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今年度の市褒賞を授与された南部裂織保存会の長年の努力を讃えたい。
会員の皆様のよろこびは市民のよろこびとして今後も支援していきたい。

風を呼ぶ茜の幟春立てり　　晃

全国514商工会議所のネットワーク力を発揮して活力強化と地域再生

● 我がまちにラビアンローズ　第3回
● 女性会インフォメーション
● 新入社員研修のお知らせ
● 谷川真理氏講演会のお知らせ

三村明夫 日商会頭年頭所感 ４
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FRONTIER的とわだ検定

武田　双雲／たけだ・そううん
　書道家。熊本育ち。3歳から母である双葉に師事。
東京理科大学、NTT退社後、ストリートからはじめる。
NHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」など数々
の題字を手がける。全国でユニークな個展を開催。著
書は、作品集【絆】、【上機嫌のすすめ】など20を超える。
書道教室は約300名（2005年より満席状態が続く）。
公式ブログ「書の力」のアクセス数は、1日5万を超える。 
⇒http://ameblo.jp/souun
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ノミニケーションで打ち解けたコミュニケーションを
　絶対に農業はやらないと思っていましたが、結婚
をきっかけに地元に定着したいと考えるようにな
り、一念発起して家業である農家への転身を決意し
ました。とは言え、農業に関しては全くもって素人。
地域の先輩たちが師となりいろいろ教わったのです
が、よくお酒を酌み交わしたことで、人とのつなが
りから学ぶことが多かったと思います。そういった
ことから、伝統芸能である駒踊りや消防団といった
地域の集まりの場を大切にしていますし、お互いの
緊張をほぐして打ち解けるツールとしてノミニ
ケーションも大事だと感じています。

今後の農業を考えて
　農業従事者の高齢化や人手不足が顕著になる中
で、きちんとした雇用形態を整え、未来へずっと続
いていく農業を確立したいと思い会社を設立しまし
た。現在は、自分たちで育てた野菜に自分たちで付
加価値をつけて販売するスタイルで、生産・加工・
販売を一貫して取り組んでいます。また、女性が多
い職場でもあることから、子育てしやすい環境づく
りにも配慮しています。

冷静に物事を判断して
　性格はおおらかな方ですが、結構理論派です。前
職でＱＣ（品質管理）活動や工程管理に携わってい
た経験も大きかったと思いますが、目先のことにと
らわれて無鉄砲に動くのではなく、しっかり計画を
組み立てて裏付けを行ってから物事を決めます。

趣味は程々に
　子どもの頃レーサーになりたいと思っていたくら
い車やバイクが好きで、よくパーツやエンジンいじ
りをしていました。ですが、当然のことながら家族
から冷たい視線を感じるので、さすがに最近は自粛
しています。それに、ゴルフも昨シーズンはちょっ
と行き過ぎたので、やはりこちらも…（笑）

商品開発と販路拡大を目指して
　今後は、ドレッシング等の商品化に向けて開発を
続けるとともに、カット野菜等の一次加工品の販路
拡大に鋭意努めていきたいと考えています。さらに、
地元の大地で育った野菜を市内の飲食店でも有効活
用していただけるようにＰＲしていきたいとも思い
ます。

問１．十和田市出身で、1977（昭和 52）年のバーミンガム世界卓球選手権大会
男子シングルスで優勝し、世界チャンピオンになった人物は ?

　　　①水谷隼　②伊藤繁雄　③福澤朗　④河野満
3

㈱おいらせ大地 代表取締役社長。1973年十和田市生まれ。十和田工
業高校を卒業後、鉄構建設業者に入社し、設計図面の作成を担当。8年
勤務した後、結婚を機に家業であった農業へと転身。2009年に㈱おいら
せ大地を設立し、代表取締役社長に就任、現在に至る。十和田八甲ロー
タリークラブ会員。

Profile

事業所概要
代表取締役社長：舛舘　和博
所 在 地：十和田市大字米田字野月208-2
事業内容：農産物の生産・加工・販売業
TEL/FAX：0176-28-3922
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　明けましておめでとうございます。
　平成27年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。

