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奥入瀬の流れに沿うように里山が東西に伸びている。その里山（伝法寺の寺山より）から望んだ風景である。ゆるやかな川の光が美しい。

第１回通常議員総会 成果をあげた19年度の意見活動特　集FRONTIER
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信頼され 行動する 商工会議所を目指して。
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夢を夢で終わらせないで！  創業講座への参加者募集

「2008とわだYosakoi夢まつり」 公式ビデオ・DVDを販売中
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さわやか

孝行をするに足腰弱くなり

若い時にしておけば良かった

春日和幸せすぎて怖くなる

うらやましい限りです

少子化に絶滅品種鯉のぼり

十年前に比べて子どもの数は半減しました

町角にむかしポストは丸かった

最近は学校の校庭で見かけました

中野　浦杜

小田原千秋

村岡　信昭

前田　芳実

（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

20082008 十和田納涼まつりイベントも併催

と き

と こ ろ

チケット

8.1金 PM5:00～PM9:00

十和田市相撲場

1，500円（税込）
※ビール３杯＆おつまみ１品付き
※チケットは６月中旬から発売します

【チケット取扱所（予定）】
十和田市飲食業協会、上北農産加工農業協同組合、とわだ「まちの駅」、

（財）十和田湖ふるさと活性化公社、稲本商事㈱、十和田商工会議所、
（社）十和田市観光協会、十和田市

■主催 十和田納涼まつり実行委員会
（十和田商工会議所内　TEL 24-１１１１）

稲生川上水150周年記念 灯ろう流し開催決定！

左から①紙灯ろう　（W150×D150×H200㎜）
②船型灯ろう（小）（W500×D160×H300㎜）
③船型灯ろう（大）（W700×D175×H300㎜）

　今年は、稲生川上水150周年という節目の年にあたり、太素顕彰

会では、昭和47年まで開催されていた「灯ろう流し」を36年ぶり

に復活させ、市民参加のもとに開催します。

　ついては、灯ろう流しへ参加と灯ろうの購入者を募集します。

■

■

■

開 催 日 時

スケジュール

販売価格（税込）

平成20年８月16日（土）　午後６時15分～

太素塚境内に集合してから稲生川（稲生川土地改良

区北側付近）へ移動し灯ろうを流します。

①紙灯ろう

②船型灯ろう（小）

③船型灯ろう（大）

700円

1，300円

1，800円

【お問合せ・購入先】　太素顕彰会（十和田商工会議所内）　TEL24-1111



3FRONTIER 2008.6

この人に聞くこの人に聞く

美容室 山 野・ヤマノブライダル

マネージャー 畑 中 宏 之 さ ん（44歳）

人生のターニングポイント
　海外への憧れが芽生えたのは高
校時代に猿倉温泉の社長・小笠原
良一氏との出会いがきっかけで、
沖縄の大学を選んだのも、その影
響でした。アメリカナイズされた
街「沖縄」での学生生活。路上で
の古着販売を始め、小笠原氏がよ
く話してくれた世界中を旅する事
に。知らない外国人と嵩たり、時
には野宿したりと、思い起こせば
放浪の旅も学生時代から５年とい
う年月を費やしましたが、そこで
出会った人々や文化は、スキルア
ップになったし、ビジネスにも生
かされていてます。
　
海外経験が生かされたことは
　衣装の仕入です。最高の衣装を

安く仕入れるため、ファッション
の最先端であるイタリアで生地を
仕入れ、その生地を韓国の縫製工
場で仕立てました。当時では、特
殊な仕入ルートで、コストも抑え
る事が出来ましたが、縫製の仕方
やデザインが納得のいく仕上がり
になるまでは苦労しました。でも、
一番は言葉でしたね。

趣味は何ですか？
　ガーデニングです。始めたのは
家を購入してからで、休日には家
族で、仕事の日でも早起きして庭
いじりをするまでハマってます。
　他に３歳になる息子の常似（ジ
ョージ）と温泉に行くことが楽し
みです。実は、息子の名前は20歳
の時にすでに決めてて、アメリカ
への憧れもありましたが、外国人
が自分（宏之）の名前を呼びにく
そうにしていたので海外でも通用
するようにと。息子には、広い視野
で、世界に目を向けられる人間にな
ってほしいですね。

自社のＰＲを
　お客様が癒されゆっくりと寛げ
る空間づくりをと、３年前に店舗
を改装。女性の美を追求し、「元
気に、明るく」をモットーにお客
様とのコミュニケーションを大切
にしながら、トータルでの美を提

案しています。また、結婚式は二
人にとって一生の思い出です。衣
装やヘアメイク、さらに会場スタ
ッフとのチームワークで、二人だ
けでなく出席者の心にも末永く思
い出に残る最高の結婚式にするた
めのお手伝いをします。そして、
いつの日か、今までの形式にとら
われない「ヤマノブライダル」オ
リジナルの結婚式をプロデュース
してみたいですね。

