
蔦沼に蔦子姫の伝説、七戸城には姫塚、姫という名のつく悲しい恋の物語は少なくない。

ここ切田には姫居という地名と共に、やはり悲しい恋の物語りがある。今は養魚場になっている。

姫居の悲しき恋よ野紺菊　　晃

OWADAT RONTIER
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４　雨にも負けず勇壮に　十和田市秋まつりスナップ
３　〈この人に聞く〉　㈲ジィーティ技研  代表取締役  新山優也さん
５　〈脱 !! 短命県〉　生活習慣病の発症予防と重症化予防①　がん
６　〈トレンド通信〉　商店街再活性化に向け注目の“ヤドカリ”方式
７　〈匠〉　「移動スーパー とくし丸」　㈱スーパーカケモ
８　女性会インフォメーション　東北六県連総会盛岡大会に参加
８　〈我がまちにラビアンローズ〉　イベントチケットは「協力店」で利用できます
12　〈今月のショーウィンドー〉　つり具　NEW BELLWOOD
12　〈きらめけっ未来の主役〉　新産レミコン㈱  古間木志穂さん
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日 月 火 水 木 金 土

4
・Ｂ-1グランプリ
　in十和田

5
・ひたちなか商工

会議所（茨城県）
一行十和田湖視
察

6
・第１回臨時議員

総会
・十和田市飲食業

協会第４回役員
会

7
・十和田珠算連盟

理事会
・デスティネーショ

ンキャンペーン
第５回上北地域
連絡会議

8
・定例金融相談
・夜まつりかだっ

て実行委員会反
省会

9 10

11
・第20回とわだ駒

街道マラソン大
会

12 体育の日 13
・下請かけこみ寺

無料弁護士移動
相談会

・十和田市秋まつ
り反省会

14 15
・共済制度担当者

県外研修
　　　　（～16日）
・十和田市プレミ

アム付商品券使
用期限

16
・マル経審査会
・湯原昌幸氏　文

化講演会「歌と
私」

17
・会員親睦ゴルフ

コンペ
・とわだ駒フェス

タ

18
・会員親睦パーク

ゴルフ大会
・とわだ駒フェス

タ

19
・労働保険制度に

係る事業主説明
会

20
・東経連十和田・

三沢地区会員懇
談会

21
・十和田商工会議

所職員採用試験

22
・工業部会・工業対

策委員会視察研修
・定例金融相談
・第47回全国商工会

議所女性会連合会
石川全国大会

　　　　　（～24日）

23
・十和田市プレミ

アム付商品券最
終換金申請期限

24
・安藤忠雄講演会

25
・十和田警察署員

と友の会親睦パ
ークゴルフ

・第114・204回珠
算検定

26 27
・人材育成セミナー

28
・中京圏との交流

事業（～29日）

29 30 31
・青森県ＹＥＧ連

合会第８回県連
大会弘前大会

11/1
・十和田湖マラソ

ンプレ大会

2 3 文化の日 4
・合同部会（市か

ら商工会議所要
望への回答）

5
・県内補助員等研

修会（～６日）

6 7
・第１回ゆるりら、

十和田こども検
定

OCT NOV 会議所カレンダー10 11

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

ＦＲＯＮＴＩＥＲ的とわだ検定

平和というものは、平和というものは、
家庭からはじまる。家庭からはじまる。

家庭平和のためには家庭平和のためには
まずまず

自分の心が和やかで調和していることである。自分の心が和やかで調和していることである。

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）／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

40
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問１．毎年２月上旬に開催されている、指定された５店でお酒などを飲み干して

ゴールするというユニークなスタンプラリーイベントは？

　　　①十和田湖冬物語　②とわだ雪見ラリー　③十和田雪見酒大会　④ウィンタービアガーデン

実は天職
　正直、何となくで進んだ道だったので、 初のう
ちは辛くて辞めようと思ったことが何度もありまし
た。ですが、正確さが求められる精細な作業が自分
に合っていて、今となってはこの仕事が面白くて仕
方ないくらいです。夏真っ盛りの時に、汗をダラダ
ラかきながら作業するのが結構好きなんです。