商工会議所の任務の大切さ
　日本商工会議所の会頭に就任して、２回目の新年を迎えまし
た。就任以来、被災地も含めた各地の商工会議所、女性会、
青年部、会員各企業等、多くの関係者と意見を交換し、数多
くの課題について議論を重ねてきました。
　人口減などにより存立の危機に直面している地域や、円安が
コストアップに直結して苦しむ中小企業を目の当たりにしました。
同時に、明確な将来ビジョンを描き活力を生み出している地域
や、イノベーションに果敢に挑戦し成功している中小企業にも接
することができ、強い感銘を受けました。いずれの場面において
も、商工会議所が地域の大きな期待に応えるべく、積極果敢
にリーダーシップを発揮しており、その任務の大切さを実感いた
しました。

官民ともに覚悟をもって実行・断行を
　我が国経済は、多くの経済指標が改善を示すなど、全体とし
ては明らかに回復の道をたどっており、20年続いたデフレを脱
却しつつあります。私は、アベノミクスの本質は需要創造政策だっ
たと思います。大規模な金融緩和、財政支出、民間活動の活
性化により、需要が増加し、需給ギャップは大きく改善されま
した。
　マインド転換局面にある今こそ、資本蓄積、労働力、トータ
ル生産性の３要素を向上させ、中長期的な経済成長を確実な
ものにしなければなりません。やるべき課題は既に明らかですの
で、本年は、官民ともに覚悟をもって、その解決に向けて実行・
断行するときです。
　政府には、安定政権でなければ実行できない痛みを伴う政
策を断行し、日本の明るい未来への確かな道筋を示して欲しい
と思います。社会保障給付の重点化・効率化は待ったなしであ
り、成長戦略は論ずる段階は過ぎ、実行あるのみです。一層の
規制改革によるイノベーションの喚起、国際的な立地競争力の
強化、低廉で安定したエネルギーの確保、人口減少の歯止め
と地方創生などの山積する諸課題に対する適切な政策が、間
断なく実行されることを期待します。
　我々民間企業は、デフレマインドからの転換をチャンスと捉え、
リスクをとりながら事業展開し、事業収益を次の設備投資や賃
金増に結び付けなければなりません。経済の好循環に実現する
原動力として、これまでの貯蓄主体から本来の投資主体に転換
し、積極的に行動することが求められているのです。

積極的な外需取り入れと輸出競争力の強化
　日本は、GDPに占める輸出比率が2012年実績で13.4%と、
先進国では9.9%の米国に次いで低い国です。GDPの6割を占
める個人消費が日本の成長をけん引、つまり日本はこれまで内
需主導で成長してきた国なのです。
　しかし、今後の人口減少トレンドを考えると、内需の伸びは、
ありとあらゆる努力をしても、せいぜい1～ 2%程度と多くを望
めず、企業の成長のためにはどうしても外需を積極的に取り入
れることが必要です。現状、売上高輸出比率が2%台の中小企
業も、14%程度の大企業も、さらなるグローバル化の余地は大
であり、新興国の需要等を積極的に捉えていくことが求められ
ます。
　海外現地生産という選択肢もありますが、我が国の人的資
源や技術力の高さといった強みに加え、円安メリットも活かしな
がら、国内設備投資により供給能力を高め、輸出競争力を強
化することも重要な戦略です。円安は、中小企業にとっては恩
恵をフルに享受できるものではなく、むしろ原材料コスト増につ
ながります。しかしながら、現在の円安はしばらく定着すると覚
悟せざるを得ません。何とか円安をメリットにつなげられるよう
に知恵を絞らなくてはなりません。いくつかの中小企業が、生
産拠点を海外から日本に戻した、あるいは戻す計画だという話
も聞いております。もちろん、そのための環境整備として、TPP

