
官庁街の冬、桜の木に雪の花が咲きました！
アート作品にも白く積もって歩道の印象も変化します
春の桜吹雪、冬の地吹雪
どちらも体験できる貴重なスポットですね！

（画像提供　奥山洋一）

調査研究や事業展開に取り組む
９対策委員会の体制整う

今春の十和田湖商工会との合併に向け
合併契約調印式を挙行

１年の動きを確認
2023年の予定カレンダー

この人に聞く
下山 優樹さん
有限会社 下山旅館・十和田シティホテル

今月のショーウインドー
居ザック 美庵
キラめけっ 未来の主役！
松田 直人さん
東陽工業株式会社
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FEB MAR 会議所カレンダー２ ３
日 月 火 水 木 金 土

十和田湖冬物語
（～19日、詳細
ｐ９）

厚生部会役員会
生活文化商業部

会役員会

観光交通部会 建設部会役員会
事業承継・引継

ぎ支援定例個別
相談会

創業相談
定例金融相談
商工会議所東北ブ

ロック会議・運営
研究会（～ 10日）

第137回・227回
段位認定・珠算
検定試験

東京十和田会第
38回総会

　　 厚生部会
　　 理財・情報部会
十和田八甲ロータリー

クラブ中間監査会
経理担当職員研修会
共済事業に関する
専務理事会議

生活文化商業部会
第80回国民スポーツ大

会十和田市準備委員会
設立総会・第 1回総会

食品商業部会 建設部会
十和田市子どもの

貧困対策推進計画
第３回検討委員会

工業部会
社会保険被保険

者ボウリング大
会

　　 第３回十和田珠
　 　　算連盟理事会
稲生川ウォーク2023

打合せ会
十和田市春まつり行

事関係者打合せ会

創業相談

第163回簿記検定
試験

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

新たな気持ちで、新たな気持ちで、
一から出直す覚悟で進もう。一から出直す覚悟で進もう。

書道家　武田 双雲書道家　武田 双雲

建国記念の日

天皇誕生日
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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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卓球を通じて地元を盛り上げていきたい！
下山優樹の活動を応援してくださる企業の方（スポンサー）を募集して
います。ご賛同いただける方、下記までご連絡お願いします！

事業所概要

プロフィール
1996年十和田市生まれ。７歳から卓球を始め、三本木小学校を卒業後、青森
山田中学校、青森山田高校、専修大学において数々の優秀な成績を収める。
2018年広島県の実業団チーム・原田鋼業（現・瀬戸内スチール）に入り、日本卓
球リーグ男子１部のほか国内外で活躍し、昨春、拠点を地元に移し現在に至る。

所在地：十和田市東三番町3-16
ＴＥＬ：0176-23-2076
公式ホームページ：http://towadacity.com/
コワーキングスペース「サンバスタンド」ホームページ：https://sanba-stand.com/

卓球との出会い
　始めたのは７歳の頃。父と姉がやっていて楽しそう
だったのがきっかけでした。始めて１年ほどで全国大
会に出場できたこともあり、卓球熱が一気に加速。父
も仕事の合間に時間を作り練習相手をしてくれました
し、きついとは思いませんでしたが、ラケットを握ら
ない日はないという感じでした。

心折れそうになっても
　県内敵なしという実績を引っ提げて青森山田中へと
進みましたが、周りは日本一を目指して全国から集
まった猛者ばかり。レベルが違うし、まったく勝てな
い日々に心が折れそうになりました。しかし、それは
覚悟していたこと。とにかく食らいついてやろうと必
死に取り組んだ結果、最終的には団体メンバーとして
全中１位、個人では東北１位の座を掴むことができま
した。高校や大学でも同様に周りのレベルや志の高さ
に圧倒されることが多々ありましたが、逆にそのおか
げで自分自身を奮い立たせながら、高みを目指すこと
ができたと思います。