父の教え、先代の言葉
　子どもの頃、“礼に始まり礼に終わる”ことを父
から教わりました。基本的なことですが、良き人間
関係を築く第一歩はやはり挨拶だと思います。
　そして、先代が残してくれた『企業の 大の財産
は人である』との言葉。行き詰って悩んでいる時、
周りが気付いてあげられると、一人で抱え込まずに
済みますし、私が急に会社の代表になって戸惑って
いた時も皆に助けてもらいました。この言葉を肝に
銘じ、社員を大切にすることはもちろん、互いに声
を掛け合い、一人一人が笑顔を見せる職場であり続
けたいと思います。私がシ～ンとした雰囲気に耐え
られないからという理由もありますが（笑）。

ハイクオリティーな技術の提供に向けて
　今、力を入れて取り組んでいることは、GNSS測
量と呼ばれる人工衛星を利用した測定方式です。従
来と異なり、ピンポイントかつ高精度な測量によっ
て作業効率が格段にアップしたので、更に活用して
いきたいと考えています。新しいシステムや技術も
どんどん開発されてきているので、遅れをとらない
ように多くのことを吸収していきたいです。

でかでかと！
　数年前までよさこいをやっていたのですが、
AOMORI春フェスティバル（青森市）の大看板と
パンフレットの表紙を飾ったことがあったんです。
滅多にないことですし、嬉しすぎていろいろなとこ
ろからかき集めました！ 近は中２の双子の息子と
戯れて、その時に見せる家族の笑顔が一番ホッとす
る時間です♪

たくさんの人が集まる会社に
　社名の由来は Grape Tree。たわわに実ったぶど
うの房みたいに皆が集まってくるようにとの願いが
込められています。より多くの方に弊社を知ってい
ただけるよう誠心誠意努めるとともに、多くの方と
関わり繋がっていきたいと思います。

1977年東北町（旧上北町）生まれ。東北理工専門学校（現仙台工科
専門学校）卒業後、三沢市の測量会社に就職。2006年㈲ジィーティ
技研入社。'13年12月先代・笹森勝博氏が逝去し、これに伴い'14年２
月代表取締役に就任、現在に至る。東北町建設業協会理事。

代表取締役：新山　優也
所 在 地：（十和田営業所）十和田市西二十三番町40-35　TEL 0176-25-0471
　　　　　（本　 社）上北郡東北町上北北二丁目33-120　TEL 0176-58-1811
営業内容：GNSS測量、土木設計、電子納品ほか
Ｈ　　Ｐ：http://www.gtgiken.co.jp/

事業所概要

Profi le

有限会社  ジィーティ技研
　代表取締役

 新
にいやま

山　優
ゆうや

也さん（38歳）

企業の最大の財産は人
笑顔が集う職場に
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　十和田市の 大級イベントである秋まつりが９月

11日～13日に開催。初日と 終日の山車合同運行は

あいにくの雨に見舞われたが、勇壮なお囃子の音色

や力作揃いの豪華な山車などがまつりを盛り上げ、

熱気に満ちた３日間となった。

総合第1位となる市長賞に輝いた南町内会。山車は武田信玄と上
杉謙信の激戦を描いた「川中島の戦い」。

初日夜は雨も上がり、神輿の勇ましい掛け声も響き渡った。

勇
壮
な
囃
子
が
ま
つ
り
を
い
っ
そ
う
盛
り
上
げ
た
。

十和田市

秋まつり
雨にも負けず、
勇壮で華やかな時代絵巻

山
車
・
太
鼓
車
審
査
で
会
頭
賞
を
受
賞
し
た
西
茜
会
の
「
三
国
志　

蜀
漢
の
英
傑
」。
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問２．奥入瀬渓流や蔦温泉などがロケ地となり、豪放で浪漫的な作家の生涯を書い