の締結、主要国とのEPA締結、法人税
の減税なども急務ですので、政府等に積
極的に働きかけてまいります。

未来に向け今取り組むべきこと
　このように我が国は、デフレマインドか
ら脱却し、成長に向けた施策を実行する
ことが急がれますが、二つの大きな構造的課題にも直面してい
ます。一つは、「人口急減と超高齢化の加速化」、もう一つは「地
方疲弊の深刻化」です。
　私は、経済財政諮問会議のもとに設置された「選択する未
来」委員会の委員長として、50年後の日本の未来像と2020
年までに取り組むべき課題をまとめ、昨年11月に報告書を公
表しました。
　本報告の第一の目的は危機感の共有です。政府、地方自治
体、民間企業、大学等の学術機関、市民など、あらゆる関係
者が直面する人口急減、地方消滅の危機感を共有化し、一体
的な取り組みを推進すべきことを提言しました。第二は、希望
の持てる日本の未来は選択することができる、そのためには、我々
は未来ではなく今取り組まなければならない課題に直面している
ことから、その解決の方向性を提示することでした。
　選択する未来委員会で提言した「50年後に１億人程度の安
定した人口構造を保持すること」が、政府の「骨太の方針」
に盛り込まれました。その実現のためには、少子化対策支出の
倍増、生産性の飛躍的向上、男性の働き方改革など、ありと
あらゆる対策を総動員する必要があります。各地の商工会議所
が取り組んでいる婚活イベントなども直接的な効果の期待でき
る重要な取り組みですので、是非積極的に推進していただきた
いと思います。

商工会議所がリーダーシップを発揮して地方創生を
　地方創生は大変困難な課題です。何しろ30年に亘る少子化、
20年に及ぶデフレが地方の疲弊をもたらしたわけで、簡単に解
決できるものではありません。地方には、観光、農林水産業、
地方大学など、まだ十分に活用しきれていない資源があります。
こうした資源を如何にうまく地域の活性化に結び付けていくか、
そしてそれを如何に若者の働く場につなげていくかが創生の鍵
です。まさに、商工会議所が重点的に取り組んでいる「地域の
再生」と直結する課題であります。
　全国約1800の市町村には1800の処方箋があるはずです。
地方創生は、その地方が自ら知恵を絞り、解決策を生み出す、
すなわち当該地方の主体性、創意と熱意なくして成しえません。
それゆえに、中立的な立場で多くの関係者をまとめ上げる強み
を持つ商工会議所への期待は非常に大きくなっています。地方
創生においても、各会議所が強いリーダーシップを発揮してい
ただきたいと思います。
　また、震災復興の加速化に向けては、全国514商工会議所
の絆をもとに実施している「遊休機械無償マッチング支援プロ
ジェクト」や「販路回復・拡大」などの活動を精力的に継続し
なければなりません。一日も早い本格復興に向けて、現地が必
要としている施策を丁寧に取りまとめ、政府などへ提言してまい
ります。
　我々商工会議所が、自治体の首長や地域住民などあらゆる
関係者とともに危機感を共有化した上で、知恵を絞り、実行す
る力を発揮すれば、現下の危機は乗り越えられるはずです。
514商工会議所のネットワーク力など自らの強みに改めて自信を
持ち、中小・小規模企業の活力強化や地域再生に積極果敢に
邁進すれば、地域から日本の底力を上げる大きな原動力となり
ます。

「実行あるのみ」を合言葉に
　本年は戦後70年という節目の年でもあります。日本の新たな
再出発に向けて、大いなる気概と自信と明るさを持ち、「実行あ
るのみ」を合言葉に、前に向かって動き出しましょう。皆様の
一層のご支援とご協力を心からお願い申しあげます。

三村明夫　日本商工会議所会頭　年頭所感
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第３回

問２．1946（昭和 21）年に、北里研究所に海外引揚者用及び国内防疫体制維
持のための予防・治療用ワクチン・血清等の製造を要請した組織は ?

