
十和田市へ要望書を提出
経済対策や環境整備など30項目

感染対策を講じて開催

十和田市夏まつり第65回花火大会
十和田市秋まつり

この人に聞く
鳥谷部 真吾さん
青い森信用金庫 十和田営業部 部長

今月のショーウインドー
　 　 ゴージャス先生（グットライフ株式会社）

キラめけっ 未来の主役！
長谷地 翔さん
有限会社オーテック

みんなの楽しみ花火大会
無観客でも大丈夫　さぁ唱えよう
経済回復！
十和田の活力ドンドン上がれ！

（画像提供　奥山洋一）

高級食パン
　専門店

8
2022

令和4年8月5日発行
第335号

十和田商工会議所十和田商工会議所
URL  https://www.towada.or.jpURL  https://www.towada.or.jp
E-mail towada@towada.or.jpE-mail towada@towada.or.jp



AUG SEP 会議所カレンダー８ ９
日 月 火 水 木 金 土

第２回十和田市
地域交流センタ
ー壁画制作業務
プロポーザル選
定委員会

第４回マル経審
査会

第２回運営対策
委員会

定例金融相談
創業相談

十和田市夏まつ
り第65回花火大
会（関連p6）

稲生川灯ろう流
し

三役会
十和田市戦没者

追悼式

歩行者通行量調
査（～22日）

第２回常議員会
労働法改正実務

対応セミナー
秋まつり参加団

体最終打合せ会

小規模事業者経
営改善資金推薦
団体連絡協議会

一日金融相談会
創業相談
新型コロナウイ

ルス感染症のた
めの個別経営相
談

臨時議員総会 基本名簿調整 ７部会正副部会
長会議

●当所事業　●外部事業　●各種イベント　●商工会議所議員選挙関係

山の日

不安なことが全部なくなるまで安心しないのではなく、不安なことが全部なくなるまで安心しないのではなく、

まず安心からはじめること。まず安心からはじめること。

  

マインドフルネス。マインドフルネス。

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
1973 年三沢市生まれ。三沢商業高校を卒業し、 ’92年に十和田信用金
庫（現：青い森信用金庫）入庫。2018年に八戸桔梗野支店長となり、
三沢支店長（’21年～）を経て、今春より十和田営業部長を務める。
十和田商工会議所議員。

部　長：鳥谷部真吾
所在地：十和田市西二番町4-1
ＴＥＬ：0176-23-3111
Ｈ　Ｐ：https://www.aoimorishinkin.co.jp/

理由
　この仕事に就きたいと思ったのは高校生の時。地域

に絶対的に必要な仕事だと考えたからです。形では見

えにくいものですが、誰かの為に、アドバイスや支援

を通じて心に残る仕事、深い部分で関われる仕事がで

きることにやりがいを感じています。

　ちなみに、野球チームがある企業ということも、大

きな理由の１つではありました（笑）。

経験を糧に
　小４から野球に打ち込んできました。高校最後の夏

は悔しい思いをしましたが、当金庫（旧十信）野球部

では、入部した時が前の年に信用金庫大会の東北大会

で優勝していた時で、そこからの３連覇にピッチャー

として貢献することができました。最終的には監督（兼

選手）も任せてもらいましたが、こうした経験が少な

からず仕事にも生かされており、相手の気持ちを慮る

力やお客様が求めているサービスを察知する力などを

養うことができたと思っています。

部長の努め
　「地域のみなさまの繁栄と豊かな暮らしづくりのお

手伝い」の経営理念のもと、数多くある金融機関の中

から当金庫を選んでもらうためには、親しみやすさだ

けではなく、お客様から認められ、信頼を得ていかな

ければなりません。職員全員が現状に満足することな

く常に上を目指して取り組んでいけるように、その意

味において、愛される店づくり、働きやすい環境づく

りに努めていきたいと考えています。

趣味
　野球はもう近所の試合にたまに駆り出されるくらい

で、９割９分、ゴルフが趣味です。今の目標は100を

切るスコアを安定して出せること。案外、飛距離は出

せないので、ご一緒の際はお手柔らかに（笑）。

節目にあたり
　当金庫は、今年12月に創業100周年※を迎えます。

大きな節目を迎えるにあたり、改めて地域のお客様へ

感謝をお伝えするとともに、皆様のお力添えをいただ

きながら末永く地域とともに歩んでいく所存です。取

り巻く環境の変化に柔軟に対応しながら、私たちにで

きること、私たちだからこそできることに努め、青い

森信金ファンを増やして、その期待に応えていきたい

と考えています。

　また、コロナの影響でここ数年、ビールまつりを開

催できていないので、早く復活させてお客様方と交流

を図っていきたいですね。

愛される店舗づくりに努め
青い森信金ファンを増やします！

青い森信用金庫
　十和田営業部  部長

 鳥
とりやべ

谷部  真
しんご

吾さん（49歳）

※前身の八戸鍛冶町信用組合の設立から。
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　十和田商工会議所では、７月28日、事業計画に基