た小説と同名タイトルで1986（昭和61）年に発表された映画は？

　　　①アオグラ　②山に生きる子　③奥入瀬・十和田湖殺人事件　④火宅の人

がんになるリスクが低くなる５ つの健康習慣＋1

禁煙する 節酒する

食生活を
見直す

身体を
動かす

適正体重を
維持する

感染に
気を付ける

５
つ
の
健
康
習
慣
の
う
ち
、
０

ま
た
は
１
つ
の
み
実
践
し
た
場

合
の
リ
ス
ク
を
100
と
し
た
場
合

の
比
較

５つのうち実践した健康習慣の数

　がん種類別の主なリスク要因と予防法
　一概に全ての人に当てはまるというわけではないが、がんが発生する部位により、リスク要因や予防法もそ

れぞれに特徴があることを抑えておきたい。

-6-
生活習慣病の発症予防と重症化予防

① が ん

　日本人の死因の第１位である“がん（悪性新生物）”。高齢化の影響もあるが、死亡数、罹患数はともに増加

し続けており、その中で青森県の死亡率は2004年以降ワースト１。

　だが、生存率が高くなっていることも確かであり、一生のうち２人に１人がかかるとされる、もはや身近な

病気であるがんについて少しでも罹患と死亡を防げるように、正しい知識・予防法を知っておきたい。

肺がん　2015年がん統計予測罹患総数2位
リスク要因
　・ 大の要因は喫煙習慣
　・受動喫煙も影響大
　・飲料水中のヒ素
　・アスベスト、ディーゼル排ガスなどに曝露
予防するために
　・喫煙及び受動喫煙の回避
　・果物、カロテノイドを含む食品（緑黄色野菜な
　　ど）の摂取

肝臓がん
2015年がん統計予測男性罹患数5位
リスク要因
　・肝炎ウイルスの持続感染
　・アフラトキシン（食事に混入す
　　るカビ毒）
　・喫煙、飲酒、肥満、糖尿病
予防するために
　・肝炎ウイルス感染予防、持続感
　　染者肝がん発生予防

大腸がん
2015年がん統計予測罹患総数1位
リスク要因
　・直系親族の大腸がん家族歴
　・食生活の欧米化
　・加工肉（ベーコン、ハム、ソーセージなど）
予防するために
　・運動　・にんにく、牛乳、カルシウムの摂取

食道がん
リスク要因
　・喫煙、飲酒、肥満
　・熱い飲み物や食べ物
予防するために
　・禁煙、適量の飲酒
　・熱い飲食物は冷ましてから
　・野菜（でんぷん質除く）や果物、βカロテンや
　　ビタミンＣ含む食品

胃がん
2015年がん統計予測罹患総数3位
リスク要因
　・高塩分の食品（漬物、味噌汁など）
　・喫煙者のリスクは非喫煙者の1.6倍
　・ヘリコバクターピロリ菌の持続感染
予防するために
　・減塩　
　・野菜（でんぷん質除く）や果物の摂取
　・豆類、セレンを含む食品（魚介類な
　　ど）も予防要因候補

　　　　前立腺がん
2015年がん統計予測男性罹患数1位
リスク要因
　・年齢（65歳以上から増加） ・前立腺がん家族歴
　・乳製品、カルシウム、肉、脂肪
予防するために
　・大豆、リコピン、セレン、ビタミンＥ、魚、
　　コーヒー、野菜などの摂取

参考資料：国立がん研究センター「がん情報サービス」　http://ganjoho.jp/public/index.html



6　FRONTIER　2015.10

参考：経済産業省HP (http://www.meti.go.jp/)