　　　①FBI　②GHQ　③WHO　④NASA

Ｂ-１グランプリ in 十和田実行委員会事務局が
　　　　　　　　東奥日報十和田支局２階に移動

開催まであと240日

5FRONTIER 2015. 2

　Ｂ-１グランプリ in 十和田実行委員会事務局では開
催日告知を兼ねて動画を制作し、「Ｂ-１グランプリ in
十和田」公式フェイスブックページにて紹介していま
す。また、動画の出演者を募集しています。
　
～出演者・募集要項～
個人・企業・団体。（営利目的での参加は不可）
～動画内容～
・動画の長さは１分以内。
・「Ｂ-１グランプリin十和田開催を盛り上げるお言葉」、
  「十和田市へ訪れる観光客向けのおもてなしのお言葉」、
  「十和田市の良さ・素晴らしさを紹介するお言葉」など
　を撮影。
・各団体が企画するイベント開催などの告知も可能。
　※完成動画には画面下テロップにて出演者様の個
　　人名・企業名・団体名を記載。
～動画掲載・参考例～
https://www.facebook.com/b1grandprix.towada
　
【お問合せ先】
Ｂ-１グランプリin 十和田実行委員会
TEL  0176-51-6799　

　平成 27 年 10 月３・４日に開催する「第 10 回Ｂ-
１グランプリ in 十和田」には全国からまちおこし団
体をはじめ多くの来場者が訪れます。大会をきっかけ
に十和田市を知り、また訪れたいと思うためには、来
場者を温かく迎え、心を込め、思いやりを持って接す
る「おもてなし」が大切です。そこで、トリオ★ザ★
ポンチョスの “ みかちゃん ” こと中島美華さんに、こ
れまでのＢ-１グランプリの会場で見てきたおもてな
しや取り組みについてお話ししていただきます。

【お問合せ先】
Ｂ-１グランプリ in 十和田実行委員会
 TEL  0176-51-6799
十和田バラ焼きによるまちおこしサポータークラブ
（弁護士法人十枝内総合法律事務所内）
 TEL  0176-51-4005

～開催にむけて続々と企画が登場～

【お問合せ先】
〒034-0082　十和田市西十二番町 7番 2号
　　　　　　　（東奥日報十和田支局 2F）
TEL  0176-51-6799　FAX  0176-58-5124
mail　b-1@towada2015.com

まちおこし講演会 「Ｂ-１グランプリ」開催告知動画・
　　　　　　　出演者募集のお知らせみかちゃんが見てきた

Ｂ-１グランプリ開催地の
あんなこと・こんなこと

八戸せんべい汁研究所　副所長
トリオ★ザ★ポンチョス

中島　美華 氏

平成27年２月11日（水）
【開演】 13:30～15:00
　　　 （13:00 から開場）
【会場】 市民交流プラザ
　　　 多目的研修室
全席自由
入場無料 なかじま み　か
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知っておくべき 税制改正 vol.10

　相続税法及び租税特別措置法の一部が改正され、平成
27年1月1日より施行。
●基礎控除の引き下げ

資産課税の税制改正①
【平成27年1月1日の相続・遺贈について適用】

執筆者：日経 BPヒット総合研究所上席研究員　渡辺和博　
　日経 BP 社が発行する日経トレンディは、マーケットの動きやライフスタイルの在り方などを視野に入れながら、「商品」
と「サービス」の新しい潮流を取り上げ紹介する情報誌。世の中のトレンドや流行、新製品・サービスの動向など、生活に関
するあらゆる情報を幅広く分析し、紹介している。

第 11 回
その価格設定で大丈夫ですか？

　各地で地域発ヒットを目指した商品の開発話を聞く
と、「価格設定のズレ」をよく感じます。「お客は何に
金を払っているのか」という点の認識不足と、「商品
が提供している価値の競争力」を見誤っていることが
多いのです。
　前者によくあるのが、つくり手の思い込みでお客の
本当の満足に向き合っていないケースです。例えば、
地元の木材や皮革など地域独自の素材を使ったものは
数多くありますが、「木目は一つ一つ違うので、この
製品はあなただけの世界で一つだけの商品です」と
いった言い方にはがっかりします。本来「自分のため
だけの商品」とは、一点モノで、自分の要望を入れて
個別に設計されたものであるべきです。たまたま生じ
た製品のばらつきを買い手が選んだからといって、
「一点モノ」と言っても反感を買う
でしょう。逆に、「値段を上げましょ
う」とアドバイスをした後者の例と
して、２つ紹介します。一つは、高
知県・南国市にあるケーキ屋さんの
ロールケーキ「天使の口どけ」です。
東京ドーム25個分の敷地で飼われ
ているわずか60頭の乳牛から搾っ
た生乳を使う材料の良さや、全国レ
ベルの賞を得ている製造技術など、「モノの良さ」が
はっきりしています。にもかかわらず、価格が1,300
円と、他ブランドの商品に比べてそれほど高くなかっ
たのです。手土産やギフトで購入されることが主な用