づく意見活動の一環として、今年度の要望を取りま

とめ、十和田市へ提出。今泉会頭をはじめとする当

所三役が小山田市長へ要望書を手渡した。

　今年度は、新規12項目を含む30項目を要望。物価

高騰等を背景とする入札価格の見直しと中心商店街

のアーケードの全面解体撤去を重点要望とした。要

望の内容は次の通り。

十和田市へ要望書を提出
経済対策や環境整備など30項目

１. 十和田市で発注する入札価格の見直しについて
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大やロシアの
ウクライナ侵攻の影響により厳しい経済状況が続い
ていることから、市の発注物について、原材料不足・
高騰やエネルギー価格の高騰などを考慮した入札価
格の検討をお願いしたい。

 

１. 冬期の除雪について
　１）冬期間の幹線道路等における通行に必要な幅員と

路面の平坦性を確保した除雪作業について
　出動基準に満たない降雪量が連続した場合など
に路面が圧雪状態やワダチ状になることから、車
両の安全走行に必要な幅員と路面の平坦性の確保
をお願いしたい。

２. 中心商店街のアーケードの全面解体撤去について
　中心商店街の四丁目～六丁目一部の東側と六丁目
一部～七丁目の西側のアーケードが解体撤去され、
老朽化したアーケードが点在している状況は商店街
の景観を損ないかねないことから、全面解体撤去の
検討をお願いしたい。

　２）日影箇所の優先的除排雪と融雪剤散布について
　所有者への協力の呼びかけも含めた、日影とな
り思うように融雪が進まない車歩道の優先的な除
排雪や融雪剤の散布をお願いしたい。

２. 官庁街通りの安全対策について
　信号機の伴わない横断歩道の安全対策
など、官庁街通りにおける交通の安全性
向上に向けた取組をお願いしたい。

３. 歩行者の安全な横断と新たな人流の整理に備え
たスクランブル交差点の設置について
　十和田市地域交流センター前交差点における利便
性と今後の通行量・交通量の観点から、スクランブ
ル交差点の設置をお願いしたい。

４. 国道102号法量のイチョウ入り口前の公衆トイ
レの洋式化について
　県内外からの観光客の利用も多いことから、管轄
機関への働きかけをお願いしたい。

５. 駒っこランドへのドッグラン整備について
　映画「犬部！」や「命の花プロジェクト」にみる
動物愛護の観点から、大型犬でもストレスなく遊べ
る広いドッグランの整備をお願いしたい。

重 点 要 望 事 項

新 規 要 望 事 項

十和田市議会（畑山議長）へも協力を要請
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１. 十和田市中心市街地活性化基本計画の推進と新
規及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な支援

２. 冬期間の地吹雪による吹き溜まりやホワイトア
ウトが発生する箇所への中長期的な視点による
除雪対策施設（除雪柵や防雪ネット）の設置計
画の検討について

３.市内の運動施設周辺の道路及び歩道の整備について

４. 通学路としても利用されている市内切田地区へ
行くための主要道路（市道吾郷４号線～県道
45号十和田三戸線）の拡幅整備促進について

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
同路線拡幅と十和田市内から古里駅跡地付近ま
での自転車歩行者道の早期整備促進について

