
いつもキレイな八甲田
私たちの宝物、最高のお国自慢
大切なこの景色、子々孫々守り継がれますように！

（画像提供　奥山洋一）

地域経済団体のより一層の基盤強化へ
臨時議員総会で十和田湖商工会との合併を承認

女性会いんふぉめーしょん
官庁街通りの車止めを清掃

青年部インフォメーション
チャリティー事業を開催

この人に聞く
安西 直軌さん
株式会社 和海  代表取締役

今月のショーウインドー
cafe&bar ATZ（株式会社アッツ）

キラめけっ 未来の主役！
小針 学人さん
高級食パン専門店  ゴージャス先生
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DEC JAN 会議所カレンダー12 １
日 月 火 水 木 金 土

第２回女性会役員会
専門家による個

別経営相談会
補助員等研修会
（～７日）

創業相談
定例金融相談
東北六県下商工会

議所中小企業相談
所長会議（～９日）

十和田商工会議
所・十和田湖商
工会合併契約調
印式

十和田商工会議
所中間監査

事業承継・引継ぎ支
援定例個別相談会

中山間地域活性化研修
会・中山間ふるさと活
性化事業指導員研修会

県連事務局長会
議

前青森商工会議
所副会頭 故・
奈良良秀様「お
別れ会」

専門家による個
別経営相談会

第２回青森県事業
承継ネットワーク
会議

創業相談
定例金融相談

十和田商工会議所
事務局仕事納め

十和田商工会議所
事務局仕事始め

令和５年新年祝
賀会

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

信頼とはとても時間のかかるもの。信頼とはとても時間のかかるもの。

丁寧に長期的視野で積み重ねていくもの。丁寧に長期的視野で積み重ねていくもの。

積み重なった信頼はとてつもなく強い。積み重なった信頼はとてつもなく強い。

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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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！
制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則、令和５年３月31日までに登録申請が
必要です！登録を予定されている方は、お早めの申請をお願いします！
　インボイスコールセンター　フリーダイヤル 0120-205-553（無料） 9：00～17：00（土日祝日除く）
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今年は年末オードブルに挑戦します。ご予約お待ちしております！

事業所概要

プロフィール
1990年十和田市生まれ。高校を中退し飲食業の世界へ。三沢市や都内の
飲食店で経験を積み、2016年に「旬彩 和海」をオープン。’19年に法人化。
系列店にダーツやビリヤードも楽しめる「Lounge」（おしゃれ館１Ｆ）
がある。十和田商工会議所青年部会員、（公社）十和田青年会議所会員。

所在地：十和田市東三番町 1-14
ＴＥＬ：0176-58-5584

「旬彩 和海」ホームページ：http://towada-nagomi.com/

好きが高じて
　子どもの時から釣りが好きで、そのうち料理にも興
味を持つようになりました。魚をいかに美味しくする
ことができるか、海鮮をメインとする居酒屋で働く中
で、そう思いながら取り組むようになり、やがて自分
の店を持ちたいという思いも強くなっていきました。
そして、その気持ちを確かめる意味もあって上京を決
意。都内の飲食店で料理はもちろん、経営のノウハウ
なども学び、26歳の時、帰郷して念願の自分の店「旬
彩 和海」をオープンしました。

その日、その日
　食材を自分の目で見て選んで仕入れ、自分の手で仕
込んでお客様に提供できる、そこにこの仕事の魅力を
感じています。仕入れは、水揚げ量や競りの状況に左
右されますが、ほかの業者さんたちと連絡を取り合い
情報交換やリサーチをしながら、その日その日でメ
ニューを考えます。内陸部に位置する十和田市におい
て、お客様に新鮮な旬の魚介類を美味しく味わって喜
んでいただきたい、その一心で日々取り組んでいます。

コロナの影響
　徐々に客足も戻ってきている感じがありますが、活
動自粛の時などは客足が途絶えてしまったので、テイ
クアウトのお弁当やオードブルに取り組んでＳＮＳ等
で発信するなど、不慣れなことに悪戦苦闘の連続でし
た。年末年始に向け、もうこれ以上コロナの影響が広
がらないことを祈りつつも、まだ安心できる状況では
ないことを踏まえ、この経験を糧に、いかなる状況に
も耐えられるような強い経営を図っていきたいと考え
ます。

