
惣辺から望む悠久の景色
壮大な御鼻部山の下には十和田湖と奥入瀬渓流
十和田古道、先人たちの想い、是非一度体感を！

（画像提供　奥山洋一）

３年ぶりの開催、いよいよ！十和田市秋まつり

建設部会 建議活動
国と県へ要望書提出

市内経済の活性化と家計支援に
十和田市民応援券 加盟店募集

この人に聞く
古内 教司さん
十和田税務署 署長

今月のショーウインドー
明洞ホットドッグ
キラめけっ 未来の主役！
金子 翔真さん
合同会社ぶりんぐあっぷ

9
2022

令和4年9月5日発行
第336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



SEP OCT 会議所カレンダー９ 10
日 月 火 水 木 金 土

選挙人名簿縦覧
告示

中小企業相談所
及び補助金担当
者会議

第３回セーフコ
ミュニティ労働
部会

創業相談
定例金融相談
選挙人名簿縦覧

期間（～16日）

社会保険委員会
初任者研修会

十和田市秋まつ
り

十和田湖ムーン
クルーズ

十和田市秋まつ
り

十和田湖ムーン
クルーズ

女性会９月例会
「清掃活動」
専門家による個

別経営相談会

第５回マル経審
査会

観光交通部会役
員会

第１回選挙委員
会

１号議員選挙執
行告示

理財情報部会役員会
食品商業部会役員会
建設部会役員会
第２回市褒章審

査会

創業相談
定例金融相談
新入会員・増口

締切

十和田八甲ロー
タリークラブ創
立20周年記念式
典・記念講演並
びに祝賀会（詳
細p8）

常議員会 厚生部会役員会
ＤＸセミナー

専門家による個
別経営相談会

建設部会視察研
修（～30日）

選挙人名簿確定

常議員会
７部会会議

四商工会議所専
務会議

立候補届出受付
締切

第54回全国商工
会議所女性会連
合会福島全国大
会（～８日）

十和田湖ムーン
クルーズ

●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

秋分の日敬老の日

自信とは、自信とは、

実績や努力によって得る実績や努力によって得る
自信もあるが、自信もあるが、

自分の存在そのものを信じる自分の存在そのものを信じる
ということだと思う。ということだと思う。

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。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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e-Taxで各種申請・手続きが、ますます便利に！
○マイナンバーカードでe-Taxがスムーズに
○納税証明のオンライン請求やダイレクト納付　など
国税庁ホームページ　https://www.nta.go.jp/

十和田税務署概要

プロフィール
1968年岩手県大船渡市生まれ。大船渡高校を卒業し、 ’86年仙台国税局
に採用。国税局と管内８税務署のほか、東大阪税務署に勤務。直前は
国税局審理官。転勤は19回目。青森県での勤務は今回が初めてとなる。

