行わ

れてきた中で、昨年秋、十和田湖商工会から「合併に伴う要望

事項」の提出を受けたことを機に、合併に向けた動きが本格

化。県や市、商工会連合会等も含めた打ち合せ、話し合いを経

て、合併日を令和５年４月１日に設定することなど、基本合意

に達したことから、調印式を開催する運びとなった。

　今後、合併契約の締結や両団体における議決、認可申請など

合併に向けた各種手続きや調整を経て、来年春の新体制スター

トを迎える。

十和田湖商工会との合併に向け基本協定書へ調印

協定書に調印する今泉会頭
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　青森県商工会議所連合会では、６月21日、第69回

会員大会をホテルニューキャッスル（弘前市）におい

て開催。当所からは今泉会頭をはじめとする三役全

員が出席した。開催は３年ぶり。

　大会では、青森県経済の持続的な成長・発展に向

けた要望を大会決議として採択。中小企業対策や総

合的な交通体系の整備促進、街づくりの推進、観光

振興、科学技術関連産業の振興を最重点とする要望

全51項目を盛り込んだ要望書を県に提出した。

　当所からの重点要望については、田中副会頭が発言。人口減少と東京一極集中という社会課題の改善に向け

た更なる高速交通体系の整備促進について説明した。

　当所からの要望を含む主な要望内容は以下の通り。なお、次回第70回大会の開催地は十和田市。

十和田市夏まつり 第65回花火大会

ご協賛のお願い

日 時　８月１４日（日） １９：１０～２０：００
感染対策のため、無観客開催となります。

　夏の風物詩として親しまれている十和田市夏まつり花火大会
は、今年65回目を迎えます。新型コロナウイルスの収束が未だ
見えない中、市民に感動と活力を与え、市全体の活性化につな
げることを目的に医療従事者への感謝と新型コロナウイルスの
終息、更には経済の回復を祈念し、花火を打ち上げます。
　厳しい経済状況ではございますが、趣旨にご賛同いただき
ご協賛賜りますようお願い申し上げます。

花火大会協賛金のご案内

　協賛特典　・花火大会チラシへの社名掲載
　　　　　　・花火大会ライブ配信（生中継）での社名紹介
　　　　　　・花火大会公式サイトへの社名掲載
　　　　　　　（ホームページがある場合はURLも掲載）

※協賛金額の指定はありませんが、金額により掲載文
字サイズ、紹介順が変わります。

※無観客開催のため、招待券はありません。

　申込締切　７月２０日（水）までに、下記へお電話にてお申込み
　　　　　　ください。

【お問合せ先】 十和田商工会議所業務課 ＴＥＬ ０１７６-２４-１１１１
　　　　　　 花火大会特設サイト https://hanabi-towada.info

中小企業対策、交通体系整備など
地域経済発展に向けた要望を決議

青森県商工会議所連合会会員大会

○新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化に伴う総合的な経済対策について
○新幹線八戸駅に直結する道路（八戸・十和田・奥入瀬ライン）の整備促進について
○十和田湖や奥入瀬渓流における観光客及び車両の安全確保について
○むつ小川原地域までのアクセス道路の整備促進について
○一般国道103号青橅山バイパスの早期完成について
○県道165号線上野十和田線の整備促進について
○十和田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について
○一般国道４号野崎交差点の改良整備促進の支援方について
○東北新幹線七戸十和田駅の観光客等に対応したインフラ整備について
○キャッシュレス・ポイント還元事業の継続について　　　　　　　　　　　　　　　　など
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十和田奥入瀬観光機構インフォメーション

詳しくは特設ホームページをご覧ください　https://aomori-ninsho.com

申請や認証取得をサポートしますので、まずはコールセンターにお問合せください。

あおもり飲食店感染防止対策認証事務局コールセンター TEL 050-5444-3599  9：30～17：30  ※土日・祝日・年末年始を除く

認証を受けた方は、飲食店感染防止対策認証取得促進事業費補助金をご利用できます。
　パーティションや加湿器など、適切な感染防止対策を講じるための設備投資に対し、補助金を交付します。