地元を新天地に選んで
　コロナの影響で大会の中止や棄権が続いた中で、地
域貢献への思いもあったことから、地元を新天地とし
て両立してみようと考えました。練習は工夫次第で効
果的・効率的に取り組むことができますし、世界を舞
台に戦うライバルや同級生たちと励まし合いながら、
むしろ今の方が充実しているようにも感じています。

子ども達の未来へ
　ジュニア教室での指導やイベントの開催といった活
動を通じ、競技との向き合い方・付き合い方は、これ
までの自分本位のものからは明らかに変わりました。
特に子ども達の能力をどう伸ばすかは、自分のこと以
上に考えさせられます。誰にでも努力次第で世界で活
躍できるチャンスがあることを伝えていきたいです
し、可能性を秘めた子ども達が存分に目標に向かえる
環境づくりにも積極的に努めていきたいと考えていま
す。それが、地域を盛り上げることにも繋がればとて
も嬉しいことです。

また一つ経験を糧に
　先日、青森県代表として全日本選手権に出場してき
ました。目標には届きませんでしたが、格上相手にも
アグレッシブに攻めてあと一歩のところまで追い詰め
ることができたので、これまでの練習に手応えと成果
を感じています。今後も仕事と指導を両立しながら、
選手としても全国レベルを維持できるように頑張りた
いと思いますので、応援よろしくお願いします！次は
３月の東京選手権大会（全国大会）に出場します！

卓球を通じて
地域を盛り上げていきたい！

㈲下山旅館・十和田シティホテル

 下
しもやま

山  優
ゆうき

樹さん（26歳）

十和田シティホテル サンバスタンド
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　今年度の当所役員・議員の改選に伴う９対策委員会

の委員編成案が、常議員会（12月６日付書面決議）で

承認され、新たな委員会体制が整った。

　対策委員会では、当所事業活動の目的達成に向け、

専門性や幅広い知識見聞を活かしながら各種の調査研

究や事業展開に取り組む。

　任期は令和７年10月31日まで。

９対策委員会 体制整う９対策委員会 体制整う

委員長
中野渡　聖　賢
（㈲十和田中央ホンダ）

委員長
平　野　治　彦
（平野商事㈱）

委員長
金　沢　守　昭
（㈱金沢重機工業）

委員長
石　川　隆　大
（㈱石川設計）

委員長
益　川　　　毅
（益川商事㈱）

委員長
欠　畑　茂　治
（㈱スーパーカケモ）

委員長
桜　田　裕　幸
（㈱桜田造花店）

委員長
田　中　宏　一
（十和田タクシー㈱）

委員長
四　橋　弘　泰
（㈲四橋塗装工業社）

副委員長
田　中　大　文（田中建設㈱）

委　　員

今　　　春　淑（㈱東溶重機工業）

田　中　俊　次（㈱田中組）

中野渡　　　悟（㈱工組）

山　端　政　博（（福）生きがい十和田）

副委員長
鳥谷部　真　吾（青い森信用金庫）

委　　員
石　村　明　弘（㈱青森銀行十和田支店）
石　村　彰　浩（㈱みちのく銀行十和田支店）
江　渡　信　貴（㈱相坂屋）
齊　下　了　介（㈱エイ・ジェイ・アイ）
芋　田　一　志（理財・情報部会）

副委員長
長谷地　信　也（三本木商事㈱）

委　　員
滝　田　　　隆（㈲共栄社）
中野渡　　　稔（㈲みのる養豚）
布　施　　　久（㈱フナバヤシ）
古　館　一　郎（㈲やねに商事）
下川原　春　男（食品商業部会）

副委員長
似　鳥　明　徳（㈲ニタドリ）

委　　員
大　竹　正　貴（㈱大竹菓子舗）
小　関　　　力（㈲小関麺興商事）
小松﨑　宏　明（三興電子工業㈱）
佐々木　一　仁（㈱ササキコーポレーション）
松　坂　有　吾（㈱上北鉄工）