青年部の専務理事として
　４月26・27日とYosakoi夢まつ
りが開催され、多くの人が感動さ
れたと思いますが、もっともっと
感動を与えるイベントにするため
にも、オリジナリティのあるもの
にしたいと考えています。その他
にも既存のイベントを活かしなが
ら、街づくりという観点のもとに、
年間を通じて継続できる事業や馬
を活用した企画、さらに商品開発
にも取り組みたいと考えています。
　また、今年度は創立20周年の年
にあたり、来年度に記念事業を実
施する予定ですが、「若者が若者
らしく、夢を語れるような」、青
年部或いは熱意ある有志で、街全
体の活性化に繋がるような事をし
たいですね。

　十和田市と三沢市に２店舗を展開し、幅広い年代から愛される「美
容室山野」。美容室の他にウエディングドレスなどの婚礼衣装、貸
衣装全般を取り扱う「ヤマノブライダル」がある。今回は、両店の
マネージャーを務め、美容からブライダル部門を一手に取り仕切る
畑中宏之氏にインタビューした。
　同氏は、三本木高校を卒業後、沖縄大学法学部へ進学。勉学に励
む傍ら路上などで古着販売を始め、それを資金に世界中を旅して廻
る。27歳で家業に入り、海外経験を生かした経営に乗り出す。また
３年前に当所青年部の専務理事に就任し、会員拡大に力を入れ、組
織強化を図る。

はた なか ひろ ゆき

昭和36年７月
 
畑 中　タ ケ 氏

美容業

十和田市
西三番町5-50

0176-22-3080

http://yamano-
bridal.com

《会社概要》

創 業

代 表
　
業 種

住 所

TEL/FAX

Ｕ Ｒ Ｌ

みんなで元気を出して街を元気に
現実に負けないで夢を語ろう!!
みんなで元気を出して街を元気に
現実に負けないで夢を語ろう!!
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・・・石川会頭挨拶（概略）・・・

　平成19年度、私ども商工会議所は市内商工業のよ
り良い環境づくりのために意見活動や事業活動を積
極的に推進してきた。
　中でも、意見活動では、高速交通体系や道路整備
に関する項目、観光振興項目関係では、現代美術館
前道路両側への大型バス停車帯設置と大型バス駐車
場の確保、また、観光協会組織の統合実現、さらに
は、地域経済活性化対策の推進などについても、積
極的な活動が着実に成果をあげた。
　喫緊の課題である中心商店街の活性化は、今年度
中に市が新たな中心市街地活性化基本計画の策定を
予定していることから、当会議所としても、これが
中心市街化商業活性化の再興の最後の機会との認識
のもとに、本年３月に中心市街地活性化検討会から
移行して推進会議を立ち上げた。
　現在の状況は、商業活性化事業の掘り起こしと具
体化に向けて市と連携し、事業構想所持者に対して
専門家によるアドバイスを行い、事業構想の具体化
へ向け検討段階にある。
　また、商店街活性化のためのソフト面の取り組み
では、２ヵ所の空き店舗活用事業を継続実施するな
ど、集・誘客による賑わい形成を図った。　

　一方、19年度は議員改選の年度であり、長年にわ
たり会議所運営に貢献された議員が勇退して、改選
後は40歳から50歳台の新任議員が就任し、幅広い年
代層からなる議員構成となった。そして、議員の力
強い支援のもとに、概ね計画通り事業を遂行できた
ものと考えている。
　変化の早い経済社会環境の今日、今後とも会員ニ
ーズを的確に掌握し商工振興に向けて、関係各位と
密接な連携のもとに鋭意邁進していきたい。

成果をあげた平成19年度の意見活動

　石川会頭の挨拶にあったように昨年度市へ行った
要望とその成果について一部を紹介すると、健康診
断と人間ドックを行える健診センターの設置につい
ては、新市立中央病院建設工事の計画の中で、新本
館完成後に西棟・西棟新館を改修し、平成21年６月
から開設する予定である。また、都市計画道路佐井
幅・高清水線の早期着工・促進については、国道
102号及び主要地方道三沢・十和田線のバイパス的
要素が高いことから、市としては国道102号バイパ
スとして整備できないか県と協議を重ねてきたが、
現在の交通量では補助事業採択要件に満たないため、
整備は難しいとの見解が示されている。しかし、当
路線の必要性・重要性を高く認識しており、平成20
年度の十和田市重点要望事項として県へ要望した。
さらに十和田市現代美術館前周辺への大型バス専用
の乗降駐車帯の設置促進については、現代美術館前
の旧バス停を改良し両側に停車帯が設置された他、
旧八甲保育園跡地を駐車場整備し、一般車両と大型
バス両方の駐車エリアが設けられた。
　その他、市相撲場の老朽化に対する改修や国道
102号沿いの松並木について地域遺産の保全と交通

安全対策のための整備などについても具体的な成果
が得られた。

平成20年度第１回通常議員総会
　当所の19年度事業報告案および収支決算案の承認を
得るため、５月30日、平成20年度の第１回通常議員総
会を開催した。
　原油や穀物価格の高騰による採算の悪化や消費低迷
による売上減少など厳しい経済環境だが、石川会頭は
昨年度行った「意見活動」や「事業活動」を話に交え、
今年度にかける抱負を語った。
　なお、総会は本人出席31名、委任状21通、合計52名
の出席で、定款第41条・総議員の３分１（20名）以上
の出席により成立。議事では報告事項１項目を了承、
事業報告案ほか収支決算案など６議案をすべて満場一
致で承認した。