所在地：十和田市西二番町14-12 十和田奥入瀬合同庁舎２階
ＴＥＬ：0176-23-3151（音声案内に従い操作してください）

この仕事を選んだきっかけ
　高校生の時に父が税務調査を受けたことです。その

後なぜか、税務職員採用案内のパンフレットなどを目

にする機会が多発。就職させたいとの父の思いに、ま

んまと乗せられたのかも？というように、お恥ずかし

ながら、国の財政を支える組織の一員になりたいとい

う志を持っていたわけではありませんでした。当時の

私のように「税金とは？税務署とは？」とならないよ

う、若い世代への租税教育にも取り組んでまいります。

署長として
　税務署の仕事は、国税庁の使命である「納税者の自

発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」こ

とにあります。具体的には、税務に関する情報の発信

と真面目な納税者の方が不公平感を抱くことのないよ

う調査・徴収に、署員が１チームとなって取り組んで

まいります。

今に活かされている経験、教え
　「疑問点は徹底的に突き詰めろ」との先輩の教え。

若い頃は、調査から帰署し状況を説明すると「それで

納得できたのか」と指導されたものです。この教えは、

調査だけでなく各種の施策を行う際にも、この方法が

ベストなのかと思考する私の基本になっています。

十和田市の印象、やってみたいこと
　官庁街通りを歩くことが多いのですが、松や桜並木

の美しさ、現代アートが並ぶモダンな雰囲気に歩くだ

けでもワクワクします。地元の方に伺ったところ、温

泉も豊富とのこと。温泉・サウナ好きの私にはたまり

ません。また、奥入瀬渓流の散策や周囲が止めなけれ

ば20年ぶりのスキー・スノボにも挑戦したいです。

インボイス制度への対応・呼びかけ
　令和５年10月から消費税のインボイス制度が始まり

ます。原則的な登録申請期限は来年３月ですが、その

時期に申請が集中しますと登録通知が届くまでに相当

の期間を要することが見込まれますので、登録を予定

されている方は、お早目の申請をお願いします。

　また、消費税の申告をしたことのない方や登録・検

討のポイントをお知りになりたい方は、インボイス制

度説明会や国税庁ホームページの「インボイス制度特

設サイト」をご利用ください。

　なお、e-Taxで登録申請しますと、書面申請に比べ

て早期に登録通知を受領することができ、さらに、登

録通知の電子データ受領も可能です。登録通知の紛失

リスクもありませんので、是非、ご利用ください。

　インボイス制度は多くの事業者の方に影響しますの

で、同業者や取引先への周知にもご協力をお願いします。

インボイス制度が始まります
お早めの準備をお願いします

十和田税務署
　署　長

 古
ふるうち

内  教
きょうじ

司さん（54歳）
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官庁街通り及び中央駐車場周辺
10：00～16：00

 いよいよ、３年ぶりとなる十和田市秋まつりが開催され
ます。豪華絢爛な山車や太鼓車の展示、見事なバチさばき
の十和田囃子の演奏、ステージイベントなどを是非お楽し
みください！

９月９月1010日日●・・1111日日●土 日

相 坂 上 祭 会  源 平 屋 島 の 戦 い

中央町内会　わ組  中 央 太 鼓 山 車

南町内会祭典委員会  石 川 五 右 衛 門　 釜 茹 で 処 刑

並木祭典連合会  平 家 討 伐　 義 経 八 艘 を 飛 ぶ

上 金 崎 町 内 会  新・西遊記「悪事、公正なる奮闘」

西十一番町町内会  北斎～浮世絵から五つの情景

あけぼの祭典委員会  第 二 次 木 津 川 口 の 戦 い

10：00～ 三本木中学校吹奏楽部（吹奏楽演奏）

10：30～ 三本木高校ダンス愛好会（ダンス）

10：45～ 花柳流美好会（日本舞踊、輪踊り 他）

11：15～ 開会セレモニー

11：40～ 十和田囃子競演会
（子供の部、一般の部の競演会）

13：40～ ギュゼル オリエンタルダンス（ベリーダンス）

14：00～ ポラリス フラ（フラダンス）
花柳流花すず会（日本舞踊）

15：00～ 三本木小唄普及委員会・十和田市職員互助会（三本木小唄舞台踊り） 

15：30～ りんごちゃん（ものまねライブ）

10：00～ 十和田水神雷太鼓（和太鼓演奏）

10：30～ FUNKY GUYS（少林寺拳法演武 他）

11：00～ 高清水小学校（南部俵積み唄踊り）

11：20～ 西茜会（よさこい）

11：35～ 山車市長賞表彰式

12：00～ 十和田囃子お披露目会
十和田囃子喧嘩太鼓合同演奏会

14：00～ 大深内中学校少年駒踊り（駒踊り）

14：30～ 健康太極拳サークル（カンフーレディ 他）

14：40～ とわだナニャドヤラ保存会（ナニャドヤラ演舞 他）

15：20～ 北野好美（歌謡ショー）

ステージ（演舞エリア）イベントスケジュール

展 示 山 車 題 名

10日（土） 11日（日）

※感染症対策にご協力ください。天災や感染症拡大防止等により、イベントを延期・中止する場合があります。
【お問合せ先】 （一社）十和田奥入瀬観光機構　TEL 0176-24-3006
　　　　　　 十 和 田 商 工 会 議 所　TEL 0176-24-1111
　　　　　　 十和田市秋まつり公式サイト　https://towada-akimatsuri.info
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　昨年同様、今年も無観客ライブ配信で開催。医療従