副委員長
川　村　義　彦（東陽工業㈱）

委　　員

気　田　福　俊（青森リース㈱）

田　島　一　史（上北建設㈱）

中　沢　智　善（中沢水道設備工業㈱）

岡　本　紀　幸（㈱岡本）

副委員長
小笠原　拓　司（（福）八甲田会）

委　　員

神　山　和　芳（アクサ生命保険㈱十和田（営））

菅　　　文　昭（管設備工業㈱）

櫻　田　百合子（桜田整骨院）

竹ケ原　祥　一（南部建設㈱）

副委員長
佐　藤　行　洋（十和田観光電鉄㈱）

委　　員

井　上　　　馨（㈱福萬組）

太　田　格　道（㈲アート印刷）

下　山　　　勝（㈲下山旅館）

成　田　一　郎（㈱成田設備）

副委員長
程　川　竜　児（程川電気工事㈱）

委　　員
奥　山　勝　茂（紺野建設㈱）
中野渡　健　一（㈱不動産センター十和田）
丸　井　哲　人（丸井重機建設㈱）
山　本　孝　司（（福）福祉の里）
田　島　一　史（建設部会）

副委員長
滝　内　康　治（滝内建設㈱）

委　　員
工　藤　竜　也（工藤保険事務所）
齊　下　勝　弘（㈱齊下商店）
竹ケ原　　　治（竹ケ原興業㈱）
新　山　忠　男（㈱新山運送）
溝　口　奈美子（㈲みぞぐち布団店）
蛯　沢　達　彦（厚生部会）

運営対策委員会

労務対策委員会 工業対策委員会

広報対策委員会

会員対策委員会

商業対策委員会 金融税務対策委員会

観光対策委員会

都市計画対策委員会
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　今春の十和田湖商工会との合併に向けた契約書調印

式が、昨年12月９日、小山田久十和田市長の立ち会い

のもと、十和田商工会館において執り行われ、今泉湧

水当所会頭と佐々木千佳子十和田湖商工会会長が合併

契約書に調印した。

　これ以後、契約の内容に従い準備が進められ、今年

４月１日より、新たな商工会議所がスタートする。

合併に向け次の段階へ合併に向け次の段階へ
合併契約調印式を挙行

合併契約の概要
○十和田商工会議所と十和田湖商工会は、対等の立場で合併する。ただし、法的手続き上、十和田商工会議所

は存続し、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」とする。

○合併日は、令和５年４月１日とする。ただし、合併期日前に合併に必要な手続きを完了することが困難な場

合には、協議により最善を尽くすことに努める。

○事務所は、現十和田商工会議所を本所とし、十和田市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・議員は、合併特例措置として会頭１名、副会頭３名、常議員21名、監事３名、議員

39名を置く。ただし、特例措置経過後（令和７年11月１日）よりは、会頭１名、副会頭３名、常議員20名、

監事３名、議員36名とする。

新年祝賀会（１月４日） 新春セミナー（１月30日）
トピックス

　新年の始まりに各界から約200名が出席し開催。３年

ぶりに鏡開きも行われ、出席者らは互いに飛躍の年に

なることを誓い合った。

　「笑顔と幸せを運ぶヨガ」と題し、実技を交えながら心

と体のリフレッシュを図ったほか、保健師によるいきい

きと働くための健康づくりに関する講話が行われた。

合 併 公 告
　令和４年11月29日開催の十和田商工会議所（以下、「甲」とい
う）の臨時議員総会及び、令和５年１月20日開催の十和田湖商
工会（以下、「乙」という）の臨時総会において、甲と乙は合
併して甲は乙の権利義務一切を承継して存続し乙は解散するこ
とを決議したので、この決議に対し異議のある債権者は、本公
告掲載の翌日から30日以内にお申し出下さい。

令和５年２月５日

　　　甲　青森県十和田市西二番町４番11号
　　　　　十和田商工会議所　会頭　今泉　湧水

　　　乙　青森県十和田市大字奥瀬字中平61番１号
　　　　　十 和 田 湖 商 工 会　会長　佐々木　千佳子

日本商工会議所が発行する
「会議所ニュース」（１月21日号）
で全国の商工会議所に紹介されました
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新入会員インフォメーション　　　　� 会員数�1,265件（２月１日現在）