現
代
美
術
館
前
に
整
備
さ
れ
た

大
型
バ
ス
の
専
用
駐
車
帯

19年度の事業報告と決算を承認19年度の事業報告と決算を承認19年度の事業報告と決算を承認
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このマークは、十和田
市雇用創造推進協議会
のロゴマークです。
平成19年度から平成21
年度までの雇用創出目
標人数「328人」を表
しています。

　十和田市雇用創造推進協議会は、十和田市内に仕事をお探しの方や転職を考
えている方、ご自身のスキルアップを図りたい方、新規創業や事業拡大を目指
している方を応援します。
　「自分力」をさらに磨くために、十和田市雇用創造推進事業をご活用ください。

十和田雇用創出プラン『しごと感動・創造都市』

～観光産業の振興による雇用の創出～
受講料
教材費
無料

※研修日程が決定しているものをご紹介しております。又、研修の日程は変更する場合があります。
※十和田市雇用創出推進協議会では、就職の斡旋は行いません。平 成 2 0 年 度 研 修 日 程

TEL/FAX.0176-23-5301　 http://www.towada-koyou.jp/
十和田市雇用創造推進協議会 十和田市西十二番町6-1（十和田市役所商工労政課内）お問合せ

お申込み

■体験型観光を担う人材育成事業

観光リーダー育成研修 
日時／H20.６.19　
   　　 13：30～16：00

内容／「十和田の観光スペシャリスト」であり、「十和田市の観光リーダー
となる人材」を育成することを目的に、観光についての必要な知識の習得か
ら観光ビジネスにつながる企画の作成について学びます。

内容／馬の扱い方や乗り方など、ホーストレッキングインストラクターとし
て必要な基礎技術、また、ガイドとしての知識、蹄鉄を使ったお土産作りの
技術などについて学びます。

内容／商品陳列や演出術及び販売展示の方法について、実践を通して、「キ
レイ」より「売れる」お店作りについて学びます。

内容／観光客の心理を確実に「買う」という行動に結びつけ、売り上げをア
ップさせるための具体的なポイントと接客トークを中心に学びます。

内容／「青森県十和田市での思い出といえば、あの時、あの人」と思っていただ
けるような「イキイキと臨場感あふれる知識」というおもてなしについて学びます。

内容／アジアからの観光客が増えています。外国人観光客が求めている「お
もてなし」とは何か、そのポイントについて学びます。

内容／ユニバーサルデザインとは何か。技術やハード面に留まらない「考え方」
や「おもてなしの心」を通した観光サービスについて学びます。

内容／「国際観光都市・十和田市」のＰＲ活動が出来る人材を育成することを目
的に、観光情報の発信の仕方や消費者の心をつかむＰＲの仕方について学びます。

内容／十和田の観光情報をホームページによる効果的な発信を可能にするため、
ホームページビルダーの使用方法から、基本的なホームページの作成、イン
ターネット上に公開するまでの操作方法について学びます。