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について

７.「（仮称）十和田歴史館」の早期整備促進について

８. 空き家・空き店舗対策について
　１）十和田湖・焼山地区の空き家・空き店舗対策について
　２）市内の空き家・空き店舗対策について

９. 新幹線八戸駅に直結する道路（八戸・十和田・
奥入瀬ライン）の早期完工促進について

10. 市役所窓口でのキャッシュレス決済の推進について

11. 遠隔臨場を用いた現場の立ち会いについて

12. 施工業者との打合せ後の回答（ワンデーレスポ
ンス）について

13. 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について

14. 既存の学校等の公共施設へのエアコン設置とそ
れに伴う断熱改修について

15. 工事施工時期の平準化について
　１）早期発注及び繰越工事の取組と余裕ある工期の設定
　２）ゼロ市債による工事発注
　３）余裕期間制度について

16. 安全・安心なまちづくりの観点から防犯及び早
期の事件・事故解決に向けた防犯カメラ増設の
継続について

継 続 要 望 事 項

６. 十和田産にんにくの認知度向上について
　生産量日本一を誇る十和田産にんにくのブランド
化の検討も含めた認知度向上の取組をお願いしたい。

７. 新型コロナウイルスの影響の長期化を踏まえた
市内事業者の事業継続に向けた支援継続について
　アフターコロナを見据えた抜本的な経営基盤の底
上げに向けた中長期的な中小企業・小規模事業者支
援策（プレミアム付商品券発行等の消費喚起対策な
ど）を講ずることをお願いしたい。

８. 子育て支援の強化による人口減少対策の推進
　１）子ども医療費給付事業（対象０歳～15歳）の18歳

年度末までの延長
　自然災害の少ない住みやすい環境を活かし、子
育てのまち十和田市として人口減少対策を推進す
るため、対象年齢の延長をお願いしたい。

　２）屋内遊戯場並びに悩みを相談できる
窓口の設置及び周知活動の強化
　悩みを相談できる窓口も設置した、

乳幼児と保護者が気軽に集えるような屋内遊戯場
の整備をお願いしたい。

９. 喪の手続きワンストップ窓口設置について
　家族らが死亡した際の遺族の負担軽減を図るため、
１カ所で種々の公的手続きを済ませられるような専用
窓口を開設することをお願いしたい。

10. 市道下平２号線及び主要地方道三沢十
和田線・元町東以東沿線交差点の交
通渋滞緩和と安全確保について

　渋滞や事故が頻発する当該複数箇所の交差点の現状
認識と改善ビジョンの策定をお願いしたい。

11. ＩＴ技術導入時や情報発信時における配慮について
　ＩＴ技術を活用した事業導入時におけるサポート体
制の充実やアナログ対応との併用等の配慮、また有益
情報発信時の配慮についてお願いしたい。

12. 市税等分納時期の配慮について
　各種税金の納付時期が集中しないよう、市税の納付
時期の設定に配慮をお願いしたい。
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　医療従事者への感謝と新型コロナウイルスの終息、経済回復を祈念して、十和田市
夏まつり第65回花火大会を開催します。
　観覧者の安全を最優先とし、昨年同様に無観客・ライブ配信で開催いたしますので、
ご自宅から迫力満点の映像を是非お楽しみください。

花火大会翌日の清掃ボランティアを募集します！
日　時　８月15日（月）　朝６：00から１時間程度　※花火大会が延期となった場合はその翌日

集合場所　陸上競技場国旗掲揚台前

軍手、ごみ袋は事務局で準備しますので、マスク着用の上ご参加ください。

【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

令和４年度十和田市秋まつり

【お問合せ先】
十和田商工会議所業務課
ＴＥＬ ０１７６-２４-１１１１

　三本木原開拓時代の豊作祈願を起源とする十和田市秋まつりを３年ぶりに開催
します。新型コロナウイルス感染防止対策の一環から内容を変更して開催します
が、まつりを通して生まれる連帯感やエネルギーを地域の活力に繋げます！

日　時　９月10日（土）・11日（日）　10：00～16：00　雨天決行

会　場　十和田市官庁街通り周辺（中央駐車場及び第二中央駐車場）

イベント概要
山車等の展示　自作の山車等の展示と十和田囃子の演奏
　展示場所　東北電力前交差点から中央病院前交差点までの官庁街通り車道
　※十和田囃子の演奏は14：00～16：00

ステージイベント　十和田囃子競演会やパレード団体等による演奏・演舞
　開催場所　中央駐車場（特設ステージ及び演舞エリア）

飲食エリア　地元の飲食店やキッチンカーが出店
　開催場所　第２中央駐車場、東北電力西側車道

会場マップ会場マップ
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　発足から10年を迎える三本木小唄普及員会が、長年