青年部や青年会議所の活動
　本業とは別に地域を盛り上げるために活動する先輩
方を見て入会しようと考えました。ただ、活動時間の
ほとんどが店の営業時間と重なってしまうため、あま
り参加できていないのが不本意ですが、なんとか少し
でも協力していきたいと思っています。

好きなこと
　今年はちょっとゴルフの時間も多くなりましたが、
やっぱり釣りが好きです。季節、季節でターゲットも
変わるので、オールシーズン楽しめます。息子も今は
まだ２歳ですが、もう少し大きくなったら一緒に行き
たいですね。
　あとは、美味しいものを食べ、美味しいお酒を飲ん
で家族と一緒にゆったり過ごす、休日はこれに尽きま
す！

旬の海鮮を味わってほしい
その一心で

株式会社 和海
　代表取締役

 安
あんざい

西  直
なおき

軌さん（32歳）
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取扱加盟店の申し込みは随時受付中！

【お問合せ先】十和田商工会議所業務課　TEL 0176-24-1111

「電気料等価格高騰対策十和田市民応援券」に関する詳細は、同封のチラシ、又はホームページ
をご確認ください。https://www.towada.or.jp/ouen202202/

利用期限は令和５年２月28日（火）まで

令和５年２月28日（火）まで利用期間延長！ 令和４年12月19日（月）より利用開始！

みんな元気に！みんな元気に！
十和田市民応援券十和田市民応援券

電気料等価格高騰対策電気料等価格高騰対策
十和田市民応援券十和田市民応援券

　11月29日、新体制後初となる臨時議員総会が当所で

開催された。主な議案は、これまで基本協定書への調

印など、来春の４月１日の実施に向け話が進められて

きた十和田湖商工会との合併に関するもの。合併契約

や合併に伴う定款一部変更案などについて審議し、全

て承認された。

　なお、十和田湖商工会との合併契約調印式が、12月

９日、当所で行われる予定。

より一層の基盤強化へ向けて
令和４年度第３回臨時議員総会

１．合併の理由
　共に地区内の商工業の総合的な改善を図り、地域全体の社会福祉に貢献する活動を行う公共的な経済団

体として、その目的に差異はなく、地方分権による権限移譲や少子高齢化の進行、中小企業ニーズの高度

化といった社会情勢の変化に伴い、商工会・商工会議所の一層の財政基盤の強化や形成能力の向上、さら

には広域的な経済サービスの提供といった諸課題への対応が急務であることから、最も有効な対応手段と

して合併することとした。

２．合併内容の概要
・両者は対等の立場で合併する。※法的手続き上、十和田商工会議所は存続、十和田湖商工会は解散となる。

・新たな商工会議所の名称は「十和田商工会議所」。

・合併日は令和５年４月１日。※必要手続きの完了が合併期日前までに困難な場合は、協議により最善を努める。

・事務所は現十和田商工会議所を本所とし、西コミュニティセンター内に支所を設ける。

・新商工会議所の役員・議員については、合併特例措置として、会頭１人、副会頭３人、常議員21人、監事

３人、議員39人とする。※特例措置経過後の時期（令和７年11月１日）からは、会頭１人、副会頭３人、常議員20人、

監事３人、議員36人とする。
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１．工業部会視察研修（11/18）