内容／十和田に優れた逸品を広くインターネットユーザーにＰＲするため、
ネットショップ開設についての基礎知識からWebサイトの管理方法について
学びます。

内容／ホームページコンテンツ（内容・中身）をレベルアップさせたい観光
関連企業に対して、個別に構成・編集・作成作業を指導します。

内容／当地域特産の長芋、にんにく、ごぼう、ねぎ、ヒメマス等に適合する
特産加工品を創出するための商品づくりについて学びます。

内容／当地域の特産物を活用した農産加工品、特産品開発の基本について学
びます。

内容／当地域の特産物を活用して開発した農産加工品、特産品の新たな販路
を開拓するために必要な手法について学びます。

内容／当地域の特産物を活用して開発した農産加工品、特産品の消費拡大を
図るための事業計画を作成し、ビジネスチャンスにつなげるためのポイント
について学びます。

内容／郷土料理ブラッシュアップ研修により作られたメニューを観光客に提
供できるようにするための料理技能を学びます。

内容／新規に創業する方や事業拡大をお考えのために人事・労務管理や助成
制度について専門家による無料相談を行います。

内容／観光客に喜んでお泊りいただくための心構えとポイントについて学びます。

ホーストレッキングインストラク
ター・ガイド育成研修

日時／H20.６.22～９.28

■おもてなしのエキスパート育成事業

店内ディスプレイ研修
日時／①H20.７.１　②９.18
全研修11：00～16：00

特産品販売店従事者育成研修
日時／H20.７.８　
　　　10：00～12：30

旅館・ホテル業従事者育成研修 日時／H20.９.９　
　　　10：00～12：30

タクシー運転手・ガイド従事者
育成研修

日時／H20.９.30
　　　　 10：00～12：30

国際化適応研修 日時／H20.11.13
　　　10：00～12：30

ユニバーサルデザイン観光サー
ビス研修

日時／H20.９.３
　　　　 13：30～16：00

■観光ＰＲを担う人材育成事業

観光ＰＲ実務研修 日時／H20.８.５
　　　　 13：30～16：00

パソコン技術レベルアップ研修

日時／①H21.１.６ ②１.９
③１.13　④１.16　 ⑤１.20　
⑥１.23　⑦１.27　⑧１.30
⑨２.３　全研修13:00～16:00

ネットショップマスター育成研修
日時／①H21.２.６　②２.10
③２.13　④２.17　⑤２.20
全研修13:00～16:00

ホームページ作成個別研修 日時／随時

■地域の農産物を活かす人材育成事業

農産物加工品開発研修
日時／①H20.６.26　②７.14
③８.25　④９.24　⑤10.20
全研修13:30～16:00

新商品開発セミナー
日時／①H20.６.27　②７.15
全研修10:00～12:00

販路開拓セミナー
日時／①H20.８.26　②９.25
③10.21　④11.25
全研修10:00～12:00

ビジネスプランセミナー
日時／①H20.11.26 ②12.８
③H21.１.19　④２.24　
全研修13:30～16:00

料理技能向上研修
日時／①H20.６.27　②７.15
③８.26　④９.25　⑤10.21
全研修13:30～16:00

■創業・支援事業

社会保険労務士による創業・事
業拡大のための各種相談

日時／随時
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５ 月 の ト ピ ッ ク ス

就職活動が十分できる環境づくりを
　５月22日、当所４階会議室にて平成20年度十和田地区雇
用対策協議会総会が開催された。総会では石川会長が「今
春の高卒就職率は94.5％で雇用面において少しずつではあ
るが明るい兆しが見えてきた。今後も将来を担う若者たち
が悔いのない就職活動ができる環境づくりをすることが我々
の責務である。」と挨拶し、議案はすべて満場一致で承認
された。
　また、同協議会で発行している企業ガイドブック
「TOWADA」について、採用予定の有無に拘わらず、高
校生が将来の職業選択の道しるべとして最大限活用できる
冊子にするため、企業への掲載協力を呼びかけた。

議案はすべて満場一致で承認された

太素行列が市内を練り歩く
　５月３日から５日までの３日間、太素塚を主会場に太素
祭が開催された。今年は稲生川上水150周年の節目の年で
あり、初日の３日は５年に１度の太素行列が行われ、殿様
や家老などに扮した勇姿を一目見ようと沿道には多くの市
民がかけつけた。同日には太素ウォークも開催され、県内
外から集まった約180人のウォーカーが、稲生川取水口か
らゴールの太素塚までの22㎞と14㎞のコースに汗を流した。
太素塚に設けられたステージでは、各種イベントも催され、
３日間で約27,000人の人で盛り上がった。殿様や家老に扮し、太素塚までの道のりを練り歩いた

活気あふれる「まける日」の開催へ
　５月15日、十和田シティホテルにて当所大売出し連盟の
定時総会が開催され、議案はすべて満場一致で承認された。
昨年度休止した「まける日」については、「ないと寂しい」
との声があったことから、商店街関係者と意見交換しなが
ら、より効果的に開催していく方針で計画に盛り込んだ。
　また任期満了に伴う役員改選では、委員長に大竹茂氏(㈱
大竹電化センター)が再任。監事に大山安博氏(上北農産加
工農業(協))、副総務部長に今泉礼三氏(㈲今泉マイクロコ
ンピュータ)、副事業部長に大竹正美氏(㈱大竹菓子舗)、副
宣伝部長に溝口京子氏(㈲みぞぐち布団店)が新たに選任さ
れた。

昨年休止した「まける日｣だが、今年度は商店街関係者
との連携を密にして開催したいと話し合われた

三丁目に「（仮称）ちょこっと休憩所」を開設
　十和田市商店街連合会では５月29日、十和田シティホテ
ルにて平成20年度の通常総会を開き、平成20年度の事業計
画など全議案を満場一致で承認した。現在、空き店舗を活
用したコミュニティ施設を四丁目（ふれあいホール）と八
丁目（街の縁側）に開設しているが、今年度新たに三丁目
の空き店舗を活用し「（仮称）ちょこっと休憩所」を開設する。
　総会終了後の懇親会で今泉会長は中心市街地活性化につ
いて「商店街の自助努力の範囲を超えており、域外の意欲
ある民間事業者に頼らざるを得ない。市が策定する基本計
画に期待したい」と挨拶した。