途だと考えると、多少高いが、贈り手ももらった側も
ありがたみが増します。「希少性」も重要な加点要素
です。近ごろは、ギフトをもらう側も、ネットを使え
ば価格を知ることができます。そのときに、モノの良
さだけではなく、「よくぞこれを選んでくれた」と思
われることが贈り手の望むところであり、ギフト商品
が追及すべき価値なのです。
　もう一つが、埼玉県川越市の、江戸時代の生地を復
活させた「川越唐桟（とうざん）」という木綿の生地
を使ったワイシャツです。独特のしま柄と手触りがあ
り、高級品市場で十分戦える商品でした。価格は、開
発企業の創業65周年にちなんで6,500円とのこと。
ワイシャツにしてはやや高価ですが、オーダーメイド
の高級品なら１万円以上も決して珍しくありません。

「モノの良さ」「ストーリー」「希少
性」がしっかりあるなら、価格はもっ
と高く設定しても価値は認めてもら
えるはずです。
　『日経トレンディ』が毎年発表し
ているヒット商品ランキングで、
2014年は少々高くても満足感の伴
うプレミアム商品が売れた例が目立
ちました。また、『日経ウーマン』

の調査でも、「価値は多少高くても本当に気に入った
モノしか持ちたくない」と考える人が増えています。
価格設定を、消費者目線でもう一度見直してみてはい
かがでしょうか。

【改正前】
5,000万円＋（1,000万円×法定相続人の数）

【改正後】
3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）

●税率構造の見直し

1,000万円以下

3,000万円　〃　

5,000万円　〃　

1億円　〃　

2億円　〃　

3億円　〃　

6億円　〃　

6億円　超　

10％

15％

20％

30％

40％

50％

0万円

50万円

200万円

700万円

1,700万円

4,700万円

10％

15％

20％

30％

40％

45％

50％

55％

0万円

50万円

200万円

700万円

1,700万円

2,700万円

4,200万円

7,200万円

各法定相続人
の取得金額

改正前 改正後

税率 控除額 税率 控除額
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㈱カロリアジャパン

株式会社カロリアジャパン ■代表取締役社長　花松　学　■場所　十和田市西十四番町28-26 サイバープロジェクト1F
■TEL　0176-21-2717　■HP　http://www.caloria.co.jp

　商品をＰＲする際、販売戦略も重要な要素となるが、
ＩＴと化学・工学の知識を融合して新たな付加価値を
生み出したのがカロリアジャパンだ。
　
地域発展と環境配慮への相乗効果
　県の特産品を主としたネット販売事業を展開する中
で、リンゴに食べることのできるインクを塗布する可食
性インクを開発して「絵文字りんご」を誕生させた。
大量廃棄されるホタテの貝殻に着目し、粉末状にした

貝殻をリンゴに塗布する印刷法を県の研究機関と協力
して独自開発する徹底ぶりに目を見張る。今後は輸出
も見据え、インクの改良や量産体制の構築へ取り組む。
　
人と環境に優しい研究開発に挑戦
　近赤外線分光技術を活用した食品に混入する異物
（毛髪など）を検知する毛髪探知装置や食品内の糖や
タンパク等を測定する成分検査装置も開発。昨今の食
の安全事情に光をもたらす革新的装置だ。ジャンルを
超えた英知と実践で、世界に通ずる地域貢献に挑み続
けている。