３．上手な写真の撮り方・活かし方セミナー（11/24）

２．警友会親睦ボウリング大会（11/19）
トピックス

１．工業部会視察研修
　木製サッシの生産を手懸ける㈱日本の窓と、県南

環境保全センター㈱が運営するバイオガスエネル

ギーとわだ（B-GET）を視察し、見聞を広めた。

２．警友会親睦ボウリング大会
　イーグルボウルにて開催。十和田警察署員と警友

会会員が参加し、ボウリングを通じて相互理解と親

睦を深めた。

３．上手な写真の撮り方・活かし方セミナー
　パソコン教室イエロー・ムーン主宰の馬橋明里氏

を講師に招き、変わりゆく経営環境を乗り切るため

のスマホやデジカメを使用した販促手法を解説した。

合格おめでとうございます！

簿記１級に古泊可衣さん（三沢商業３年）
　６月12日に実施した第161回日商簿記検定において、三沢商業高校３年の古泊可

か

衣
い

さんが見事、１級に合格した。当所においては３年ぶり、同校においては５年ぶ

りの快挙。今回の１級試験は、全国で8,918人が受験し、902人が合格、合格率は

10.1％だった。

古泊可衣さんのコメント
　簿記を学ぶ楽しさから、在学中の１級取得を目指しました。平日は１日４時間、

土曜日は５～７時間勉強に励み、日曜日はしっかり休むといったメリハリをつけて

取り組んだことで無理なく学習を進めることができました。

　将来の目標は公認会計士。青森県の中小企業の経営を支えたいと考えています。そして、企業の支援を

通して、そこに働く人たちの生活も支えるなど、会計の力を活用して社会貢献したいです。

新年祝賀会のお知らせ
新たな１年の始まりに、十和田市の更なる飛躍と発展を期して新年祝賀会を開催します。

日　時　令和５年１月４日（水）　17：30～　　 会　場　サン・ロイヤルとわだ
会　費　5,000 円（懇親会あり）　　　　　　　　定　員　200名（１事業所１名まで、定員になり次第締切）

申込方法　会費を添え、12月９日（金）までに下記のいずれかへお申込みください。
※新型コロナウイルス感染防止のため、参加人数の制限のほか、会場において各種感染防止対
　策を講じます。ご理解とご協力をお願いいたします。

【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所総務課 TEL 0176-24-1111
十和田市総務部秘書課 TEL 0176-51-6780　十和田湖商工会 TEL 0176-72-2201
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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

　ビッグパレットふくしまで10月８日開催され、当会

からは８名が出席。「ありがとう！！震災から10年、助

け合う女性パワーに感謝！そして次世代へ」のスロー

ガンのもと、全国から1,472名が集い、昨年コロナの

影響により延期となった福島での開催に会場は大いに

盛り上がりました。

　祝辞の挨拶では、福島県知事の内堀雅雄さんから「東

日本大震災の時、2,294名の避難者が肩を寄せ合い悲

しい雰囲気に包まれていたこの会場が、今こうして多

くの方が集まり、笑顔に溢れていることを大変光栄に

思います。皆さん、是非、福島県を思う存分楽しんで

いってください」と悦びと歓迎の言葉がありました。

　また、東京農業大学名誉教授の小泉武夫さんが講師

を務めた記念講演会では、「発酵食品は女性を美しく

する」の演題のもと、自身の経験も交えながら、発酵

食品を摂取することで異常細胞が取り除かれ、免疫力

　今年度最後の例会に17名が参加し、十和田市現代美

術館と９月にオープンした十和田市地域交流センター

「とわふる」を訪れました。

　現代美術館では、音声ガイド付きで鑑賞。何度か足

を運んだことのある方にとっても、いつもとはまた

違った角度で現代アートに触れることができたよう

で、非日常的な空間を感じていました。

　また、とわふるには、開館記念として現代美術館で

も企画展が開催されていた彫刻家・名和晃平の「生成

する表皮」の作品が展示されていました。セル（細胞・

粒）で世界を認識するといった独創的な世界観の作品

に、皆さん色々に解釈・考察しながら鑑賞し、芸術の

第54回全国商工会議所女性会連合会
福島全国大会に参加

11月例会
地元をもっと知ろう芸術鑑賞

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

も高めてくれる等の素晴らしい食品であるということ

を拝聴することができました。

　震災から確実に、そして一歩ずつ前進している福島

県を間近に感じ、そんな福島県の方々から今後の活動

につながるようなエネルギーをたくさんいただいた大

会でした。

　３年ぶりの十和田市秋まつりで賑わった官庁街通り

において、９月13日、私たちにとっても３年ぶりとな

る車止めの清掃活動を行いました。

　当日は14名が参加。天候にも恵まれ、９月の残暑厳

しい中での作業は大変でしたが、美化を図ることで少

しでも交通事故防止につながればと、200本を超える

車止めを協力しながら綺麗にしました。

　この活動が、交通安全についてはもちろんのこと、

「社会・環境への貢献」「周辺地域の美化」についても

改めて考えるきっかけとなりました。

９月例会
官庁街通り車止め清掃活動

秋を楽しみました。
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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