今年も「ふるさとの夏」、「第10回飛び出せ街へ」の他、
とわだストリートフェスタを開催する

十和田市春まつり太素祭

大売出し連盟定時総会

雇 用 対 策 協 議 会 総 会

十和田市商店街連合会総会
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処
方
せ
ん

眼科処方せん
持参の方
一式価格

15,750円

2,000円

税込

以上対象

お安く致します

※今回はレンズ交換のみの
　方も５％お安く致します。

営業時間／開店あさ８時～閉店よる７時【年中無休】

メガネ・時計・補聴器

かまもと
十和田市稲生町24-22

（十和田0176）22-8811

店内 　　　 全品メガネメガネメガネ
フレーム 高品質レンズ

うす型・UVカット付

ケース
メガネ拭き

保証書

税込15,750円セットより

高品質 レンズ付 価格

＋ ＋

預金高東北一、より質の高いサービスを
　５月19日、長年『としん』の愛称で親しまれてきた十和
田信用金庫が八戸信用金庫と合併した。これに伴って八戸
信金十和田営業部(旧十和田信金本店)前で合併セレモニー
が行われ、三本木町信用組合としての設立から60年の歴史
に幕を下ろし、新生『八戸信用金庫』として新たなスター
トを切った。今回の合併により八戸信金の預金高は東北一
となり、初代理事長に就任した小野　氏は「存在感のある
信用金庫を目指し、より質の高い金融サービスの提供を実
現していく」と挨拶した。 除幕式も行われ、真新しい八戸信金の看板が

お目見えした

新生　八戸信用金庫誕生

いざというときのために

協力し合って実践に臨む受講生たち

研修会へ積極的な参加を
　５月17日、当所４階会議室にて十和田珠算連盟の平成20
年度定時総会が開催された。総会では、昨年度の事業・収
支決算報告並びに今年度の事業計画・予算案などが審議さ
れ、全会一致で承認された。また事務局から各種競技大会
の実施要綱についての説明があり、昨年度に引き続き今年
度も優秀な成績を修められるよう邁進していこうと士気を
高め合った。なお、任期満了に伴う役員改選については、
全員再任となった。

十和田珠算連盟定時総会

各種競技大会について熱心に協議をする会員

　５月27日、ふれあいホールにおいてAED(自動体外式除
細動器)の講習会が実施された。AEDとは、心室細動を起
こしたときに電気ショックを与えて心臓の働きを取り戻す
ための救命機器で、同ホールに５月15日に設置されたばかり。
講習会では、十和田消防署救急隊の中村さんが、救命措置
とAEDの使用方法について実践を交えて行った。16名の受
講生は、操作に戸惑いながらも、いざというときのため、
本番さながらの真剣な表情で実践トレーニングに臨み、終
了後に認定証が交付された。講習会は６月10日にも商店街
関係者を対象に開催する。

ふれあいホール救急救命講習会
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会員募集中 ●年会費10，000円

●連絡先／十和田商工会議所女性会　24-1111女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん

つけましたか？ 住宅用火災警報器！
　十和田市の既存住宅は平成20年６月１日から設置

が義務付けられています。（新築住宅は平成18年６月１

日から）

　住宅火災による死者の約７割は逃げ遅れです。住宅

用火災警報器は、火災の発生を早期に知らせ、あなた

や家族の命を守ってくれます。

十和田地区広域事務組合消防本部

「2008とわだYosakoi夢まつり」

　とわだYosakoi夢まつり実行委員会で製作したオ

フィシャルビデオおよびDVDを販売中！購入希望者

は下記までお問合せください。

■収録内容　　４月26日(土)・27日(日)
　　　　　　　　　 ステージ会場ダイジェスト収録
■販売価格　　ＶＨＳ、ＤＶＤ（メニュー・チャプター無し）
　　　　　　　　　各３，０００円（税込）　

【お問合せ先】 とわだYosakoi夢まつり事務局（当所内）
　　　　　　　　　　℡０１７６－２４－１１１１

第三十五回
女性会定時総会

　去る４月26・27日の２日間、
桜の広場において開催されまし
た十和田市春まつり「駒街道さ
くらさく」の事業に女性会の「な
べっこ団子」を提供しました。
　安い～、うまい～、作り立て
の良さが受け、回を重ねるごと
にお客様が増えており、「てん
てこ舞い」というのは、こんな

事をいうのでしょうか。女性会
一同、嬉しい悲鳴をあげました。
　十和田市現代美術館のオープ
ンと桜の満開とが合い重なり、
人の出が多く、桜の広場もお客
様で賑わい、「なべっこ団子」
は売れに売れ、快い汗を流した
２日間でした。

（文・田中ヤエ）

　風薫る５月20日（火）午後５時より、当所女性会
第三十五回定時総会が新装オープンした「十和田シ
ティホテル」で開催されました。
　今年は役員改選の年に当たり、副会長が田中ヤエ
さんから沼田友子さんに交替になりました。田中ヤ
エさんは勝山前会長の時代から活躍して戴いており
ます。これからも理事として、女性会をリードして
ほしいと思っております。又、新しい理事として田
島生花店の背戸静子さんが選任されました。これか
らは、若い人達にも色々と活躍して戴きたいと期待
しております。
　懇親会には気田武夫副市長と当所石川正憲会頭の
出席のもと開催され、気田副市長からは、「今は女
性の時代、各地で女性が中心となり活躍しているので、
皆も頑張ってほしい」と励ましのお言葉をいただき、
石川会頭からは、私達女性会の「なべっこ団子」提
供事業が長く続いている事に、「これからも市民の
皆様に喜んでもらえるよう頑張ってほしい」との挨
拶がありました。若い会員の方々も多数参加し、是
非、作り方を覚えてほしいと思います。
　美味しい料理を戴きながら、それぞれの会話に花
が咲き、最後に恒例となっております「三本木小唄」