部
会

事業所名 代 表 者

所 在 地 営業内容

食
品

ファミリーマート十和田一本木沢店 中川原　慶子

十和田市大字三本木字一本木沢90-3 コンビニエンスストア

生
活

㈱オアシス・アクアマーチ 夏堀　光司

十和田市東四番町11-18 ペット・ペット用品小売業

生
活

青山商事㈱十和田店 佐藤　準

十和田市穂並町5-12 紳士服小売業

食
品

ローソン十和田三本木下平店 田畑　明子

十和田市大字三本木字下平145-2 コンビニエンスストア

部
会

事業所名 代 表 者

所 在 地 営業内容

工
業

㈱エイ・ケー・ケー 神田　正之

六戸町金矢二丁目２ 電気機械器具製造業

生
活

マエダストア十和田元町店 川村　真史

十和田市元町西四丁目3-34 スーパーマーケット

食
品

セブンイレブン十和田西四番町店 伊藤　直人

十和田市西四番町4-37 コンビニエンスストア

※食品…食品商業部会、工業…工業部会、

　生活…生活文化商業部会
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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！

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.135Vol.135

東陽工業株式会社

松
まつだ

田　直
なおと

人 さん
（36歳）

達成感を得ながら
　主に水道の本管敷設工事を担当して
いて、現場作業のほか、図面や施工要
領などの書類作成も行っています。工
事は、長い距離を掘って設置してを繰
り返すものですが、出来上がりの光景
は結構な壮観で、大きな達成感を味わ
うことができます。

住民も施工者も気持ちよく
　生活に直結する工事であることから
も、作業がスムーズに進むように、地
域住民の方々とのコミュニケーション
は特に大事にしています。つい話し込
んでしまうことも時々…笑。住宅の敷
地内に作業が及ぶこともありますので、
工事後の環境整備を現状維持以上に綺
麗にすることや、雪かきの仕方に気を
配ることなど、気持ち良くご協力いた
だけるように心がけています。

確実な作業で
　施工後の点検は、二重・三重に行い

ます。管の耐用年数を考えると、自分
にとってその箇所を手懸けるのは一度
きりだと思うので、だからこそ、しっ
かりした施工で、安心して生活できる
環境づくりに努めたいです。

リフレッシュ方法
　週に２回ほど社会人バスケの練習や
試合に参加して汗を流しています。気
付けばチーム最年長になりましたが、
まだまだ若手には負けません！春にな
ると娘が小学校に上がるので、その時
は一緒にやりたいなとも思います。

今年こそ
　今後のキャリアアップに向けて、配
管技能士や管施工管理技士の資格を取
得したいと考えていましたが、いよい
よ、本腰を入れて取り組みたいと思い
ます。今年のおみくじでは、勉強は長
い時間をかけてとあったので、誘惑に
打ち勝ちながらコツコツ頑張ります！

居ザック 美庵（代表 大下内乙美）
　十和田市東三番町１-40　TEL 0176-25-6006
　営業時間 18：00～24：00　定休日 12月～3月：日曜日、４月～11月：月曜日

美味しい料理とお酒を堪能しながら楽しい時間を過ごす、

そんな居酒屋感覚のスナック「居ザック 美庵」。

家庭的な料理とおもてなしに、心も体もあったまります。

日替わり料理３品が付く晩酌セットは、２時間飲み放題込みで3,000円！！
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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

　１月20日に当女性会新年懇談会を番屋会館で開催い

たしました。開催にあたり、脊戸会長より「今年は当

女性会が50周年を迎えることから、記念式典と記念誌

の発行を考えております。コロナと向き合いながら、

より良い事業にしていきたいと思いますので、皆さん

のご協力をお願いいたします」と挨拶がありました。

新年祝賀会を開催
～卯

う

まくいく年にと願いを込めて～

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

　会食後の恒例イベント、じゃんけん勝負による「今

年の福女は誰だ？」では、最後まで勝ち残った郡川和

子さんが福女となりました。また、ビンゴゲームで

は、ビンゴした方から順にくじを引いて賞品をゲット

するというものでしたが、こちらも最後まで残ったの

が郡川さん。残り物には福があるということだったの

でしょうか!?