　11月５日、弘前パークホテルで開催された第15回青

森県連会員大会弘前大会に参加して参りました。

　記念講演では、スーパー公務員として有名な木村俊

昭氏を講師に迎え、街づくり・人づくりについて、実

　去る９月16日に、みちのく国際ゴルフ倶楽部様にお

いて会員交流チャリティーコンペを開催いたしました。

　今回のテーマ「会員交流と会員拡大、子ども達のた

めに何か貢献できないか」のもと、交流をすることで

更なる大きな親睦の輪を築くことができ、心を一つに

県連会員大会に参加

チャリティー事業を開催

例を踏まえた実践方法などが講義され、興味深く傾聴

しました。

　続いて会場近くの土手町の街歩きに参加。初めて弘

前れんが倉庫美術館を訪れ、弘前出身の芸術家・奈良

美智さんを通じて、れんが倉庫が芸術拠点になってい

く経緯を紹介した展示を鑑賞してきました。

　その後は、記念式典と大懇親会が執り行われ、弘前

大会は無事成功裏に終わりました。

　街づくり実線の講演を聴き、その実績たる美術館も

観ることができ大変有意義な一日となりました。

するまたとない機会となりました。また、今回は天候

にも恵まれ、釣りチャリティー事業も無事行うことが

できました。

　そして、今回のチャリティーで集まった寄付金で、

十和田剣友会様にホワイトボード得点板と防具一式を

11月９日に寄贈させていただきました。ここに報告さ

せていただきます。

　チャリティー事業を行うことで少しでも子ども達の

ために貢献できたものと嬉しく思います。今後とも地

域へ寄与・発展できるよう活動していきたいと思いま

す。交流委員会一同、参加された多くの皆様に感謝い

たします。

副会長

甲
こうだ

田　徹
とおる

 （甲田設計）

交流委員会　委員長

田
たなか

中　陽
ようぞう

三 （田中建設㈱）
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× 〇（例）

レバー式

センサー式

食品衛生法に基づく営業許可・営業届等に関するお知らせ
＜お問合せは、上十三保健所生活衛生課　TEL 0176-23-4261 ＞

◎「営業許可」が必要になる場合があります！

◎営業許可施設の「作業場の手洗い設備の基準」が変わりました！

◎「営業届」が必要になる場合があります！

食品等事業者の皆様へ

食品衛生法の改正により、これまで許可不要だった業種でも許可が必要となる場合があります。

　これらの製造を令和３年６月１日以前から行っており、今後も継続して製造する方は、令和６年５月31
日までに施設基準に適合する施設を整備し、営業許可を取得してください。

　なお、令和３年６月１日以降にこれらの製造を始める方は、営業許可を取得しないと製造できません。

　新たな基準は、これから新規で営業許可を取得される方、営業許可を更新する方に適用されます。営業
許可の更新を迎える方は、更新の手続きまでに整備してください！

　※営業許可施設において、届出営業を併せて営む場合でも届出が必要です。

　食品を取り扱おうとする事業者のうち、営業許可業種に該当しない業種を営む営業者は、一部の届出対
象外業種を除き、あらかじめ保健所へ届出　する必要があります。

※営業許可と異なり、手数料はかからず、施設基準もありませんが、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施及び食品衛生
責任者の設置が必要となります。

※

届出はこちらから！ ⇒ https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

【新たに営業許可が必要になる場合の例と必要な営業許可の例】
  □漬物を作っている　⇒　漬物製造業
  □干物、しらす干し、明太子、塩ウニ等を作っている　⇒　水産製品製造業
  □容器包装に密封された食品で保存方法が常温の食品を製造している　⇒　密封包装食品製造業※