親しまれてきた三本木小唄の普及と次世代への伝承を

目的に市民文化センターで開催。同小唄のほか、八戸

小唄やおしまこ（むつ）、黒石よされ、五戸小唄といっ

た県内各地の踊りも披露された。

　十和田警察官友の会が７月22日に開催し、十和田市

出身のタレント・りんごちゃんが体験した。委嘱を受

けたりんごちゃんは、同日開催の警察フェスタin十和

田にも参加し、一日警察署長としてイベントを盛り上

げた。

　７月12日に八戸グランドホテルで開催。出席した日

本商工会議所三村会頭から「困っている会員事業所に

寄り添いながら、積極的な事業展開を図ってほしい」と

の言葉をいただき、今年度の事業遂行に決意を新たに

した。当所からは今泉会頭と櫻田専務理事が出席した。

　デジタルコンサルタントの藤原敬行氏が講師を務め

開催。ＩＴ導入補助金の募集開始を背景に、電子帳簿

保存法やインボイス制度といった新制度に対応した経

理業務の効率アップに活用できる会計ソフトと補助金

について解説を行った。

小唄まつり（７/10）

一日警察署長体験（７/22）

東北六県連定期総会（７/12）

経理業務効率アップセミナー（７/29）

トピックス

電気安全に関するお問い合わせは、（一財）東北電気保安協会まで　（八戸事業所） TEL 0178-20-2270

※講師リモートによるハイブリッド型で開催※講師リモートによるハイブリッド型で開催
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☆おすすめポイント☆
ワンコインで受けられます！
２日分の便を取って提出するだけ！
時間も、からだへの負担もかかりません！

事業所まるごと健康づくり

働く人の健康を応援します！お得に受ける大腸がん検診

～従業員の健康は、企業の健康につながっています～

企業が従業員の健康づくりに取り組むと、こんなメリットがあります

糖尿病予防に取り組むと、こんなメリットがあります

事業所まるごと健康づくり事業実施内容を一部ご紹介します

「事業所まるごと健康づくり」は、十和田市にある企業で働く従業員を対象とした健康づくり事業です。

今すぐ糖尿病予防に取り組みませんか？ぜひ、当事業をご活用ください！

当事業では、十和田市に多い糖尿病予防に焦点をあてて生活習慣病予防を目指します！

従業員が健康に
働けることで
企業の生産性がUP！

食事のコツが身につくことで
いろんな料理を楽しめる！
心も体もストレスフリー♪

対　　象　　40歳以上の十和田市民
料　　金　　１人500円（通常1,700円）

申込みから結果が届くまでの流れ

申込期間　　９月12日（月）～９月14日（水）　　　　　　　　　８：30～17：00
　　　　　　11月14日（月）～11月16日（水）　　　　　　　　　８：30～17：00
提出期限　　９月20日（火）・21日（水）　　　　　　　　　　　８：30～17：00
　　　　　　11月24日（木）・25日（金）・28日（月）・29日（火）　８：30～17：00

　【お申込み・お問合せ先】（事業所まるごと健康づくり、大腸がん検診ともに）
十和田市健康増進課（十和田市保健センター内）　TEL 0176-51-6791　FAX 0176-25-1183

規則正しい生活習慣が
身につくことで健康な
カラダを維持できる！

高血圧や脂質異常症等
他の生活習慣病予防にも
つながる！

医療費がかからない分
自分のためにお金を
使うことができる！

通院・入院がないことで
プライベート時間が確保
できる！リフレッシュ！

企業のメリット 従業員のメリット

＜血糖値を知る会＞（個別対応）　 ※先着３企業様（１企業10名様）
　簡易血糖測定を行い、血糖値と日頃の生活習慣を照らし合わせ、高血糖を防ぐポイントを見つ
けます。※簡易血糖測定及び保健指導は、スタッフが企業にお伺いし行います。

　その他、体組成計による筋力・体脂肪測定、ミニ講演会等様々なメニューをご用意しております。ご要望
等ご相談に応じますので、ぜひお問合せください。

　十和田市民の４人に１人ががんで亡くなっており、その中でも大腸がんは２番目に多いがんです。「健康
だから大丈夫」と思うかもしれませんが、大腸がんは早期ではほとんど症状がない病気です。「いつか」で
はなく「今」大腸がん検診を受けましょう！

①会社で取りまとめて
申し込む

②申込みした人の検査
キットが会社に届く

③会社で取りまとめて、
健康増進課に提出する

④検査結果が
自宅に届く
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　十和田青年会議所では、新入会員を募集してい
ます。
　今年度は、持続可能な組織運営の構築（会員拡
大）、郷土愛溢れる文化振興・青少年育成の実現（地
域振興）、多様性を認め合う輝く個性の調和（人材
育成）を基本方針に掲げ、地域に根差したまちづく
り活動を行っています。コロナの影響により、思う
ように事業を実施できないところもありますが、
是非、私たちと一緒にまちの未来を語りながら活動
してみませんか？