事者への感謝、新型コロナウイルスの終息、経済回復

の願いを込めた約1,500発の花火が打ち上げられた。

　中心市街地活性化に向けた歩行者通行量の現況及び

量的時系列推移の傾向を把握するため、市内主要商店

街の18地点において実施した。

　稲生川への感謝と新渡戸三代の偉業を称え伝えよう

と開催。大小さまざまな灯ろうが幻想的な明かりを川

面に映しながらゆったりと流れた。

　特定社会保険労務士の蔵中一浩氏を講師に招き開

催。中小企業として早めの準備と対応が必要な労働法

の改正点について、実務面も含め解説した。

十和田市夏まつり 第65回花火大会（8/14）

主要商店街区 歩行者通行量調査（8/21・22）

稲生川灯ろう流し（8/16）

労働法改正実務対応セミナー（8/23）

トピックス
建設部会  国・県へ要望書提出（8/4）

　国・県に対する建議活動の一環として、今年度の事

業計画に基づき実施。国土交通省東北地方整備局青森

河川国道事務所（十和田国道維持出張所経由＝写真）

と青森県上北地域県民局に要望書を提出した。

①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

②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

③一般国道４号野崎交差点の改良整備促進

④みちのく有料道路・下北半島縦貫道路・上北自動車道の一体的な整備促進と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

⑤国道103号「惣辺バイパス」の第三期工区「焼山～惣辺」区間の早期整備促進
⑥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
※県民局へは①～⑥（うち、③⑤は整備促進の支援方）、国交省へは③～⑥を要望
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女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん

　７月７日に開催された東北六県商工会議所女性会連

合会弘前大会はハイブリッド式で行われ、当所女性会

は、主会場である弘前市のフォルトーナと十和田商工

会館との２か所から参加しました。

　３年ぶりとなった今大会は、「和顔愛語～女性の笑

顔で東北にパワーを～」のスローガンのもと開催され、

総会の中で、当所女性会において長きにわたり会長を

務められた益川百合子さんが、特別功労者として表彰

　７月例会は、７月12日に澄月寺で座禅体験を行いま

した。まず、曹洞宗の座禅法に基づいた流れを教えて

いただき、入堂の仕方から座禅の終わりまで、意外と

複雑な座禅の世界を体験。その後、五観之偈の教えを

皆さんで唱えました。五観之偈とは、主に禅宗におい

て食事の前に唱えられるものであり、食事をいただく

弘前大会を開催

７月例会「座禅会」を開催

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

されました。その後の講演会では、八戸学院大学短期

大学部客員教授の三村三千代さんが「紫式部と清少納

言～平安時代の女性の生き方」と題し講演。2024年放

送のＮＨＫ大河ドラマの主人公・紫式部と、同じ時代

に名を残す清少納言の相関関係から、性格の相違や特

徴を分かりやすく解説して下さいました。

　次回開催地は岩手県北上市。来年度こそは参加者全

員が現地に赴き、多くの会員さん達と交流を図ること

ができればと思いました。

にあたって、漫然と食べるのではなく、食事をいただ

くことができるという事を尊び、その想いを５つの観

点から述べたものです。この短い偈文を唱える事によ

り、一層日頃の食事の有難みを感じることができまし

た。

　コロナ禍において開催できるか不安な状況でした

が、無事開催することができ、今後の活力になるよう

な体験となりました。
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みんな元気に！十和田市民応援券 加盟店募集中みんな元気に！十和田市民応援券 加盟店募集中

募 集 期 間　９月13日（火）まで
※募集期間内に申込された事業所が、応援券に同封し配布される「取扱加盟店一覧」に掲載されます。期
間以降も随時受付は致します。

参 加 資 格　十和田商工会議所、又は十和田湖商工会の会員事業所であり、十和田市内で日常的に買い物
やサービスの提供を行うことができる事業者・店舗（大型店・中小店の区分あり）

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。

詳しくは、今月号に折込の加盟店募集案内チラシ、又は公式サイトをご確認ください。
加盟店の申込は、チラシ裏面の申込書に必要事項をご記入の上、事務局までお申込みく
ださい。公式サイト https://www.towada.or.jp/ouen2022/
応援券の構成　１冊あたり　500円券×10枚綴り（5,000円分）
　　　　　　10枚の内訳…中小店専用券（中小店加盟店でのみ利用可能）６枚
　　　　　　　　　　　　全店共通券（全取扱加盟店で利用可能）４枚
配 布 方 法　十和田市民に１人１冊を郵送