　　※他の許可業種に該当する食品及び政令で当該許可の対象外の食品を除く。

  □そうざい半製品※を製造している　⇒　そうざい製造業
　　※喫食するには購入者等による最終的な調理が必要な食品

  □鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造している　⇒　液卵製造業※

　　※小分けする場合を含む。卵白だけ、卵黄だけのものを製造する場合も対象となる。

  □許可業種で製造された既製品を仕入れ、容器包装に小分けしている　⇒　食品の小分け業※

　　※調理や小売販売のための小分け行為、製造に付随する小分け行為を除く。

【作業場の手洗い設備の新たな基準】
  「水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造※であること」
　※具体的には・・・手指を触れずに水を出したり止めたりできる構造のもの
　　　　　　　　　　例：レバー式、押しボタン式、足踏み式、センサー式など
　※適用される水栓は、「作業場内（調理場や加工場など）の手洗い専用設備」のみ
　※この基準はキッチンカーにも適用されます。

【届出の対象となる営業の例】
  □許可業種以外の食品の製造・加工業
  □各種販売業（野菜・果物、冷蔵・冷凍品、消費期限表示の食品　等の販売）
  □集団給食施設（直営で１回20食程度以上提供する施設）　など
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事業報告 10月臨時総会

　去る10月15日、十和田商工会館１階大ホールに
おいて、10月臨時総会を開催しました。総会では、
次年度理事長候補者の選任議案が審議され、2020
年に理事長を務めた力石優君が２度目の理事長候補
に選任されました。候補者演説では、「地域全体で子

十和田奥入瀬観光機構インフォメーション

供たちの未来をつくるための運動を十和田ＪＣから
起こしていく。そして、2023年度、過去最少の７
名でのスタートとなる十和田ＪＣを、若年層にとっ
て魅力溢れる組織へと進化させて、選ばれる組織に
したい」という思いが表明されました。
　2022年度も残り１か月となりましたが、引き続
きご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

詳しくは、TOWADA  TRAVELオンラインストアをご確認ください。
お問合せ先　（一社）十和田奥入瀬観光機構　TEL 0176-24-3006（9：00～17：00）

まるで水墨画のような世界。
厳冬の奥入瀬渓流がおりなす大迫力の氷瀑・氷柱の姿をご鑑賞ください。

ナイトツアーでは、ライトアップの演出により、夜闇に浮かび上がる神秘的な光景も楽しむことができます。

参加申込受付中！
★冬の奥入瀬氷瀑ナイトツアー★　市街地・焼山発着ツアー
　12月16日（金）～令和５年３月12日（日）≪木～日・祝日運行≫
★冬の奥入瀬氷瀑ナイトツアー★　十和田湖発着ツアー
　12月16日（金）～令和５年２月27日（月）≪金～月・祝日運行≫
★冬の奥入瀬ネイチャーガイドツアー★　七戸十和田駅・市街地・焼山発着ツアー
　12月17日（土）～令和５年２月26日(日)≪土日祝日運行（１月１日～１月３日を除く）≫
定員　各30名（最小催行人数１名）
料金　おとな3,000円、こども（小学生)1,500円 ※七戸十和田駅から乗車の場合、片道おとな500円、こども250円追加。
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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12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：12月８日（木）・22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163回２・３級）
　検 定 日：令和５年２月26日（日）　
　申込受付：令和５年１月10日（火）～１月30日（月）

そろばん（第137・227回段位・１～３級）
　検 定 日：令和５年２月12日（日）
　申込受付：12月19日（月）～令和５年１月12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　12月14日（水）、令和５年１月11日（水）
　　　　13：30～、15：00～のいずれか。
　　　　１事業所あたり１時間程度

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

稲本  修明さん
（鳩正宗㈱）

青森県酒造組合会長
酒類業振興功績

漆畑  善次郎さん
（漆畑ファーム㈱）

畜産業
業務精励（畜産業）

大竹  正貴さん
（㈱大竹菓子舗）

洋生菓子製造工
卓越した技能を活かした菓子製作

秋の褒章・藍綬褒章秋の褒章・黄綬褒章 青森県卓越技能者表彰

（当所関係分）受章・受賞おめでとうございます
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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