　今年の干支に因み、“卯まくいく”年になるように

と願いながら楽しい時間を過ごし、最後は中野渡副会

長が音頭を取り、健康で元気に50周年を迎えるように

と願いを込めた三本締めで閉会となりました。

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

　１月19日、サン・ロイヤルとわだにて、当青年部の

臨時総会並びに新年会を開催いたしました。臨時総会

では開催に先立ち、11月末日にご逝去されました当青

年部卒業生でもある田中健太郎様へ黙祷を捧げた後、

議案審議へ移り、次年度の理事・監事及び組織図が満

場一致で承認されました。

　その後、会員の念願でもありましたＯＢ会との合同

新年会を３年ぶりに開催することができました。多数

のＯＢ会員の皆様にご参加いただき、対面で語り合う

ことで青年部会員との交流をより深めました。また、

むつ商工会議所青年部より「令和５年度東北ブロック

大会青森むつ下北大会」のＰＲ、十和田青年会議所よ

り会員拡大のＰＲ、観光委員会事業「十和田湯っこラ

リ～」完走賞抽選会、十和田の飲食店を応援するため

の新年祝賀抽選会などもあり、大いに盛り上がった会

となりました。本年も青年部の活動へのご支援のほど

宜しくお願いいたします。

臨時総会・新年会を開催
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）
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2022年度卒業式を開催
　2022年12月18日、サン・ロイヤルとわだにて、
2022年度卒業式を開催しました。11名の卒業生の
門出を盛大に送り出すことができました。

十和田奥入瀬観光機構インフォメーション

2022年度卒業生
　岡山 拓也　　千葉 千絵　　下川原 勝義
　田中 泰朗　　阿部 拓臣　　井本 芳和
　池田 恭彰　　米内山 英　　石田 紘佑
　木村 秀政　　下栃棚 勝也　　※呼称省略

2023年１月18日に新入会員３名がご入会されました！
　　　小野寺 茂樹(株式会社 石川設計　設計課技師補)　　大和　英樹(株式会社マルヤマ　代表取締役社長)
　　　　　　　　　　　斗沢　圭佑(青森リース株式会社 十和田支店　営業)　　　　　　　　　 ※呼称省略

　2023年度は、基本理念「青年の意志と行動が無限の未来を創造する」のもと、「地域をもっと面白く！」
をスローガンに会員一丸となって邁進してまいります。本年もどうぞよろしくお願い致します。

そして、2023年度へ－

詳しい内容・各種ご予約は公式ホームページをご覧ください。　https://towadako-winter.com/
＜お問合せ先＞
十和田湖冬物語実行委員会事務局（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」内）  TEL 0176-75-1531（9：00～17：00）

極上の自然の中で
冬の様々なコンテンツが楽しめる滞在方法を
提案する十和田湖畔の冬季観光イベント

第25回＊2023

十和田湖冬物語
2023年１月27日（金）～２月19日（日）

十和田湖畔休屋　

十和田湖冬花火
澄んだ冬の空に上がる色鮮やかな花火。

期間：１月27日(金)～２月19日(日)

　　　※火・水曜日、悪天候時は休み

時間：19：30～ 約５分間

メッセージ花火（要予約）も募集中！
　　　　　　　お申込みはコチラ⇒⇒⇒

冬を楽しむお薦めコンテンツ

冬・十和田湖カヌーツアー 奥入瀬氷爆ナイトツアー 十和田サウナ ほか

おいしい食の国境まつり
食材の宝庫、青森・秋田両県の名物をオリジナル
メニューで堪能できます。

期間：２月28日(火)まで。
※提供はお昼の時間帯、一
　部のメニューは要予約。
　不定期に休業となる場合
　もありますので、対象店舗
　にご確認ください。
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Information ～お知らせ～