デ
ザ
イ
ン
も
自
由
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
て

バ
レ
ン
タ
イ
ン
や
母
の
日
な
ど
に
。

アクサ生命保険株式会社　十和田営業所　〒034-0031 十和田市西二番町4-11 十和田商工会館2階　TEL 0176-24-2624

独自開発による絵文字りんご製
造機械（右）と毛髪探知装置。地
域貢献に根差した研究の賜だ。

県特産品のネット型ショッピングモール『エブリワン .com』　http://everyone-shopping.com/

問３．次の奥入瀬渓流沿いにある主な滝のうち、当てはまらないものは ?
　　　①姉妹の滝　②白糸の滝　③兄弟の滝　④白布の滝



誰でも登録可能。『十和田の旅を楽しくする』観光情報ウェブ
　アーツトワダウェブは、十和田市を訪れる方々に『もっと十和田を楽しんで
いただきたい。もっと十和田のことを知っていただきたい』との思いから誕生
したウェブサイト。
　アート情報だけでなく、十和田市の様々な観光情報を掲載しており、ご自身
のお店や商品、観光スポット、活動などを画像付きでいつでも更新することが
できます。登録・掲載無料（簡単な審査があります）。
登録は、http://www.artstowada.comページ最下部「メンバー」をクリック！
【お問合せ先】（一社）十和田市観光協会　TEL 0176-24-3006

日　時　３月19日（木）・20日（金）9:00 ～ 16:30
場　所　十和田商工会館　１階ホール
受講料　・会員事業所　4,000円/1名　・非会員事業所　6,000円/1名

※テキスト・昼食代含む。受講料は当日受付にて、または前日
までに当所事務局へお支払ください。

講　師　ＭＡＣＳ研究所　所　　長　横井　孝司 氏　　
　　　　　　　　　　　　研修助手　金浜　郷子 氏
対　象　新入社員および入社2年目までの社員
申込締切　３月６日（金）
【お申込み・お問合せ先】十和田商工会議所相談課　TEL 0176-24-1111

即戦力として貢献できる社員を目指す　新入社員研修のお知らせ

十和田市観光情報サイト「アーツトワダウェブ」 掲載登録募集中！
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　１月16日、十和田商工会議所女性会の新年懇談会
が番屋会館に於いて開催されました。
　参加した女性会の皆さんは、寒さに負けず、お正月
らしい和服での参加者も多く、華やかな新年懇談会と
なりました。
　参加したみなさんでじゃんけんをして最後まで勝ち
残った人が今年の福女という“今年の福女はだれだ”
ゲームをしたところ、なんと最後まで勝ち残ってしま
いました！ “福女”になったので、今年はいいことあ
るかな？別のゲームでも皆さんの笑い声と笑顔でとて
も盛り上がり、時の経つのも忘れて楽しみました。
　料理には、“なべっこだんご”も出てきました。い
つも女性会で作っている“なべっこだんご”とはまた
ひと味違ってとてもおいしかったです。
　最後は、新しい“三本木小唄”の踊りを復習しなが
らみなさんで輪になり踊りました。
　今年は特に、Ｂ-１グランプリが十和田市で開催され
ますので、私達女性会もお手伝いをして、Ｂ-１グラン
プリを盛り上げていきたいと思います。

（畑中タケ）

2015 年も女性会をよろしくお願い致します。

歌と踊りの余興に会場も大盛り上がり。



問４．現在は毎年 8月 14日に行われており、昨年 57 回目の開催を迎えた県南
内陸部で最大規模を誇るイベントは ?

　　　①花火大会　②ボートレース大会　③紙飛行機飛ばし大会　④にんにく早食い大会
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　当所では、12月3日に消費税転嫁対策セミナー「顧
客を夢中にさせる接客術」を開催した。講師を務めたの
は、実践的な話術展開が人気のアカデミー・なないろス
タイル主宰の樋口智香子氏。セミナーでは、商品・サー
ビス選びにおける男女の観点の違いから、おもてなしや
空間づくりを含めた女性独特の感性に働きかける接客
サービスを解説し、女性に支持される経営のコツを講義
した。

　十和田市・十和田湖商工会・当所の三者主催による新
年祝賀会が1月5日に開催され、各界から約380人が一
堂に会し新年の門出を祝った。
　年頭の挨拶で石川会頭は、「経済社会環境や市民ニー
ズの変化をしっかり捉えて、市内企業の活性化や人材育
成、まちづくりに努めていき、また、10月の全国Ｂ-１
グランプリでは『おもてなしのフェアプレー』でお客様
をお迎えしたい」と平成27年の抱負を述べた。