受付期間　令和４年12月28日（水）まで

申請・お問合せは、青森県健康福祉部保健衛生課  TEL 017-734-9213  9：00～17：00 ※土日・祝日・年末年始を除く

  １　感染防止対策に係る設備投資に補助金をご利用いただけます！
認証取得や、より適切な感染防止対策のために設備投資した場合に、補助を受けることができます。

  ２　認証ホームページ・ＳＮＳでお店を紹介します！
特設ホームページ内で認証店を掲載して県民の皆様へアピールし、お店のご利用を促進します。また、

Instagram（インスタグラム）等のSNSにおいて、写真付きでお店の紹介をします。
※ホームページ、SNSへの掲載を希望しない場合は、紹介しないことも可能です。

  ３　飲食店応援キャンペーンを開催予定！
多くの県民の皆様に認証店を利用してもらえるようなキャンペーンを開催します。

第57回十和田湖湖水まつり
スカイランタンに「願いをこめて」

期　日　７月１６日(土)・１７日(日) 小雨決行
主会場　十和田湖畔休屋 桟橋前広場

　半世紀以上の歴史を持ち、夏を告げる「十和田湖湖水まつり」。
今年は「世界の人々 の平和」と「新型コロナウイルス感染の収束」
を願って、美しい十和田湖にスカイランタンの灯を映します。

花火ショー（約５分間）

音楽とシンクロした仕掛け花火が打ち上
げられ、幻想的な雰囲気を最高潮に。
☆十和田湖花火支援の寄付（１口１万円）
　を受け付けています。

十和田湖遊覧船ナイトクルーズ
スカイランタンと花火を湖上から望むこ
とができる50分のナイトクルーズ。
大　人3,000円/人
小学生1,500円/人  小学生未満無料

スカイランタンリリース
願い事を書いたスカイランタンを十和田
湖の夜空に浮かべます。
 スカイランタン  　　　4,200円/個
 ウクライナ支援寄付
    　 クーポンセット　5,200円/個

各種チケットは、十和田湖湖水まつり特設サイトほかにて販売中！
会場内の感染症対策にご理解とご協力をお願いします。

【お問合せ先】十和田湖湖水まつり実行委員会事務局（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」内） TEL 0176-75-1531

あおもり飲食店感染防止対策認証制度のご案内
　青森県では、飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底を図るため、県の定める
認証基準に基づき、感染防止対策を適切に実施する飲食店を認証しています。認証した飲食店には、認証
書および認証ステッカーを交付し、特設ホームページで公表します。