第18回　商店街再活性化に向け注目の“ヤドカリ”方式

　かつての活気が失われてしまったまちなかにある商店

街をどうやって盛り上げていくか。

　全国のどの地域も抱える問題の一つです。以前の商店

街は、多様な業種業態の店舗が集合することで、そこへ

行けばワンストップで日常の買い物が完結するというの

が特徴でした。ところが、自動車社会になり、郊外の複

合商業施設がこの機能を代替したために、小規模でコス

ト競争力に劣る商店街の店舗は、一つまたひとつと店を

閉じていきました。そして、店舗が歯抜けになると、ワ

ンストップの買い物は商店街では

完結しなくなり、スーパーや郊外

店に負けてしまったのです。

　こうした商店街を再活性化させ

るのは、なかなか難しいテーマで

すが、今回は、注目されるいくつ

かの事例を紹介します。一つは

近、都市部で目立ち始めた“宿借

り”という事業スタイルです。大阪・

北浜にある「谷口カレー in FOLK 

old book store」は、古書店の一角

に、若い店主が営むカレー専門店

がすっぽりと間借りして営業して

います。カレーはとても評判が良

く古書店だけでは到底難しかった大きな集客力を発揮し

ています。東京・二子玉川で７月に開店したインテリア

ショップ「Re:CENO TOKYO」の中には、京都のコーヒー

ショップが間借りの形で出店して、互いの店に付加価値

を付けるとともに新規出店にかかるリスク低減を実現し

ています。

　商店街再活性化を阻む要因の一つとしてよく挙げられ

る点に、そこで新しくビジネスを始めたい若者はたくさ

んいるにもかかわらず、オーナーが貸さない、売らないと

いう問題があります。調子がよかったころの記憶に縛ら

れて賃料を下げることができないのも原因です。宿借り

方式なら、オーナーの事業は縮小しながらもそのまま残

し、一部を別の事業者に貸すことができます。貸す側は

一定の賃貸収入がありながら、借りる側は出店リスクを

減少させるとともに、新たな集客が実現できるわけです。

　もう一つは借りる側の信用だけを自治体や公共性を有

する機関が肩代わりする“借り上

げ”スタイルです。こちらも各地

で成功例が出始めています。島根

県の出雲商工会議所は商店街の一

店舗を借り上げ、そこを催事スペー

スとして無料で貸し出しているの

です。さまざまな事業を手掛ける

事業者がそこで起業への挑戦がで

きるわけです。商店街の空き店舗

を安く借りて若い起業家の飲食店

や工芸的なものづくりを、商工会

議所が家賃補助したり創業支援し

ている、長野県下諏訪町などの例

もあります。

　上の世代が持っている資産をいかにして若い世代に活

用させて、若者にチャンスと希望を与えるかが、高齢化、

人口減少社会への効果的な対策の一つだと思います。そ

ういう意味でも、宿借り方式、借り上げ方式は今後、各

地で広がってほしい事業スタイルです。成功のカギは、

当面の持ち出し分を地域の繁栄を取り戻すためのコスト

だと、既存の（上の）世代が考えられるかどうかです。

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。

　研究・開発費用を控除する研究開発税制について、大学・公的研究機関や、企業間での共同委託研究等

の「特別試験研究費」の部分を別枠化し、税額控除率が拡充したオープンイノベーション型を創設。

税のこと vol.17　研究開発税制の強化・重点化知っておく
べき
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其ノ三十六 ㈱スーパーカケモ移動スーパー「とくし丸」
　創業明治39年、地域とともに100年を超える歩みを

重ねてきたスーパーカケモ。地域生活者への奉仕・貢

献の信念のもと、社会ニーズを鋭敏に捉えたサービス

を展開してきた同社が、今年７月、新たな事業をスター

トさせた。

どなたにも買い物の楽しみを感じていただくために
　『とくし丸』は、高齢者をはじめとする外出が難し

い買い物困難者の食生活を支援する移動スーパー。お

客様の玄関先まで出向き、会話しながらより寄り添っ

た形で、“買い物を楽しむ”喜びを提供している。積

み込む商品は400種1,000アイテムに及び、車載冷蔵

庫には生鮮食品も。店舗に並ぶ商品と同じものだから、

信頼も厚い。

　一人暮らし高齢者の「見守り隊」としての役目も果

たすこの事業、一見ア

ナログとも思えるが、

高齢化が進む時代の

潮流を鑑みた、むし

ろ必要性を見た先駆

的な事業と言える。

お客様に近づくスーパーを目指して
　現在は、とくし丸１号が市内３コースを週に２回ず

つ巡回。需要拡大に伴い台数を増やす考えだ。地域生

活者の食と命を守り、さらに職の創出に向け、熱き志

を持ったとくし（篤志）丸が今日も走る !