の流し踊り、そして、昨年から踊りに加わりました、
菅原都々子さんの「月がとっても青いから」と続け
て踊り、今年４月の春まつりでの「なべっこ団子」
提供の労を労い、参加者全員に「一輪のバラの花」
を贈り散会となりました。
　当女性会は、県内の中でも一番古く、歴史のある
女性会です。これからも会員同士信じ合い連帯し女
性会の輪を広げて行きたいと思います。

（文・益川百合子）

春まつりで「なべっこ団子」提供

桜流鏑馬の女流騎士を囲んで記念撮影

総会では、出席者全員で女性会の歌を斉唱し、活動指針を唱和
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■生命共済制度

　会員事業所の役員及びその従業員（家族従業員を

含む）で14歳６ヶ月を超え70歳６ヶ月までの方が加

入できます。割安な掛金で幅広い保障が得られ福利

厚生制度が整う、皆様と共に歩む地域企業共済制度

です。

■特定退職金共済制度

　管内事業所の従業員を対象（事業主、役員（使用

人兼務役員を除く）、事業主と生計を一にする親族

は、この制度に加入できません）として、事業所が

将来支払うべき退職金に備え、毎月無理なく計画的

に準備することを目的とする制度です。

　その他に新大型保障プラン、医療保障プラン、終

身保障プラン、終身医療プラン（アビー21）等があ

ります。

【お問合せ（引受保険会社）】

当所共済係（℡24-1111）又はアクサ生命保険㈱十

和田営業所（℡24-2624）までお問合せ下さい。

■全国商工会議所の休業補償プラン

　全国の商工会議所のスケールメリットを生かした

割安の掛金で、会員事業所の皆様の事業主・従業員

の皆様が病気やケガで働けない間の所得を補償する

制度です。

【お問合せ（引受保険会社）】

　当所担当（℡24-1111）又は最寄の損害保険会社（５

社）まで

■個人情報漏えい賠償責任保険制度

　保険加入企業に対して無料でリスク診断サービス

を行うことにより企業の個人情報管理体制の向上に

資するとともに、万一、個人情報が漏えいした際に

会員企業が被る損害賠償金や、事故解決のために要

する費用等を補償するものです。また、会員事業所

としての加入（団体扱）となりますので単独で同制

度に加入するよりも大幅に割安となります。

【お問合せ（引受保険会社）】

　当所担当（℡24-1111）又は最寄の損保会社（14社）

まで

■中小企業ＰＬ保険制度

　加入事業所が製造又は販売した製品や、行った仕

事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するよう

な人身事故、他人の物を壊したりするような物損事

故（ＰＬ事故）が発生し、法律上の損害賠償金や訴

訟費用等の損害を被った場合に、保険金が支払われ

る制度です。

【お問合せ（引受保険会社）】

　当所担当（℡24-1111）又は最寄の損害保険会社（16

社）まで

■総合・普通火災共済

　不慮の災害に備え、安い掛金で高い安心が得られ

ます。火災、落雷はもちろん総合火災にすることに

よって水災などの保障の対象となります。　

■自動車総合共済

　共済だからこそ、安い掛金で大きな保障。、もし

もの時の示談交渉、夜間、休日でも事故の受付･相

談ＯＫ。他社の割引はそのまま引き継げます。

　その他にも生命生涯共済、自動車事故費用共済、

医療総合保障共済等があります。

【お問合せ】

当所火災共済係（℡24-1111）又は青森県火災共済(協)

八戸事務所・青森県中小企業共済(協)八戸事務所（℡

0178-24-2624）まで

■小規模企業共済制度

　小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が

廃業や退職された場合に、生活の安定や事業の再建

を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制

度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

■経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）

　中小企業者の方々の連鎖倒産を未然に防ぎ、経営

の安定を図るため、加入者が掛金を積み立てておき、 

取引先が万一倒産し、売掛金や受取手形の回収が困

難となった時に、共済金の貸付けが受けられる制度

です。 

【お問合せ】

当所中小企業相談所（℡24-1111）まで

十和田商工会議所のお得な制度

　当所では、会員企業の福利厚生の充実ならびに企業防衛に資することを目的に、保険会社等との提携により

各種共済（保険）事業を実施しています。是非、この機会に「商工会議所の共済制度」の利用をご検討下さい。

企業を守り、育てる共済制度

団体割引による格安な保険料

あなたの企業を守る安心プラン

安心・確実な国の共済制度

おすすめ！
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ＴＣＣＩ
Towada
Chamber of
Commerce ＆
Industry 十和田商工会議所からのお知らせ

　創業を目指すあなたのために、
基礎知識から事業計画作りまで
を、経験豊富な講師陣と起業家
がわかりやすく教習します。
日　時　６月29日（日）、７月
13日（日）、27日（日）いずれ
も９：30から16：30まで
（３日間のコースで、全日参加
できる方に限ります）
場　所　当会館４階会議室
定　員　15名
受講料　4,000円(３回分の受講料
と昼食代込み)
申込み　所定の申込書にご記入
の上、６月20日（金）までにお
申込み下さい。
【主催・お問合せ】
当所中小企業相談所　℡24-1111