認証店のメリット

←

認
証
ス
テ
ッ
カ
ー

　
イ
メ
ー
ジ
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稲生川灯ろう流し

女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん

　５月26日に十和田シティホテルで開催し、総会議案

の令和３年度事業報告・収支決算及び令和４年度事業

計画・収支予算が審議・承認されました。

　任期満了に伴う役員改選では、17年の長きにわたり

副会長を務めた大竹貴美子（㈱大竹菓子舗）さんが勇

退。脊戸会長をはじめとするほかの役員は全員留任と

なりました。また、会員においては、これまで副会長

等を歴任した田中ヤエさんから田中美佐江さん（とも

に㈱伸和商事）へ変更となり、新入会員として、三山

照子さん（㈲たかや）と沼山直子さん（ナイトラウンジ

もういちど）の２名が入会しました。

　脊戸会長からは「新型コロナウイルス感染症はまだ

収束しておりませんが、県連むつ大会、東北六県連弘

前大会、全国福島大会と、徐々に開催が戻りつつあり

ます。私たちも本日こうして開催することができまし

　むつグランドホテルで６月16日に開催され、当会か

らは13名が出席。総会では、令和３年度の事業報告・

収支決算、令和４年度の事業計画・収支予算に係る議

案を審議し、全て承認されました。

　田名部神社禰宜の小笠原佐氏が講師を務めた記念講

演では、「皇室祭祀と神社のおまつり」をテーマに、

皇居内にある宮中三殿賢所に４年間奉職した経験に基

づく貴重なエピソードや、神社と地域の人々との繋が

りに対する熱い思いを拝聴することができました。

　また、松野県連会長、来賓で出席された宮下むつ市

長の挨拶で、「出生率・死亡率がともにワースト１で

ある青森県において、女性が育児をしやすい環境づく

り、社員一人ひとりが働きやすい環境づくりなど、女

性を支援する取組をともに考えていきましょう」と

語っていたことがとても印象的で、勇気づけられるも

第49回定時総会

県連総会むつ大会

会員募集中　　●年会費 10,000円　　　　　　　　
詳しくは、十和田商工会議所女性会事務局 0176-24-1111

たし、７月には例会も計画しています。感染防止対策

をしながら、多くの参加者で盛り上げていければと思

います」と挨拶がありました。

　総会後の懇親会も久しぶりに開催し、ゲーム大会を

行うなど笑顔が溢れる雰囲気の中、今年一年、この笑

顔の交流が続くことを皆で願い閉会となりました。

のでした。

　新型コロナウイルス感染症の影響により３年ぶりの

開催となりましたが、むつ女性会の方々の心温まる歓

迎とおもてなしを受け、人と人とのつながりの大切さ

を改めて感じることができた大会となりました。

　十和田市に恵をもたらしてくれた稲生川へ感謝の気持ちを込めながら、先祖供養をはじめ、家内安全、
商売繁盛、合格祈願など思い思いの願いを灯ろうに託して流します。

日 時　８月１６日（火） １９：００～１９:４５　　会 場　稲生川 第一西裏橋

７月２５日（月）より灯ろうを販売します。自作の灯ろうも大歓迎！
　①紙灯ろう（Ｗ150㎜×Ｄ150㎜×Ｈ200㎜）・・・・・・・・・・・・・・700円（当日販売あり）
　②船型灯ろう・小（Ｗ500㎜×Ｄ160㎜×Ｈ300㎜）・・・・・・1,500円（要予約）
　③船型灯ろう・大（Ｗ700㎜×Ｄ175㎜×Ｈ300㎜）・・・・・・2,000円（要予約）
　④船型灯ろうへの名入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円（要予約）
　※自作の灯ろう（動力付き不可）で、大型（１ｍ以上）の場合は申請が必要となります。詳細はお問合せください。

【お問合せ先】太素顕彰会（十和田商工会議所内）　ＴＥＬ 0176-24-1111

①
② ③
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補助要件
　（１）令和３年度から本市に住民登録し、令和４年度も引き続き本市に住民登録していること

　（２）令和２年度以降に高校・大学などの教育機関を卒業などしたこと

　（３）就業している人　など

補助対象経費
　令和３年４月１日から令和４年３月31日までのうち、本市に住民登録のあった期間に返還した奨学金の額

　補助率２分の１（上限10万円）　

申請期間
　令和４年６月１日（水）から10月31日（月）まで

　【申請までのイメージ】

人財を確保したい企業の皆さんへ 移住支援金の対象求人登録のご案内

令和４年度十和田市奨学金変換支援事業補助金のご案内

　十和田市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、あおもりＵＩＪターン就

職支援サイト「あおもりジョブ」へ登録し、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）からの人材の採用

につなげませんか？

　十和田市では、若年世代の定住促進を図るため、奨学金を返還している人へ、返還した奨学金の一部を補助

します。

法人の要件
（１）官公庁等でないこと

（２）資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと

（３）みなし大企業でないこと

（４）本社所在地が東京圏以外の地域等であること、又は本社所在地が東京圏にあり勤務地限定型社員を採

用する法人であること

（５）雇用保険の適用事業主であること

求人の要件
　（１）週20時間以上の無期雇用契約であること

　（２）勤務地が原則として青森県内であること

申込方法（以下のいずれかの方法でお申込みください）
　（１）「あおもりジョブ」の利用登録ページから申込み

　（２）十和田市役所政策財政課に備え付けている登録申込書に必要事項を記入の上、

　　　　ＦＡＸまたはメールにより申込み

【お問合せ先】あおもり人財確保推進センター

　　　　　　 （青森県商工労働部 労政・能力開発課）　TEL 017-775-7075

　あおもりジョブは、進学や就職などで青森県を離れ、地元に戻って働きたいと考えている人や
青森県への移住を考えている人の就職を支援するサイトです。
～登録のメリット～
　〇あおもりジョブへの求人掲載は全て無料！
　〇東京圏からのＵＩＪターン就職希望者に対象法人としてアピールするチャンス！
　〇求人情報は大手民間求人サイトにも掲載されるため、高い広告効果が見込まれます！