■代表取締役社長　欠畑茂治　
■本部所在地　穂並町15-10　　■TEL   0176-22-6711

㈱スーパーカケモ

会話も楽しみながら、実際の商品を「見て・触って・感じて・
選んで」買い物を楽しむことができる。

愛らしいデザインと軽快な歌を
流しながら駆け巡るとくし丸

問３．特別名勝・奥入瀬渓流は、渓流沿いに多数の滝が点在していることから何と
呼ばれているか？

　　　①ナイアガラ街道　②駒街道　③瀑布街道　④ロマンチック街道
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　平成27年度東北六県商工会議所女性会連合会総会盛

岡大会が、７月７日に盛岡グランドホテルで開催さ

れ、当女性会から８名、各女性会から総勢623名の参

加があり、盛大に行われました。

　大会は第１部の会員大会に始まり、第２部の記念講

演では、映画『救いたい』のモデルになった方で、（独）

国立病院機構仙台医療

センターで麻酔科医長

及び手術管理部長を務

める川村隆枝先生が、

「この映画やエッセイの

出版を通して麻酔がい

かに大切であるか知っ

ていただきたい、医師

といえば名医だけが取

り上げられるが、その

陰には患者の命を守る

守護神の麻酔科医が必ずいる」と話し、働く女性とし

ての苦しみや仕事との向かい方、女性の生き方につい

てご講演頂きました。

　懇親会では、盛岡白百合学園小学校弦楽合奏団の児

童37名が演奏し、小鳥がさえずり続けるように伸びや

かに音楽を奏でてくれました。

ほかに盛岡さんさ踊りもあり、

とても盛り上がりました。

　岩手の特産物を使用した料理

にも数々のおもてなしの心が

入っていて感動して来ました。

女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん 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

東北六県連総会盛岡大会に参加  数 の々おもてなしに感動!!

↑→ゆるキャラ「たま姫ちゃん」のお出
迎えもあり、楽しさとおもてなし溢れる
盛岡大会でした。

講師を務めた川村隆枝先生

第11回

　２日間にわたり開催された大会も無事に終わることができました。さて、みな

さんのお手元に使い切れなかったチケットはありませんか？チケットは、イベン

ト終了後も「利用協力店」のポスターが掲示されているお店で金券として利用

することができます。現金との交換や換金性の高いビール券、商品券、切手、印

紙などへのご利用はできません。尚、チケットのみのご利用にはおつりはでませ

ん。※詳しくはＢ-１グランプリin十和田ホームページをご覧ください。

　11月３日（火）、ＡＢＡ青森朝日放送にて、Ｂ-１グランプリin十和田の模様を特別番組で放送されることが

決まりました。放送時間は午前９時55分を予定しています。※放送時間が変更となる場合もあります。

※11月１日（日）以降は利用できません。

【お問合せ先】Ｂ-１グランプリin十和田実行委員会事務局　TEL 0176-51-6799　FAX 0176-58-5124

　　　　　　 E-mail  b-1@towada2015.com　　HP  http://b-1towada.com

特別番組放送決定!!　～当日の賑やかな模様をギュッと凝縮～

使い切れなかったチケットは
「利用協力店」でご利用できます

チケット利用期間

10月3日（土）～10月31日（土）

→
こ
の
ポ
ス
タ
ー
が
目
印
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問４．黒森山の南斜面の麓にあるブナの原生林から湧き出て、湯尻沢から中里川を