配布対象者　基準日に十和田市に住民登録している方

利 用 期 間　令和４年10月８日（土）～令和５年１月31日（火）

【お問合せ先】十和田商工会議所業務課　TEL 0176-24-1111　FAX 0176-24-1563

　十和田市では、コロナ禍における物価高騰の影響により落ち込んでいる市内経済の活性化と市民の家計

を支援するため、市内の店舗で利用できる「みんな元気に！十和田市民応援券（商品券）」を全市民に配

布します。現在、応援券を取り扱っていただく加盟店を募集中ですので、是非お申込みください。

みんな元気に！十和田市民応援券 加盟店募集中みんな元気に！十和田市民応援券 加盟店募集中

経営に役立つ小冊子 無料配布中！

　最近よく目にするＤＸ
（デジタル転換）という言葉。
コロナや働き方改革を契機
に、業務のデジタル化が一
気に進んだとはいえ、課題
も浮き彫りになっているの
では？デジタル化を首尾よ
く進めるためのヒントとノ
ウハウをまとめた１冊です。

　会社を経営していく上で、
必須の知識となってきてい
る労働法。時間外労働の上
限規制や同一労働同一賃金
など、事例を基に近年の労
働法の注意点を分かりやす
く解説します。他人事では
なく、自分のことと思い読
んでみてください。

成功する！
会社業務のデジタル化

今、知っておくべき
労働問題の法律知識

　このほか、経営に役立つ小冊子を各種無料で配布していますので、お気軽にどうぞ。尚、数に限りがありますので、

在庫切れの場合はご容赦ください。　【お問合せ先】十和田商工会議所相談課 TEL 0176-24-1111
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　2022-23年度　第21代会長を務めます田中俊次

です。

　本年は、当ロータリークラブ発足20周年の節目

にあたることから、2022年９月24日（土）に記念講

演、記念式典、記念祝賀会を盛大に執り行います。

現在、20周年実行委員会の今泉湧水委員長を先頭

に、記念事業の準備が着々と進められています。

　当クラブの初代会長石川正憲氏は、本年３月に

お亡くなりになり、創立20周年を一緒に祝うこと

ができなくなりましたが、創始者である初代会長

の遺志を引き継ぎ、次の10年に向かって、より良

い十和田八甲ロータリークラブを創っていきたい

と思っております。

　ロータリークラブは、人道的な奉仕とすべての

職業において高度の道徳的水準を守ることを奨励

し、世界においては、親善と平和の確立に寄与す

ることを指向した、事業及び専門職務に携わる指

導者が世界的に連携した団体です。

　十和田地域に奉仕するクラブ会員のロータリア

ン個人が集まった十和田八甲ロータリークラブ

は、友情と親睦を深める仲間づくりについても積

極的に推進して参ります。
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新入会員インフォメーション　　　　 会員数 1,269件（９月１日現在）

部
会

事業所名 代 表 者

所 在 地 営業内容

建
設

橋場建設工業 橋場　隆幸

十和田市大字三本木字並木西146 建設業

食
品

㈲東田水産 若宮　厚子

十和田市西二十二番町5-3 魚介類販売業

食
品

楽や 太田　ふみゑ

十和田市東十一番町13-40-２ 惣菜・弁当販売業

観
光

龍虎 佐々木　龍寅

十和田市大字洞内字後野1-9 飲食業

観
光

宙 小林　留美子

十和田市東二十二番町1-８ 飲食業

建
設

インテリアISE 伊瀬　巨能

十和田市西六番町2-24 内装業

工
業

BTサービス　ノブ 蛯名　信之

十和田市西三番町20-15 タイヤ・中古車販売

部
会

事業所名 代 表 者

所 在 地 営業内容

観
光

網元 豊川　清松

十和田市西一番町21-10 飲食業

観
光

㈲北日本配送センター 澤頭　修

六戸町大字小平字前田７ 運送業

観
光

フィール 畠山　真一

十和田市東三番町1-41 飲食業

建
設

長山電気 長山　卓志

十和田市東四番町3-10 電気工事業

厚
生

（医）泰豊会　十和田外科内科 百目木　泰

十和田市穂並町1-5 医療業

建
設

㈱エコ・ドルフィンズ 金野　賢一

十和田市大字三本木字稲吉176-28 環境保全コンサルタント

食
品

グットライフ㈱ 戸来　貴子

十和田市東十三番町42-19 パン製造販売ほか

　　８月31日（水）に、青少年育成事業とし
て、子ども達の「問題解決能力」の育成に向
けた「君と十和田とネコのこと～10年後の未
来を変えるため～」を、県立三本木農業恵拓
高等学校において開催しました。