年始を迎え気持ちを新たに
新年祝賀会

女性の心をつかむコツ
消費税転嫁対策セミナー

講師を務めた樋口智香子氏

鏡開きで新年を祝賀

　１月30日、新春講演会「健康は笑いから」が、富士
屋グランドホールで開催された。講師を務めたのは、寄
席のほか司会やリポーターとして多方面で活躍する落語
家の三笑亭夢之助氏。
　講演では、会話が脳を活性化させること、さらに笑い
が加わればコミュニケーションも弾むことなどを小噺を
混じえて解説。豊富でユーモアあふれる数々の話題と、
さすがといえる言葉巧みな“しゃべり”に、会場は絶え
ず笑いに包まれていた。

軽快なトークに笑いの渦
新春講演会

会場を笑いで盛り上げた講師の三笑亭夢之助氏

日　時　２月10日㈫ 18:00 ～ 19:30
会　場　十和田商工会館１階大ホール
受講料　無料（定員 200 名）
【お問合せ・お申込み先】
十和田商工会議所青年部事務局　TEL 0176-24-1111

自然豊かで風光明媚な国立公園十和田湖でマラソン大会を！

マラソンランナー

谷川真理 氏 講演会
～忍耐は苦しい けれども その実は甘い～

ISO9001・ISO14001認証取得

ヒーローマンションFC加盟店　太陽光システム取扱店

本　社　十和田市大字三本木字本金崎230番地1
電話 0176（23）3536　ＦＡＸ 0176（25）2976



　当所では、日本政策金融公庫の定例金融相談を開設し
ています。２月は下記の日程で開催します。相談ご希望の
方は事前にお申込み下さい（要予約）。
相談日時：２月 12日（木）・26日（木）　10:30 ～ 12:00
【お申込み先】十和田商工会議所相談所 TEL0176-24-1111

簿　　記（第 139 回２～ 4級）
　検 定 日：H27.2 月 22 日（日）
　　※申込み受付は修了しました。
販  売  士（第 42 回１級・第 75 回３級）
　検 定 日：H27.2 月 18 日（水）
　　※申込み受付は修了しました。
そろばん（段位・１～３級）
　検 定 日：H27.2 月 8日（日）
　　※申込み受付は修了しました。
【お申込み先】  十和田商工会議所検定係   TEL 0176-24-1111お問合せ先　十和田商工会議所中小企業相談所　TEL 24-1111

（1,500万円超の場合は
　　　別に要件あり）

10

日商検定試験情報（当所実施分）

定例金融相談

最高2,000万円

『発明ワンポイント教室』
日　時　２月 28日（土）14:00 ～ 16:00
会　場　市民交流プラザ　多目的研修室２
内　容　(1) 講演（14:00 ～ 15:00）
　　　　　　「初心者のための知的財産講座」
　　　　(2) 講話（15:10 ～ 15:40）
　　　　　　「失敗した特許裁判の反省」
　　　　(3) 質疑応答（15:40 ～ 16:00）
参加料　無料　　
定　員　30名程度
申込締切　２月 23日（月）

『発明相談会』
日　時　２月 23日（月）13:00 ～ 15:00
　　　　　※相談時間は 1人 30分の予定
会　場　十和田市役所　本館 2階小会議室
参加料　無料

定　員　先着４名
申込締切　２月 20日（金）
【お申込み・お問合せ先】
十和田市発明協会事務局（市役所商工労政課内）　
TEL 0176-51-6773

日　時　２月 18日（水）13:30 ～ 15:30
会　場　ユートリー　多目的中ホール
　　　　（八戸市一番町一丁目 9-22）
内　容　・基調講演（13:40 ～ 14:10）
　　　　　演題：「ワーク・ライフ・バランスと女性活躍推進」
　　　　　講師：三州製菓㈱ 代表取締役社長 斉之平伸一氏
　　　　・パネルディスカッション（14:20 ～ 15:30）
対　象　県内企業の経営者・管理職の方をはじめ、