詳しくはホームページを
ご覧ください。

詳しくはホームページを
ご覧ください。

青森県ホームページ

十和田市ホームページ

【お問合せ先】 十和田市役所 政策財政課　TEL 0176-51-6712
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事業報告 ６月例会
　去る６月19日に、６月例会「家族も友達もまるっ
と交流例会」を開催しました。当日は９名が参加し、

「手づくり村 鯉艸郷」にて石窯ピザ作りを体験。そ
の後、彩り溢れる園内を探索しました。会員も家族
も楽しみながら交流することができ、また、十和田
の魅力を再発見できるよい機会にもなりました。ご
協力いただいた鯉艸郷の皆様に感謝申し上げ、６月
例会のご報告といたします。

地域経済の発展と若者の市内就職促進に向けて
　市内企業や地域経済の維持発展と若者の地元就職

に向け、６月２日、小山田市長が当所を訪れ、新規

高等学校卒業予定者に対する採用枠の確保・拡大及

び求人票の早期提出について要請した。

　十和田市内の高等学校における令和４年３月卒業

者の就職内定率は、３月末時点で100％（県内全体

98.9％）と好調。県内就職者も55％と、県外就職者

の45％を上回る結果となっており、近隣地域への就

職を前向きに検討している学生が増えているなど、

雇用情勢が着実に改善されてきている。

　一方、十和田市の人口は６万人を切り、少子高齢

求人申込・選考開始等時期と求人活動について

化、若者の流出の進行が顕著。若い人材の雇用は地域経済の発展に大きく寄与するものであり、市内企業への

就職の促進は、依然として喫緊の課題となっている。

求人申込受付 求人活動開始 採用選考開始 就業開始 備　考

６月１日から ７月１日以降 ９月16日以降
卒業後

（実習、研修含む）

推薦開始　９月５日以降（文書の到達）
内定開始　９月16日以降

　新規高等学校卒業者は、社会的経験も少なく職業経験のない年少者であることから、事業者が独自に行う求人活動に
おいても、家庭訪問の禁止や利益供与の禁止など、一定のルールに基づいた活動をお願いします。また、応募者の適正・
能力を基準とした公正な採用選考に努めるとともに、募集の中止や募集人員の削減、採用内定取り消し、入職時期繰り
下げが生じないよう、的確な採用計画に基づいて採用内定を行うことをお願いします。

　ハローワークの窓口では、求人申込書等のわかりやすい記載方法のアドバイスを行っていますので、お気軽

にご相談ください。　　ハローワーク十和田　TEL 0176-23-5361
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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７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：７月14日（木）・28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（統一試験  第162回１～３級）
　検 定 日：11月20日（日）　
　申込受付：10月４日（火）～10月24日（月）

そろばん（第136・226回段位・１～３級）
　検 定 日：10月23日（日）
　申込受付：９月５日（月）～９月22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）

事業承継・引継ぎ支援 定例個別相談会
日　時　７月13日（水）、８月10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　青森県事業承継・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

日時 ７月22日(金) 13：30～
会場 イオンスーパーセンター十和田店 みんなの広場

【お問合せ先】十和田警察官友の会（十和田商工会議所内）

　　　　　　TEL 0176-24-1111

りんごちゃんをりんごちゃんを
　一日警察署長　一日警察署長にに迎迎えてえて

申請期限にご注意ください！
十和田市事業継続緊急対策給付金

申請期限　令和４年７月31日（日）まで

　　　　　※当日消印有効。郵送での申請にご協
　　　　　　力ください。

詳しくは、ホームページをご確認ください。

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

日 時　９月10日（土）・11日（日） 10：00～16：00　　会 場　十和田市官庁街通り周辺

内 容　・山車展示　官庁街通り車道に山車等を展示と十和田囃子の演奏
　　 　・ステージイベント 各町内会等による十和田囃子競演会やパレード団体等による演奏・演舞
　　 　・飲食エリア　各種露店が出店