入会までの流れ

★入会まで現役会員が親切丁寧にサポートします！

皆様のご入会お待ちしています！

①
入
会
の

　
　
ご
相
談

②
申
込・面
談

③
仮
入
会

　（
審
査
あ
り
）

④
例
会
に

　
　
　
参
加

⑤
入
会

　（
審
査
あ
り
）

十和田市周辺に居住または勤務している満20歳から39歳未満の
方なら、人種・国籍・性別・職業・宗教・思想の別なくご入会できます。

①高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体
系、労働時間等の雇用管理制度の見直し
もしくは導入

②法定の健康診断以外の健康管理制度（人間
ドックまたは生活習慣病予防検診）の導入

（注１）措置は、55歳以上の高年齢者を対象として
労働協約または就業規則に規定し、１人以上の支
給対象被保険者に実施・適用することが必要。

支給対象経費（注２）の60％《75％》、ただし中
小企業事業主以外は45％《60％》

《》内は生産性要件※２を満たす場合

（注２）措置の実施に必要な専門家への委託費、コ
ンサルタントとの相談経費、措置の実施に伴い必
要となる機器、システム及びソフトウェア等の導
入に要した経費（経費の額に関わらず、初回の申請
に限り50万円の費用を要したものとみなします。）

※１ 高年齢者雇用管理に関する措置
（a）職業能力の開発及び向上のための教育訓練の
実施等、（b）作業施設・方法の改善、（c）健康管理、
安全衛生の配慮、（d）職域の拡大、（e）知識、経験
等を活用できる配置、処遇の推進、（f）賃金体系
の見直し、（g）勤務時間制度の弾力化のいずれか

※２ 生産性要件の詳細は、厚生労働省HPを
ご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/00001373
93.html

65歳超雇用推進助成金のご案内

令和４年４月１日以降に65歳以上への定年
の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員
を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導
入、他社による継続雇用制度の導入のいず
れかの措置を実施する事業主の皆様を助成
します。

●定年の引上げ等の措置の内容、60歳以上
の対象被保険者数、定年の引上げ年数に
応じて10万円から160万円

●定年の引上げ等の措置の実施日の属する
月の翌月から起算して４か月以内の各月
月初から５開庁日までに、必要な書類を
添えて、申請窓口に申請してください。

高年齢者の雇用管理制度を整備するための
措置（賃金制度、健康管理制度等）を実施
した事業主の皆様を助成します。

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働
者を無期雇用労働者に転換した事業主の皆
様を助成します。

①労働協約または就業規則で定めている定
年年齢等を、過去最高を上回る年齢に引
上げること

②定年の引上げ等の実施に対して、専門家
へ委託費等の経費の支出があること。ま
た、改正前後の就業規則を労働基準監督
署へ届け出ること

③１年以上継続して雇用されている60歳以
上の雇用保険被保険者が１人以上いること

④高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢
者雇用管理に関する措置※１の実施

主な支給要件

措置（注１）の内容 主な支給要件

支給額

受付期間　※変更となりました

支給額

支給額

65歳超継続雇用促進コース 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者無期雇用転換コース

詳しくはホームページ（https://www.
jeed.go.jp)をご覧ください。

お問合せ・申請先
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支
援機構 青森支部 高齢・障害者業務課
TEL：017-721-2125

①高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢
者雇用管理に関する措置を１つ以上実施
し、無期雇用転換制度を就業規則等に規
定していること

②無期雇用転換計画に基づき、無期雇用労
働者に転換していること

③無期雇用に転換した労働者に転換後６か
月分 ( 勤務した日数が１１日未満の場合
は除く）の賃金を支給していること

④雇用保険被保険者を事業主都合で離職さ
せていないこと

●対象労働者１人につき48万円
　（中小企業事業主以外は38万円）
●生産性要件※ 2 を満たす場合には対象労

働者１人につき60万円
　（中小企業主以外は48万円）

助成金制度に係る
説明動画はこちら⇒
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定 例 金 融 相 談
　８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。

定例金融相談：８月12日（金） 10：30～12：00
一日金融相談会：８月25日（木） 10：00～15：00

【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）

建設部会視察研修 参加者募集

議員選挙に関する号外を発行します

日　時　９月29日（木）～30日（金）

視察先　神奈川県、東京都（鎌倉文華館 鶴岡ミュー
ジアム、鶴岡八幡宮、国立競技場）

定　員　10名程度（先着順、定員になり次第締切）

参加費　35,000円前後（参加人数により増減あり）

申込締切　８月26日（金）

【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所建設部会事務局 TEL 0176-24-1111

　本年度は、十和田商工会議所の議員改選の年です。
　現議員は、10月31日をもって任期満了を迎えます。
11月１日からの新体制スタートに向け、９月より新た
な議員選任に向けた各種手続きが進められていきます
が、商工会議所選挙について、会員の皆様にご理解を
深めていただきたく、議員選挙・選任の詳細を記載し
たFRONTIER号外を８月22日に発行しますので、是
非ご覧ください。