とおり奥入瀬川に流れ出ている清水は？

　　　①白上の水　②八甲田の清水　③桂大明神の水　④アルプスの天然水

　９月23日、第９回「月がとっても青いから」全国カラ

オケコンクールが十和田商工会館で開催。月がとっても

青いから・課題曲・自由曲の各部門の準決勝・決勝を行

い、予選を通過した出場者が自慢ののどと日頃の練習の

成果を競い合った。

　また、審査員を務めた菅原都々子さんのオンステージ、

作曲家・花岡優平さんのライブステージも行われ、会場

を沸かせた。

　当所では９月25日、消費税転嫁対策窓口相談等事業の

一環として、「個人情報を守る仕組みづくり」と題しセ

ミナーを開催。中小企業診断士の新木啓弘氏が講師を務

めた。セミナーでは、まず、10月から通知が開始される

マイナンバー制度について概要を説明。その後、情報漏

えいの身近な事例を取り上げながら、機密情報や個人情

報の取り扱い方、情報セキュリティ対策への取り組み方

などを解説した。

ハイレベルな歌の競演
「月がとっても青いから」全国カラオケコンクール

マイナンバー制度運用開始前に
消費税転嫁対策セミナー

フィナーレはみんなで「月がとっても青いから」を

講師を務めた新木氏

Topics

日　時　12月10日（木）　17：00～

会　場　十和田商工会館

対象者　右記に該当する従業員（臨時・パート含む）

負担金（推薦者１人につき、懇親会費含む）

　　　　 3年以上　　　4,000円

　　　　10年以上　　　5,000円

　　　　15年以上　　　6,000円

　　　　20年以上　　　8,000円

　　　　30年以上　　 10,000円

申込締切　11月13日（金）　正午まで（期日厳守）

第27回　優良従業員表彰のお知らせ
 推薦対象者（優良従業員表彰規程に基づく） 

○現在の事業所において、勤務３年以上に亘り業務に精

励で、他の模範となっている。

○特に技術が優秀で、他の模範となっている。

○作業能率の改善増進を図るなど、生産増強に寄与した。

○親切丁寧を心がけ、市民生活の明朗に寄与した。

○取引の改善、販路の開拓等に著しい功績。

○その他、商工業の振興発展に著しい功績。

【お申込み・お問合せ先】

十和田商工会議所総務課　TEL 0176-24-1111

日　時　10月27日（火）　9：00～16：00

会　場　十和田商工会館　５階会議室

午前の部（9：00～12：00）

「難局を突破する力と中堅社員として知っておきたい経理・財務の知識」

午後の部（13：00～16：00）

「リーダー力！ リーダーとしてのコミュニケーション、発信力」

対　象　リーダー、リーダーに育てたい方

申込締切　10月16日（金）　　受講料　無料

【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

中堅社員「実践力」習得セミナー 無料調停相談
解決への扉を開けよう！ 調停で!!

日　時　10月17日（土）　10：00～15：00

会　場　十和田商工会館　５階会議室

　　　　　※直接会場へおいでください。

内　容　交通事故・金銭・土地建物・相続・離婚な

　　　　どの問題について、十和田調停協会が調停

　　　　手続きの相談に応じます。

【お問合せ先】

青森地方家庭裁判所　TEL 017-722-5421
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お問合せ先　十和田商工会議所中小企業相談所　TEL24－1111