詳しくは決まり次第お知らせします。　【お問合せ先】十和田商工会議所業務課　TEL 0176-24-1111

十和田市秋まつり３年ぶりの開催！

パトカーや白バイの乗車体験もできます。
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

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

戸車の軽き走りや夏のれん� 悟　

　　夏のれんくぐって一杯

陽も水もほどよく足りて青田波� 政　子

　　今年も豊作間違いなし

大玉の西瓜横目に核家族� 五　月

　　小ぶりな西瓜がよく売れてます

紫の雨に打たれて茄子の花� 空　磨

　　雨が似合う季節です （協力　すばる俳句会）

北海道に「天に続く道」なるものがありますが

ここ十和田にも

近からず、そして近からずな道を発見

そう、それが 

 立崎に続く道！

（tkr）  

〔 ○○に続く道 〕

　海外観光客が戻ってくる！
　春から不安なニュースが続く中、外国からの観光客を受け入れとなり、ようやく以前
の生活に戻りつつあると感じます。今は「円安」。観光の方にたくさんお金を落として
欲しいとの思惑もあります。安全で清潔で美味しい日本。行きたい国１位との評価もあ
るようです。
　コロナ禍で会食ダメ、コンサートダメ、旅行ダメと生活様式が一変しました。物事に
は賛否両論があって、家族との団欒が増えたなど肯定の面も多々あります。ですが、急
すぎる変化にストレスを溜めてしまっている方も多いのではないでしょうか。
　これから家族とのお出かけ、お買い物などが増えると思います。出かけた都度聞こえ
てくる外国語の声。あ～ここもかよって思うようになれば「Withコロナ」本番です。
その時にふと、「どこに行っても静かだったコロナ禍が懐かしい…」と思ったりして。
ガヤガヤ賑やかでいいので、平和な日常が末永く続くことを信じたい。　　　　（赤城）
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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.129Vol.129

美容室 L
ラウレア

auLe'a

花
はなふさ

房　春
は る み

海 さん
（24歳）

この職業を目指した理由
　先生でもある母の姿を小さい頃から
間近で見ていて、カットする姿勢の
カッコよさ、仕上がりを見たお客様が
笑顔になることの素敵さに憧れ、自分
もこの職業に就きたいと思いました。

スタイリストとして
　老若男女問わず幅広い世代のお客様
にご利用いただいている中で、お一人
お一人のカウンセリングをとても大事
にしています。お悩みやご希望などに
寄り添い、トレンドも取り入れながら、
最良の仕上がりをお客様と一緒に見つ
けていきます。

直したいところ
　ちょっとマイペースなところです。
お客様の貴重な時間を、時間内に充実
した時間にすることができるように、
もっとスピード感を持つことを意識し
ていきたいです。

ネットも利用して
　最近は有名な先生や海外の最新技術
なども、ネットを通じて勉強すること
ができるので、以前にも増してお客様
に提案できることのバリエーションが
増えたと感じています。身近な分、休
みの日もつい時間を忘れて見入ってし
まいます（笑）。

リフレッシュ方法は？
　グルメや温泉巡りです。お客様から
耳寄りな情報を教えてもらうこともあ
るので、コロナが落ち着いたら行動範
囲を広げたいです。

頑張りたいこと
　シャンプーやトリートメントの“成
分”について勉強し、知識を深めてお
客様により一層安心していただけるよ
うになりたいと考えています。地域の
お客様に喜んでいただけるスタイリス
トを目指し、日々努力していきたいと
思います。

和食処 くり  十和田市東二番町2-45-11  代表 栗山博明  TEL 0176-24-9019  営業時間 18：00～22：00  月曜定休

県産食材と季節の味をお気軽に、県産食材と季節の味をお気軽に、

和食処　くり和食処　くり

おすすめは、
十和田ガーリックポークのしゃぶしゃぶ。

特製のつけだれ、
そばだしとわさびだれの組み合せでどうぞ。

ご宴会コースも
4,000円よりご用意しております。

お気軽にお問合せください。

スタイリスト

令和４年７月５日発行　第334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　0176㉔1111・ＦＡＸ㉔1563 発行責任者 今泉湧水　定価100円（購読料は会費に含まれています）