【お問合せ先】十和田商工会議所業務課�TEL�0176-24-1111

定 例 金 融 相 談
　当所で開設している日本政策金融公庫の２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：２月９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

簿記（統一試験　第163回２・３級）
　検�定�日：２月26日（日）
　※申込の受付は終了しました。

そろばん（第137・227回段位・１～３級）
　検�定�日：２月12日（日）　
　※申込の受付は終了しました。

【お申込み先・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 定例個別相談会のご案内

市役所庁舎の壁面に掲載するポスター広告を募集しています！

日　時　２月８日（水）、３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

■募集広告　市役所庁舎本館の壁面に掲載するポスター広告（Ａ２サイズ縦判以内）

■掲載期間　行政財産使用許可日から令和５年３月31日までの希望する期間

■負担費用　①ポスター広告の作成費用（必要部数分）
　　　　　　②行政財産使用料　１枠あたり月額3,000円（消費税含む）

■申込方法　十和田市有料広告掲載申込書及び広告原稿を持参、郵送、メール又はＦＡＸのいずれかの方
　　　　　　法により提出してください。※申込みは先着順に受付します。

【お申込み先】 十和田市役所総務部総務課行政総務係（有料広告事業担当）
　　　　　　 TEL�0176-51-6719（直通）　E-mail  somu@city.towada.lg.jp

詳しくは、市ホー
ムページをご覧く
ださい。

みんな元気に！十和田市民応援券 電気料等価格高騰対策 十和田市民応援券

み ん な 元 気 に ！十和田市民応援券
電気料等価格高騰対策 十和田市民応援券

中小企業者等燃料価格高騰対策緊急支援金

利用期限
いずれも ２月28日（火）まで

お取扱いにご注意ください！
※３月１日以降は利用できません。

申込受付２月10日（金）まで（消印有効）
申請忘れにご注意ください！

新型コロナウイルス感染症の長期化や電力・ガス料金等の
高騰により売上が減少している県内事業者を対象に、１事
業者あたり、法人10万円、個人事業主５万円を給付します。

※必要書類などの制度の詳細については、青森県庁
　ホームページをご確認ください。

【お問合せ先】
中小企業者等燃料価格高騰対策緊急支援金コールセンター
TEL�0120-96-1229（通話料無料、平日9：00～17：00）
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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

「子ら帰る」一行だけの初日記� 五　月

　　正月も過ぎ、また夫婦ふたりの生活

成人の日や父と酌む大吟醸� 暁　子

　　やっと親子でお酒が飲めます

ＬＩＮＥから鍋焼きうどんリクエスト� 悟　

　　昔は公衆電話、便利な時代になりました

号砲のとどろく街や寒波来る� しおん

　　錦富士の勝敗に一喜一憂 （協力　すばる俳句会）

飛躍の年を祈念して、

ビッグな雪ウサギの完成～！

なーんて言ってる暇があったら、

さっさと雪かきしろってね…

（tkr）��

〔 卯年だけに 〕

　あらゆる物の価格が急騰しているのを、買物の度に実感するようになってきた。

以前はこのくらいで買えたのにと惜しい気持ちになる。

　電気料金もじわじわ上がってきたが、今後一気に値上げとなるようで、事業も

家庭も幅広く影響が出そうだ。

　そうなってくると、給与が増えるのか皆気になるところ。春闘で連合は５％の

賃上げを要求しているが、中小企業では何％の賃上げができるだろう。都内の信

用金庫が700社余りの中小企業に行った聞き取り調査によれば、26.8％が賃上げ

予定、残りは賃上げ予定無しだそうで、経営環境の厳しさが現れた格好だ。

　我が社は、４月の賃上げに向けて検討中だが、果たして何％アップできるのか。

損益計算書のにらめっこは、まだまだ続きそうだ。　　　　　　　　　（Ｔ．Ｏ）
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２
月