T C C I
Towada
Chamber of
Commerce &
Industry 十和田商工会議所からのお知らせ

Information

ビジネスにおける統計データ利活用セミナー

セカンドライフステップアップ（生涯現役社会
実現職業生活設計）セミナー及び個別相談会

建設部会県外視察・研修会

返済期間

●運転資金７年以内
●設備資金10年以内

政府系融資制度「マル経」情報

マル経の金利は

年１．２５％（平成27年９月９日現在）
融資対象

●十和田市内で１年以上継続して事業を行っていること
●常時雇用する従業員の数が、製造業・建設業等では

20人以下、商業・サービス業では５人以下（個人の家
族従業員・法人の役員は除く）の企業

●所得税・法人税・事業税・住民税・消費税等、納期限
の到来している税額をすべて完納していること

●従前（原則６ヶ月以前）から商工会議所の経営指導（相
談指導）を受けていること

商工会議所がお勧めする

無 担 保

無保証人

融資限度

最高2,000万円
1,500万円超の場合は

別に要件あり

簿　記（第141回１～４級）
　検 定 日：11月15日（日）
　申込期間：10月16日（金）まで
リテールマーケティング＜販売士＞（１～３級）
　検 定 日 :平成28年２月17日（水）
　申込期間 :12月14日（月）～平成28年１月22日（金）
そろばん（段位・１～３級）
　検 定 日：10月25日（日）
　※申込みの受付は終了しました。
【お申込み先】十和田商工会議所検定係 TEL 0176-24-1111

次回日商検定試験（当所実施分）

（ ）

　職務経歴や年金等の社会保障制度を踏まえた高齢

期の働き方（職業生活設計）を考える機会として、

セミナーと個別相談会を開催します。

日　時　10月15日（木）　14：00～17：00

会　場　トワーレ（市民交流プラザ）　多目的研修室２

内　容　セミナー

・年金一般及び健康保険等の基礎知識、退

職後の家計について

・雇用保険の給付の基礎について

　当所建設部会では、下記の通り視察・研修会を開

催します。

日　程　11月12日（木）～13日（金）　１泊２日

視察先　宮城県（松島町役場、仙台うみの杜水族館、

　　　　仙台駅舎改修工事）

定　員　13名程度（先着順、定員になり次第締切）

参加費　22,000円前後（参加人数に応じて増減）

申込締切　10月15日（木）

【お問合せ・お申込み先】

十和田商工会議所建設部会事務局　TEL 0176-24-1111

　当商工会議所で開設している日本政策金融公庫の定
例金融相談の10月の日程は下記の通りです。相談ご希
望の方は、事前にお申込みをお願い致します（要予約）。
相談日時：10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

定例金融相談

　マーケティングや経営戦略を練る上で有効な統計

データについて、利活用の仕方や人材育成を図るた

めのセミナーを開催します。

日　時　10月20日（火）　13：00～16：00

会　場　ラ・プラス青い森　２Ｆ「メープル」

内　容　・基調講演　「ビッグデータ時代の統計学」

　　　　・県内企業による取組事例の報告

　　　　・ミニ講義

　　　　　　「統計データを活用する上での成功のポイント」

　　　　・名刺交換会及び相談会

参加費　無料

申込締切　10月９日（金）

【お申込み・お問合せ先】

県企画財政部統計分析課 統計情報分析グループ

TEL 017-734-9166　FAX 017-734-8038

・健康でいきいき働くために

　　　　個別相談会

対　象　どなたでも参加可（概ね55歳以上が対象の内容）

定　員　50名程度

参加費　無料

【お申込み・お問合せ先】（一社）青森県経営者協会

TEL 017-734-2531　FAX 017-734-2532

十和田市プレミアム付商品券が
ご利用できるのは 10月15日（木）までです。

※10月16日（金）以降は使用できなくなります。早めのご利用を！ 【お問合せ先】十和田商工会議所 TEL 0176-24-1111　十和田湖商工会 TEL 0176-71-2201
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解答　問１．②　問２．④　問３．③　問４．②

協力：のびのびマンガ教室（十和田）

さわやか川柳

（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

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

　歓喜に沸いた五輪招致から一

転、こんな思いもよらぬ事態が

続出するとは…。この後は、ど

んどん機運を高めていってほし

いですが、“表なし”の裏事情

がいっぱいでは困りますね。

 (tkr)