初霜の日付も記す農日誌� 朋　子

　　今年は例年より遅いようです

訳ありの林檎が先に完売す� しおん

　　そっちの方がおいしいことも

大根を引く園児らのみな笑顔� 空　磨

　　にぎやかに大根掘り体験

しぐるるや窓の高さに薪積まれ� 陽　子

　　ストーブの恋しい時期になりました （協力　すばる俳句会）

年の瀬を前に

我が家もコロナ一家となりまして、

幸い、皆２、３日で症状も治まったものの、

コロナ一過の療養期間中、

間違ってもエンジェルの方ではなかった

よ
・ ・ ・ ・

うせいの彼女たち

（tkr）  

〔 ようせい 〕

　クリスマスソングがかかると、子供の頃はウキウキ。若者の頃は少しソワ

ソワ。今はもうすぐ繁忙期と雪かきかぁという大人になってしまいました。

それでも心のどこかで楽しみを感じているのは、家族や街の人たちのウキウ

キやソワソワを感じているからかな。

　そういえば冬の服装が子供も女性も昔に比べてみんな可愛くなりましたよ

ね。男性のものもシャープになりました。自粛自粛となって久しいですが、

そういう幸せな空気がまた戻ってきてくれたらいいですね。メリークリスマ

ス。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石川隆大）
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カフェアンドバー　アッツ

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.134Vol.134

高級食パン専門店
ゴージャス先生

小
こ ば り

針　学
が く と

人 さん
（27歳）

最高のパンを！
　現在、店長を務めていますが、パ
ンの職人としてはまだまだ半人前。
ちょっとした天気や時間の違いで表情
が変わるデリケートな相手ですが、お
客様からの美味しいの声、新商品への
期待の声などを励みに、最高のパンを
ご提供できるよう日々奔走しています。

いつでも
　“お客様にお立ち寄りいただくため
には”ということは常に意識していて、プ
ライベートでよく食べ歩きをしますが、そ
こでも食材の合う合わないを吟味した
り、ヒントを見つけたりします。いつ
でも新鮮な気持ちでご利用いただける
よう、新商品の開発やイベントの開催
などにどんどん挑戦していきたいです。

念願の
　今年、大型バイクの免許を取得し、
夢だったハーレーを購入！妻のお父さ
んとその仲間の方たちと一緒に何度か

ツーリングに出かけました。最っ高で
した！

だんだんと
　十和田市に来てまだ半年ほど。静岡
出身という事もあり、言葉の壁はなか
なかハードルが高いです（汗）。
　そして、これから迎える初めての青
森の冬。雪かきで鍛えられながら、“青
森県民”になっていきたいです。

ゴージャス先生の名のもとに
　地域の皆さんに愛され続けるお店、
観光客の方にも注目されるお店を目指
し、インパクト十分の店構えを味方に
しながら、名実ともにゴージャスであ
り続けられるよう日々努力していきた
いです。

12月と言えば
　クリスマス限定のパンのオードブル
などを準備していますので、是非、お
立ち寄りください！

cafe&bar ATZ  十和田市西三番町20-33  TEL 0176-58-6555

　　　　　　　　　ランチ 11：00～15：00　バー 17：30～22：00

ヤシの木に出迎えられて扉を開けると、
そこはまるでハワイ !? な空間。

切田通りにオープンしたｃａｆｅ＆ｂａｒ ＡＴＺは、
そんな常夏の島をイメージした広々とした店内で
ランチやバーが楽しめる新たな飲食スペースです。

南国リゾート気分で、 ちょっとひと息ついてみませんか？

https://aratomo.
net/cafe-and-bar
-atz/

ボリューム感・おすすめ度№１
特製ブリトー

人気№１
スパイシーな絶品タコライス

夜はバータイムに
木・金・土・祝前日に営業

～ アッツグループ ～
あらや土地家屋調査士事務所

株式会社アッツ
アッツ行政書士事務所

株式会社ビッツ

令和４年12月５日発行　第339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