　当所では、来春卒業見込みの
学生を対象に職員を募集します。
募集要項等については次のとお
りです。
【募集要項】
対　象　平成21年春に大学卒業
見込みの方（既卒者応募不可）
職務内容　商工会議所一般業務
初任給　150,000円～165,000円（商
工会議所の規定に準ずる）
採用予定人員　１名
【採用後の待遇】
勤務地（先） 十和田市（十和田商工会議所）
勤務時間　８:30～17:00
福利厚生 社会保険他、法定福利制度
休日休暇　隔週週休２日制（第
２・第４土曜日）、祝日、年末年
始、創立記念日、有給休暇（初
年度10日間）
昇　給　年１回(４月)但し、経済
事情により昇給しないこともある。
賞　与　年２回
教育研修　新人職員研修他
【採用手順】
①履歴書提出（５月１日～７月

31日）→②書類選考→③面接・
筆記試験・作文（８月下旬予定）
→④内定（10月中旬頃）
【必要資格等】
１)普通自動車免許取得者
２)日商簿記３級合格者。但し、
取得していない者は今後予定さ
れる簿記検定試験を受検し３級
を取得すること。（日商簿記検
定試験日程…11月16日、平成21年
２月22日）
３)十和田市在住又は、十和田市
へ在住できる方。
【採用窓口】
〒034-8691　十和田市西二番町4-
11　当所総務課　℡24-1111　

　あなたも花を植えて、美しいま
ちづくりに参加してみませんか。
参加区分　①職場の部、②個人
の部、③学校の部、④団体の部、
⑤街路の部
規　模　面積が10㎡以上または
プランターが10個以上
審査予定日　
　平成20年８月上旬
賞品等　参加者全員に参加賞。
入賞者には賞状、副賞を差し上
げます。
【お問合せ・お申込み】　　　
　６月30日（月）までに市公園
緑地課緑化係に備え付けの用紙
にてお申込み下さい。
　　　　　 ℡23-5111（内線384）

　　

　県が実施する経営安定化サポ
ート資金について、今般の原油
価格上昇によって一定の影響を
受ける中小企業者に対しての融
資条件が緩和され、さらに借換
枠が創設されました。

■経営安定化サポート資金の原
油関連枠の融資条件を緩和
内容　①融資限度額を2,000万円
から3,000万円に引き上げ。②融
資（据置）期間を７年以内（１
年以内）を10年以内（２年以内）
に延長。
■経営安定化サポート資金に借
換枠を創設
内容　県の経営安定関連資金（平
成11年度～平成19年度）に係る債
務を借換して毎回の返済額の減
額を図る。
※いずれも期限は平成20年７月
末まで
【お問合せ】
当所中小企業相談所　℡24-1111

「中途挫折」絶対回避の
創業講座を開催

募集

平成21年度
当所職員採用情報

募集

第４回十和田市
花壇コンクール開催

案内

経営安定化サポート
資金の一部改正

案内 訂正とお詫び

　本誌５月号の「新入会員ご紹介」の

コーナーでご紹介いたしました㈱ユニ

バーサルグループの代表者名に誤りが

ありましたので、お詫び申し上げ以下

のとおり訂正いたします。

杉　本　滋　郎（誤）

杉　本　慈　郎（正）

↓

マル経（小規模事業者経営改善資金融
資制度）の融資利率は年2.15％です。

（平成20年５月16日現在）

融資対象 商業・サービス業の場合
　　　　常時雇用が５人以下
製造業・建設業等の場合
　　　　常時雇用が20人以下

申し込みは当所（　24-1111）相談所

融 資 利 率 情 報

マル経の金利は
年2.15％

融資限度 ①運転資金②設備資金に対し

て最高1，000万円

返済期間 ①運転資金→５年以内
②設備資金→７年以内

原油価格上昇により影響を
受ける県内中小企業者の方へ
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毎週火曜日　当所２階
午後１時～４時
青森県弁護士会

十和田法律相談センター

会議所カレンダー

つ ぶや きつ ぶや き

日月 曜 行　 　事　 　名

　衣替えの時期を迎え、街の風景にも初夏を感じる爽やかな候となった。
　「目には青葉　山ほととぎす　初鰹」と詠まれ、江戸っ子は女房を質に
入れてでも、買い求めたと言われる鰹も、ありがたい事に今の時代は手軽
に食する事ができ、ついついタタキで一杯、刺身で一杯と杯を重ねた挙句、
二日酔いとなり、朝食ぬきで出社することもある。「食育」の観点から子
供たちの成長に朝食がかかせない事は、周知のとおりだが、池波正太郎氏
の書生をつとめた作家の佐藤隆介氏は著書の中で「朝食ぬきで出勤するの
は、勤め先に対する一種の詐欺行為である。まともに頭が回転するはずが
ないからだ。（中略）始業時に頭がフル回転していない奴はプロとはいえ
ない。単なる月給泥棒である。」と述べている。食に対し、仕事に対し厳
しかった師に師事した人だから言える言葉であろう。
　朝、昼、晩としっかり三食を摂り、夏に向けて体力・気力とも充実した
生活をおくりたいと思う。
　女房に質に入れられないためにも・・・。　　　　　　　　　　　　（泰）