【お問合せ先】十和田商工会議所総務課 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。

事業承継・引継ぎ支援  定例個別相談会のご案内

日　時　８月10日（水）、９月14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
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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

治まらぬコロナ戦争胡瓜揉む� 寿　子

　　過去最多更新中、いつになったら治まるのでしょうか

噴水を浴びてカリヨン生き返る� 政　子

　　駒街道の噴水に癒やされています

人の名をはたと忘れて胡瓜噛む� 暁　子

　　胡瓜を噛んで脳を鍛えよう

噴水や恋の芽ばえる予感して� 緋佐子

　　そんな時代もありました （協力　すばる俳句会）

決して、
手抜きでも

サビ抜きでもないですが、
今回は、ネタ切れ…。

早くポップなネタで、
ワイワイおしゃべりしたいぜ。

（tkr）  

〔 そろそろポップなネタを 〕

　青森ねぶたや十和田市秋まつりなど、地域の祭りが今年は開催する予定となっ

ており、暗く長いコロナトンネルの先に、ようやく光が差してきたように感じる。

　しかし、先日の新聞報道で、県内の祭り参加団体の苦悩が取り上げられていた。

これまでも、少子高齢化の影響から参加者の確保が難しく、団体を維持するのに

苦慮していたのに、祭りの中止が続いたことで、これを機に解散を選択するとこ

ろも出ているようだ。

　十和田市秋まつりの参加団体も同じような課題をかかえているところがあるか

もしれないが、英知を結集し、なんとか乗り越えていただきたいと思う。

　コロナの第７波も早く収束に向かい、秋まつりが盛大に開催できることを切に

願う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｔ．Ｏ）
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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！

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.130Vol.130

有限会社  オーテック

長
な が や ち

谷地　翔
かける

 さん
（24歳）

携わっている主な業務
　現場調査やＣＡＤによる図面作成を
行っています。橋の補修設計を多く取
り扱っていますが、自分が携わったも
のが形として残り、多くの人たちに利
用され続けると思うと誇らしい気持ち
になります。

まだまだですが
　入社時は測量や設計などの知識がゼ
ロだったので分からないことばかりで
したが、先輩方に教わりながら、今は
図面作成や仕事の順序立てもある程度
はできるようになってきたと思いま
す。任せてもらえる仕事も徐々に増え
てきましたが、それでもデスクワーク
は知識も経験もまだまだといったとこ
ろなので、その分、現場に出た時はガ
ツガツ動きます！（笑）

性格が…
　ちょっと大雑把なところがあり、単
純な計算の間違いを指摘されることが

しばしばあります。自分でも再チェッ
クしているのですが、なぜか…。とは
言え、性格云々ではなく、図面に間違
いがあってはいけないので、確実な仕
事をすることを心がけていきたいです。

充実の余暇
　朝野球に昼野球、それがない時は
少年野球のコーチや弟の試合観戦に
と、まさに野球漬けといった感じです

（笑）。社会人になってから、何だかバッ
ティングも好調で、試合も徐々に再開
してきているので、プレーできる喜び
を噛みしめながら、東北大会や全国大
会への出場を目指したいです。

難しいことにも挑戦して
　正確さとスピードを重視しながら、
知識と経験を身に付けていき、今より
もレベルアップした内容やまだ経験し
ていない業務にもどんどん挑戦してい
きたいです。

高級食パン専門店 ゴージャス先生（グットライフ株式会社）
十和田市三本木字稲吉176-30　代表取締役 戸来貴子
TEL 0176-58-0666　営業時間 9：30～17：30
HP  https://pan-gorgeous.com

ゴージャス先生が
まちを明るく導きます！

独自製法で編み出された
キメ細かく口どけの良い生地と、
奥深く上品な甘みを引き立たせた
贅沢な味わいの食パンで

毎日をゴージャス気分に！
★５本以上の注文で市内配達承ります★
★景品用など大量注文承ります★

今月のショーウインドー

令和４年８月５日発行　第335号（毎月１回５日発行）
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