〔おもてなし〕

はっきりとしない男と昼の月 小山田桂晴

　　草食男子と呼ばれている場合じゃない

背表紙に手招きされて本を買う 三浦　敬光

　　表紙のデザイン結構気になります

五線譜は無いコオロギの歌唱力 佐々木銀湖

　　その美しい音色に癒されます

どちらにも応援をする甲子園 田中　　實

　　どうしても判官びいきになりがちです

１枚写真館

つぶやき
　結婚式の神前で新郎新婦の誓いの言葉の中に「子孫繁栄に努め」とありますが、

私は少なくとも二人以上の子供を産むことと思っています。人口維持に必要とさ

れる出生率の水準は2.07だそうですが、当十和田市の場合はどうだろうか。いろ

んな要因があると思うが、いずれにしても人口は減っている。数十年先を考えた

とき、労働年齢人口（15～59歳）が減少し現在の労働年齢人口が高齢化になった

時、「誰が高齢者を養う」だろうか。行政はもちろん、市民全体で考え早い対応

が必要に思う。 （Ｔ）



平成27年10月5日発行　第260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 石川正憲　定価100円

今月のショーウインドー今月のショーウインドー

つり具 NEW BELLWOODつり具 NEW BELLWOOD

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.60Vol.60
どんな仕事を担当していますか？
　総務課に所属し、接客・電話応対、
経理のほか、産業廃棄物の適正な処
理を確認するためのマニフェストの
管理も行っています。

この会社を選んだ理由
　簿記の資格を活かせる仕事にと考
えていましたが、１番の決め手は、
会社見学で訪れた際に、職場の雰囲
気・チームワークがすごくいいなと
感じたことです。

心がけていることは？
　笑顔です。お客様と応対する時だ
けでなく、社員同士のコミュニケー
ションを円滑にするため、自分自身
楽しく仕事をするためにも、笑顔を
心がけています。

小学校から続けている卓球
　今もクラブに通っていて、試合が

近づくと毎日練習に行きます。今年
の夏、以前敗北を喫した相手に勝っ
て雪辱を晴らせたことが嬉しかった
です。

カツカレー部員です !
　“市内のお店を巡ってカツカレー
を食べる”、それがカツカレー部の
活動です。ルールは、味の評価をし
ないで、純粋にカツカレーを楽しむ
こと。いろいろなカツカレーに出会
えるのが待ち遠しいですし、今度は
大盛りにも挑戦してみたいです。あ、
想像したらお腹が空いてきちゃいま
した（笑）。

取り組んでいきたいこと
　産業廃棄物のことについてもっと
詳しく知識を深めたいので、講習や
研修に積極的に参加したいと思いま
す。また、資格等があれば取得に向
けて頑張りたいです。

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！

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。ご連絡は当所広報担当まで  TEL 0176-24-1111

新産レミコン株式会社

古
ふ る ま ぎ

間木 志
し ほ

穂 さん
（18歳）

つり具 NEW BELLWOODつり具 NEW BELLWOOD
ニュー  ベルウッド

つり具 NEW BELLWOOD
■代表  鈴木　潤　　　■所在地  東二十二番町25-23
■TEL  0176-51-6179
■営業  9:00～19:00　■定休日  月曜日
■ＨＰ  http://www7a.biglobe.ne.jp/~one-bellwood/

　1,000を超えるアイテムに、釣り情報も満載の店「つり具 NEW 

BELLWOOD」。経験豊富なスタッフがサポートしてくれるので、

釣りを極めたい方も、これから覚えていきたい方も、とにかく釣

り好きならどなたでもウェルカム !! まさに、“釣り好きの、釣り

好きによる、釣り好きのため”のお店だ。

　会員には、配船の斡旋、釣果情報の配信などの特典あり。

←アイテム豊富な店内。
オリジナルの仕掛けなど
も作っており、それを求
めてやって。くるお客様
もいる。

↑店先にはいつも最新の釣り
情報が。もっとお得で耳寄り
な情報をゲットするなら、是
非会員登録を！

白糠沖にて白糠沖にて

竜飛沖にて

白糠沖にて