１月27日～２月19日　「十和田湖冬物語」が開催。

12日　ＪＡＸＡが先進光学衛星「だいち３号」を搭載した次期基幹ロケット「Ｈ３」を打ち上げ。

21日　上野動物園のジャイアントパンダ「シャンシャン」が中国に返還。

３
月

８日　「2023 ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」が開幕。

13日　「青函トンネル」が開通から35年。

27日　「文化庁」が京都での業務を開始。明治以来初めて中央省庁が移転する。

３月　プロ野球・北海道日本ハムファイターズの新本拠地「エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ」が北広島市に開業。

３月　仮面ライダー生誕50周年企画作品のひとつ 映画「シン・仮面ライダー」が公開。

３月　複合施設「麻布台ヒルズ」の中核を担うＡ街区が完成し、日本一高い超高層ビルに。

４
月

１日　十和田商工会議所と十和田湖商工会が合併し新「十和田商工会議所」が誕生する。 

１日　新しい省庁「こども家庭庁」が開庁。子ども関連の政策を一元管理する。

１日　改正道路交通法施行により「自動運転レベル４の運行」が可能に。

14日　国内最大級のホテル×エンタメ超高層複合施設「東急歌舞伎町タワー」が開業。

15日　東京ディズニーリゾートでアニバーサリーイベント「東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”」が始まる。

20日～５月５日　「十和田市春まつり」が開催

25日　「六本木ヒルズ」が開業から20年。

28日　任天堂「スーパーマリオ」の3DCGアニメ映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」が公開。

５
月

６日　ロンドンのウェストミンスター寺院でイギリス国王チャールズ３世の戴冠式。

15日　「Ｊリーグ」が開始してから30年。

19日～21日　「先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）」が広島で開催。

６
月

９日　「天皇・皇后両陛下」がご成婚から30年。

25日　「サザンオールスターズ」がデビューから45年。

６月　東北を代表する６つの祭りが一堂に集結する「東北絆まつり」が青森市で開催。

７
月

２日～13日　「第64回国際数学オリンピック」が日本（千葉県幕張）で開催。

12日　「北海道南西沖地震（奥尻島震災）」から30年。

中旬　「十和田湖湖水まつり」が開催。

20日　「ＦＩＦＡ女子ワールドカップ2023」がオーストラリア・ニュージーランドで開幕。

８
月

14日　「十和田市夏まつり第66回花火大会」が開催。

14日　第58回全日本選抜大学相撲十和田大会

15日　第72回全国高等学校相撲十和田大会

16日　「稲生川灯ろう流し」が開催。

26日　「レインボーブリッジ」が開通から30年。

夏頃　としまえん跡地に「ワーナーブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」がオープン。

９
月

８日　「ラグビーワールドカップ2023」がフランスで開幕。

８日～10日　「十和田市秋まつり」が開催。

23日・24日　「あおもり１０市大祭典」が平川市で開催。

10
月

１日　消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入開始。

１日　改正酒税法の第２段階で、ビールは減税、新ジャンル（第３のビール）は増税で発泡酒と一本化。

７日～17日　次回から「国民スポーツ大会」へ改称する「国民体育大会」が鹿児島県で開催。

10月　「第100回箱根駅伝の予選会」開催。節目の記念大会に全国の大学がエントリー可。

下旬　「奥入瀬渓流エコロードフェスタ」が開催。

11
月 22日　「ケネディ大統領暗殺事件」から60年。

12
月

11日　「白神山地」が日本で初めて（屋久島や法隆寺、姫路城とともに）ユネスコ世界遺産に登録されてから30年。

中旬～３月中旬　「奥入瀬渓流氷瀑ツアー」が開催。

2023（令和５）年の予定カレンダー

※掲載内容は令和５年２月１日時点の収集情報です。予定は変わる可能性がありますので、予めご了承ください。
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