　また、９月10日（土）、11日（日）には、３年
ぶりの開催となる十和田市秋まつりでステー
ジイベントを実施します。十和田囃子競演会
や町内会のお囃子お披露目会など企画してお
り、現在、開催に向けて準備を進めていると
ころですので、皆様、是非ご来場ください。

　まだまだコロナ禍ではありますが、できる
ことを創造しながら、鋭意事業に取り組んで
まいりたいと思いますので、今後とも、十和
田青年会議所の活動にご理解、ご協力いただ
けますようよろしくお願い申し上げます。

思いを結集して活動中
～ご報告とお知らせ～

秋まつりに向けた会議の様子秋まつりに向けた会議の様子

※建設…建設部会、観光…観光交通部会、食品…食品商業部会、厚生…厚生部会、工業…工業部会
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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９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：９月８日（木）・22日（木） 10：30～12：00

【お申込み・お問合せ先】
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22日（木）まで

【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）

十和田市創業支援セミナー 参加者募集 事業承継・引継ぎ支援 定例個別相談会

本誌広告掲載・チラシ折込サービスのご案内

花巻市探訪ツアー 参加者募集

　創業に必要とされる基礎的な知識を学ぶセミナーを
開催します。（無料）

日　時　９月24日、10月１日、10月８日、10月22日
　　　　（いずれも土曜日）の計４回　14：00～16：30

会　場　市民交流プラザ トワーレ　多目的研修室２

講　師　シニアインキュベーションマネージャー 鎌田直人さん

申込方法　十和田市商工観光課に備え付け、または十和
田市ホームページからダウンロードした参加
申込書に必要事項をご記入の上、商工観光課
へご提出ください。

申込締切　９月16日（金）

【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14日（水）、10月12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

　是非、自社の広告宣伝活動にお役立てください。

誌面広告掲載
　サイズ（A４に対して）と会員料金（税込）
　・１／２（縦12.0㎝×横17.0㎝）　50,000円/回
　・１／４（縦 5.5㎝×横17.0㎝）　20,000円/回
　・１／８（縦 5.5㎝×横 8.0㎝）　10,000円/回
　　※サイズは多少前後することがあります。予めご了承ください。

チラシ折込
　サイズと会員料金（税込）
　・Ｂ５、Ａ４　20,000円/回
　・上記を超えるサイズ、パンフレット等　30,000円/回
　　※大きいサイズのチラシはＡ４に収まるサイズに折り畳んで納
　　　品してください。また、パンフレットは 10 頁程度を想定して
　　　います。

尚、非会員事業所のご利用については、上記会員料金に10,000円を

加算した金額となります。

【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所広報担当  TEL 0176-24-1111

　友好都市・岩手県花巻市を訪れ、歴史文化に親しむ
ツアーの参加者を募集します。

開催日　11月５日（土）

集合場所　十和田市役所東側駐車場

行　程　高村光太郎記念館・山荘→金婚亭→花巻新渡
戸記念館→宮沢賢治記念館→宮沢賢治イーハ
トーブ館

定　員　20人（先着順）

参加費　高校生以上 3,000円、中学生以下 1,000円
　　　　※参加費はツアー当日に集金します。

申込締切　10月７日（金）　※電話でお申込みください。

【お申込み・お問合せ先】
十和田観光電鉄㈱観光社  TEL 0176-23-6102
※状況により中止する場合がありますので、予めご了承
ください。
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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