どなたでも（50名程度）
【お申込み・お問合せ先】
青森県青少年・男女共同参画課
TEL 017-734-9228　FAX 017-734-8050
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十和田商工会議所相談役
田島　弘次 氏

　１月８日、当商工会議所相
談役で元副会頭の田島弘次氏
が逝去されました。
　故人を偲び、謹んでご冥福
をお祈り申し上げます。

十和田商工会議所議員
似鳥　広恭 氏

　１月 13 日、当商工会議所
議員の似鳥広恭氏が逝去され
ました。
　故人を偲び、謹んでご冥福
をお祈り申し上げます。

訃　報

発明ワンポイント教室

「あおもりワーク・ライフ・バランス」推進トップフォーラムin八戸



「コミュニケーション : 苦手は自分がつくり出している？」

　“無人島でひとり”という状況で人間関係に悩む人はいません。「人間関

係」は、必ず「自分」と「誰か（相手、他者）」との関係によって成り立

つものですから、人間関係の摩擦には「自分」もその要因に含まれる。「苦

手意識は、実は自分がつくり出している」ことに気付き、「私」を主語に、

自分の意見や気持ちをきちんと相手に伝えるようにし、よりよい人間関係

づくりをしたいものだ！

（T）

解答　問１．④　問２．②　問３．③　問４．①

１枚写真館

　ハートが灯るか消沈する

か、ドキドキ・ワクワクの…

そんな時もあったっけな～。

（tkr）

佐々木銀湖

岡本かくら

豊巻つくし

浜中もとく

今



担当の業務はなんですか？
　チェッカー、サービスカウン
ターでの受付業務を担当していま
す。

心掛けていること
　お客様と接する上で自分なりに
大事だと思う身だしなみ・言葉使
い・笑顔を普段から心掛けていま
す。細かいところまで言えば、髪
の結び方にも気を付けています。

嬉しさと難しさを感じる時
　お客様が尋ねてきたことに答え
ることができた時は嬉しいです。
難しいと感じるのは、野菜や魚な
ど全ての商品名を覚えることと、
商品の陳列棚の場所を把握するこ
とです。

きっかけと決め手
　高校生の頃、この職場でアルバ

イトしていて、自分が接客業の仕
事が好きだということがわかりま
した。それに職場の雰囲気がとて
もよく、なにより社員として働き
ませんか？と声を掛けていただい
たことが一番の決め手です。

ポジティブ♪
　長所は前向きなところです。基
本的にプラス思考なので怒られて
も、自分の為だと思って受け止め
ますね！

試したくなります！
　お菓子作りをよくします。特に
作る事が多いのはクッキーです
ね。クッキーにドライフルーツを
入れると意外と美味しくてビック
リしました(笑)。あと、料理レシ
ピサイトのクックパッドを見て、
いいなって思った料理は挑戦して
作ります。

株式会社ヤマヨ
十和田店

田 高  葉 月さん
（22歳）

た た か は づ き

このコーナーで紹介する“未来の主役”を募集中です。自薦・他薦は問いません。十和田商工会議所広報係まで　TEL 0176-24-1111

セッテ・コローレ
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セッテ・コローレ
sette colore

セッテ・コローレ
オーナーシェフ　川村　一樹
場　所　十和田市東三番町1-41
　　　　ムツミヤビル1階A号
TEL&FAX　0176-22-7788
営業時間　17:00～24:00(LO/23:30)
定休日　火曜日(祝前日の場合は営業)

　南欧風エクステリアの扉を開くと、そこはワインと食事をカジュアルに
楽しむことができるイタリアンバルの店。
　各種取り揃えたワインは約30種を常備しており、料理や好みに合わせ
ておすすめを選んでくれるので、どなたも気軽にワインに触れることがで
きる。イタリア料理のほか、フランスやスペイン料理もメニューに並び、
本格的なのにリーズナブルに味わうことができるのが嬉しい。
　“７つの色”という意味の『セッテ・コローレ』。十和田に新しく架かっ
た虹が輝きを放ち、夕焼け後のひと時を明るく照らしてくれる。