検定試験情報

定例金融相談

法 律 相 談

販売士検定（３級）
　検  定  日：７／12
　申込受付：５／26～６／19
そろばん検定
　（段位・準級・下級・暗算）
　検  定  日：８／３
　申込受付：６／23～７／11

　当所では、国民生活金融公
庫の定例金融相談日を開設し
ています。相談の希望の方は、
事前にお申込み下さい。
◎相談日時　６月26日（木）

午前10時30分～12時まで
申込先／当所相談所

TEL24 ─ 1 1 1 1

相談申込先（事前予約）
　TEL 017ー777ー7285
　青森県弁護士会

協力：のびのびマンガ教室（十和田）
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中心市街地活性化推進会議

十和田市消防観閲式

十和田国際交流協会理事会・定時総会

ふれあいホール救急救命講習会

2008とわだYosakoi夢まつり反省会

上十三地区商工会連絡協議会定時総会

青森県商工会議所女性会連合会総会八戸大会

小企業者記帳指導協議会

（財）日本電信電話ユーザー協会十和田地区理事会・通常総会

第183回珠算検定試験

経営指導員研修会（～24日）

太素顕彰会定期総会

十和田市飲食業協会総会

定例金融相談

就職情報交換会及び就職人事担当者研修会

新規高等学校卒業者の早期求人確保要請に伴う青森県関係者

との懇談会

青年部　例会

創業講座

東北六県商工会議所連合会総会

6 7JUNE JULY
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今月のショーウインドー今月のショーウインドー
　大学通りに昨年６月にオープンした中華レスト
ラン『香港ダイニング』。店主の高森さんは自ら
現地に赴き食材や装飾品を購入してくるほどの香
港通。その一方で、ワインにもこだわりがあり、
店内に設置されているワインセラーには100本以
上のワインが置かれている。コンテストでの受賞
歴もある高森さんが手掛けるメニューは単品から
コースまで、お手頃な価格でボリューム満点。落
ち着いた空間の中でステキなあの人と、ワイン片
手に本格中華に舌鼓を打ってみてはいかがでしょ
う。

　当店ではお客様に存分に中華を楽しんでいただ
けるように毎月フェアを開催しております。メニ
ューもお馴染みの料理から高級食材まで幅広く準
備しておりますので、是非、ワインと一緒にどう
ぞ。なかでも評判なのが蟹チャーハン。その秘密
は、是非、ご来店して注文してみて下さい(笑)!!
また、各種宴会やパーティーなども承っておりま
すのでお気軽にご相談下さい。ランチタイムもコ
ースがありオススメです。

清潔感あふれる空間で、
ゆったりと食事するこ
とができる

ワインコンクールで受賞
したときの作品。ワイン
との相性バツグンの料理
を楽しんでいただきたい。

落ち着いた空間の中でステキなひとときを

場　所　東二十三番町6-4

TEL/FAX 27-1245　　代表　高森　睦夫

ランチ 11：30～14：30　ディナー 17：30～21：00

会員限定優遇!! 十和田商工会議所

会員向け提携融資
お申込みのための条件

お 申 込 み の 方 法

十和田商工会議所の
会員であること

会費を完納
していること

■その他各金融機関（青森銀行、みちのく銀行、八戸
信用金庫、商工組合中央金庫）ごとに個別の申込み条
件がございます。詳しくは当所HP「会員向け提携融資
制度（http://www.towada.or.jp）」をご覧になるか、
下記までお問合せ下さい。

①十和田商工会議所中小企業相談所にて『会員確認書』
　の発行をお申し出ください。
②会員加入年、会費の納入状況を確認のうえ、会員確
　認書の発行をいたします。（無料）
③会員確認書ご持参のうえ、融資をご希望される提携
　金融機関へお申込みください。
④金融機関での独自の審査の上、融資の可否を決定。
　融資実行となります。
※この制度は、融資実行をお約束するものではありま
せん。金融機関の審査によっては希望に添えない場合
がございます。あらかじめご了承ください。

■お問合せ・お申込み
　十和田商工会議所中小企業相談所　TEL24-１１１１

登録・掲載
無　料

インターネットを使って
お店のPRをしてみませんか？

会員企業の情報サイト「TCCIナビ」
http://www.towada.or.jp/

　当所では、会員サービスの一環として会員企業の
ご紹介などを目的にホームページ「TCCIナビ」を
開設しております。掲載を希望する会員企業（お店）
が「TCCIナビ」上で登録することにより、お好き
な内容を簡単かつ自由に掲載することができるブロ
グ形式のホームページです。登録・掲載料は一切か
かりません。是非、ご利用下さい。

【お問合せ】　当所TCCIナビ係　TEL24-1111

●TCCIナビトップページ

●会員企業（お店）の
　専用ページ

大学通り

薬王堂

八戸信金電化堂

三木野
公園

北里
大学

至八戸→

CH INESE   RESTAURANT
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