少女らの解くに惜しき祭髪� 政　子

　　今年は秋祭り開催期待してます

嫁姑少し離れて盆踊り� 緋佐子

　　ほど良い距離感がうまくいく

稲妻や競技中止のアナウンス� 寿　子

　　これからの季節かみなりにご用心

新涼や妻の鼻歌どこよりか� 陽　子

　　涼しくなり気分も爽快 （協力　すばる俳句会）

いつもとは違うやり方で、
各種イベント等が再開されつつある中、

十和田の花火大会も、無事、開催。

いつもとは違い（?）、
奇跡的に好天にも恵まれて…笑

来年はいつも通りになるのかしら？

なにはともあれ、キレイな花火をありがとう！

（tkr）  

〔 この身を捧げて 〕

　お盆が過ぎ、朝夕の気温が一気に下がり過ごしやすい季節になりました。と言って
も今年の十和田の夏はとても過ごしやすかったので、もう秋が来てしまうのかと思う
と少し寂しい気分になる。
　今年は３年ぶりに行動制限が解除され、青森県では「青森ねぶた祭」「弘前ねぷた
まつり」「八戸三社大祭」「五所川原立佞武多」等の夏祭りが各地で、今までとはちょっ
とだけ違う形で開催され、多くの帰省客、観光客が青森に訪れ東北を代表する祭りを
楽しんだようです。その影響もあったのかコロナ感染者数が過去最高になってしまっ
た。（ちょっと心配）
　そんな中、夏の甲子園では、宮城県の仙台育英学園高等学校が東北勢悲願の初優勝
を飾りました。青森県ではないが同じ東北人として、とてもうれしかったです。次は、
これまでに数多くの競技で優勝してきた青森県（出来れば地元）の高校に優勝してほ
しいものだ。「フレ～フレ～青森県、フレ～フレ～十和田！」　　　　　　　（Ｆ．Ｋ）

※燃え殻は、多くの方にご協力いただい※燃え殻は、多くの方にご協力いただい
て拾い集めましたて拾い集めました
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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.131Vol.131

合同会社ぶりんぐあっぷ

金
か ね こ

子　翔
しょうま

真 さん
（21歳）

運命的な出会い
　自身の経験もあって、周囲にうまく
溶け込むことが苦手な子ども達の味方
となり、受け入れてあげられる存在に
なりたいと思っていました。そこで、
保育について学ぼうと通った短大で出
会ったのが、弊社代表です。同級生に
なった縁に加え、理念や目指すところ
に共感したことから、私もこの施設で
子ども達の支援に取り組みたいと思い
ました。

気を付けていること
　施設では、将来の社会生活を見据え、
それぞれの子どもに合った療育プラン
を考え実践しています。ヒヤリ・ハッ
トも起こりやすいので、スタッフ間の
情報共有や声がけに気を付けています。

子ども達とともに
　支援を通じて、子ども達の日々の成
長に触れることができ、１年も経てば
だいぶ変化も感じることができます。

私自身、迷惑はかけつつも、仕事に対
する責任感などは成長したかなと思い
ますので、子ども達とともに成長し続
けたいと思います。

楽しみなこと
　11月に子どもが産まれる予定です。
名前を考えたりベビー用品を準備した
りと、これから忙しくなりそうですが、
子どもと過ごす時間の１つ１つを大事
にしていきたいですし、何よりも楽し
みです。

経験を積んで
　今は子ども達との年が近い方なの
で、声のかけやすさや喧嘩の仲裁など
も“お兄ちゃん”的な感じでうまく対
応できる部分もありますが、経験不足
による対応の遅さがあることも否めま
せん。今後、経験を重ねてより深く子
ども達と関わっていくとともに、児童
発達支援管理責任者などの資格取得と
いったキャリアアップも図っていきた
いです。

明洞ホットドッグ
十和田市穂並町3-4（穂並郵便局隣）
代表  野月淑子
TEL  0176-23-2752
営業時間 11：00～14：00
　　　　 16：00～21：00

人気は、モッツァレラホットドッグやソー
セージも入った半分半分ホットドッグ。
　　　　　　　　チーズと十和田市産
のもち粉を使った　　　　　　生地の
食感が、なんとも楽しい！

伸び～～る 

揚げたてに砂糖をまぶし、ケチャッ
プ・チーズマスタード・ハニーマスター
ドの３種類すべてのソースをかけるの
が　　　　　な食べ方。十分な食べ
応えにも満足することまちがいなし！
ほかにもトッポッキや明洞
韓国ラーメンなど、
本場の味に出会
えるお店です。

十和田市秋まつりにも出店予定です！

是非、来てくださいねー！

Good!

モチモチ

明明洞洞ホホッットトドドッッググ

令和４年９月５日発行　第336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）

今月のショーウインドー


