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NTTビルの東角に槻（つき）の巨木がある。昔の西裏通りは槻並木通りでもあったから、その名残。大切にしたいものである。

裸木となりて満身創痍なり　　　晃

3　〈この人に聞く〉　十和田商工会議所　副会頭　稲本修明さん
6　〈快進撃企業に学べ〉　家族や友人に誇れる会社づくりで変わった「メルテック」
7　平成28年度連載企画<地方創生〉　日本版ＤＭＯの形成
8　〈トピックス〉　４部会合同視察研修会を開催
9　新入会員インフォメーション
10　おめでとうございます　青森県卓越技能者認定＆県産木造住宅コンテスト最優秀賞
12　〈今月のショーウィンドー〉　スナック　ビアン
12　〈きらめけっ未来の主役〉　小笠原産業㈱　田嶋智明さん

4　合同部会「十和田市との懇談会」を開催　要望28項目に回答を得る



●当所事業　●外部事業　●各種イベント

武田双雲（たけだ そううん）／ 1975年熊本生まれ。東京理科大
学を卒業後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」、世界一のスパコン「京」
など数々の題字を手がける。独自の世界観で全国で個展を開催。
作品集「たのしか」「絆」など著書は40を超える。書道教室には
約300人の門下生が通う（2005年新規募集締め切り）。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
て活動するなど、世界各国からさまざまなオファーを受ける。

日 月 火 水 木 金 土
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1962年十和田市生まれ。三本木小学校、三本木中学校、青森高校、明治大
学商学部卒業。’85年、キリン・シーグラム㈱（現・キリンディスティラリー㈱）
に入社。また、国税庁醸造試験所（現・（独）酒類総合研究所）で酒造りを学ぶ。
’92年、鳩正宗㈱・マルタ稲本商事㈱・㈱稲本商店入社。’98年、同3社の
代表取締役社長に就任。2010年、十和田ガス㈱・十和田エルピーガス㈱両
社の代表取締役社長に就任。ほかに、（一社）十和田市観光協会副会長、十
和田地区安全運転管理事業主会副会長、青森県酒造組合副会長なども務める。
十和田商工会議所においては、2007年より常議員。’09-10年に青年部会長。
今年（’ 16年）、11月1日に開催された臨時議員総会（組織会）において、
十和田商工会議所副会頭に就任した。

Profile

副会頭に就任して
　身の丈を超える大役を仰せつかったと感じていま
すが、石川会頭をはじめとする役員・議員諸兄にご
指導・ご協力をいただきながら、会員の皆様はもち
ろん、地域に開かれた商工会議所として、地域経済
の先駆的役割を果たすその一翼をしっかり担ってい
きたいと考えています。また、「謙虚に礼儀正しく」
をモットーに、美点凝視の姿勢で、人との出会い・
ご縁を大切にしていきたいと思います。
　
商店街活性化への思い
　AST設立の際は当事者として関わり、また、子
供の頃住んでいたこともあって商店街を元気にした
い思いは強く持っています。往時の再現は難しいに
しても、アートに対する機運が高まっている中で、
アーティストの創作活動の場などインキュベーター
要素はあると思うので、新たな活気のかたちを生み
出していけたらと考えています。
　
商工会議所青年部の活動を通じて
　30歳の頃に地元に戻って程なく青年部に入会し
ました。当時は割とフランクな感じでしたね（笑）。
最近は活動も活発だなと思いつつ、会長を務めた平
成21年度にちょうど創立20周年を迎え、記念事業
としてバラ焼きラリーに取り組んだり、翌年もＢ-
１グランプリ厚木大会の支援事業を行ったりと、な
かなか濃い経験をさせていただいたと思います。
　
気兼ねなく過ごせる時間
　まさしく無趣味なのですが、ここ何年かは気の置
けない仲間たちとたまに旅行をしています。どこに
行くか、何を食べるかは重要ではなく、誰と行くか
が大事なんです。お酒を飲みながらいろんな話で盛
り上がるのが楽しいですね。
　
この地域だからこそできる挑戦を
　酒造りにおいては、土地という意味の仏語から派
生した「テロワール」をキーワードに、さらに良質
の酒米作りや、自家栽培のいちごとコラボした十和
田ならではの商品開発に目下挑戦中です。自由競争
が始まる都市ガスにおいても、待ちの姿勢ではなく
攻めのサービス・営業が求められます。いずれにせ
よ、この地域だからこそ成し得ることですので、感
謝の気持ちを忘れず、地域に根ざし地域に貢献する
会社づくりを目指します。



＜回答内容＞
　産業基盤の強化や観光振興を通じた地域経済活性化
の重要性を認識し、支援施策・機関を紹介する「ワン
ストップ窓口」の設置、「創業相談ルーム」の開設等
に取り組んでいる。また、若年者や女性、UIJターン
した方等を対象とした各種事業も展開し、市内におけ
る雇用拡大にも努めている。今後とも関係機関と連携
し安定した雇用創出を図りたい。

＜要望内容＞
　依然厳しい状況にある経済を背景に、県内商工会議
所では、商工業者の経営力向上や創業、事業承継等支
援に向け、各種講習会事業の継続実施や伴走型の小規
模事業者支援の推進に取り組んでいる。市においても、
仕事と雇用の創出に向け、創業支援策の拡充、経営革
新の取組推進、地域資源を活かした産業の創出等への
支援をお願いしたい。

＜回答内容＞
　県に対し継続して要望してきた中で、平成27年度
より高清水地区の交差点改良事業に、今年度からは軌
道敷地を利用した自転車歩行者道設置事業に着手して
おり、現在、測量・設計が進められている。
　旧駅前地区に大規模小売店舗が整備されるなど、同
路線は、今後も交通量の増加が見込まれることから、
事業の早期完了と未着手区間の整備について、引き続
き要望を行う。

＜要望内容＞
　十和田市と三沢市を結ぶ主要地方道三沢十和田線
は、高校生の送迎や三沢空港、第２みちのく有料道路
へのアクセスを担う重要路線。しかし、同路線は慢性
的な交通混雑があり、加えて十和田観光電鉄線の代替
路線バス運行による大型車両の増加や冬期間の除雪時
寄せ雪による車道幅員の狭小化が、それに拍車をかけ
るかたちとなっていることから、軌道敷地を利用した
道路整備をお願いしたい。

○十和田市都市計画道路下平東小稲線の事故防止
策の検討について

＜回答内容＞東小稲―大学通り間の供
用開始により交通量が増加し、一時不
停止を主な原因とする事故が多発して
いることから、一時停止の強調等の安
全対策を講じていく。
　
○県道165号上野十和田線の整備促進について
＜回答内容＞十和田市と東北町とを結ぶ重要な幹線道
路であると認識し、排水確保も含めた道路拡幅整備の
実現に向け、県に対し引き続き要望する。

 

○市道西一番町ちとせ小学校線と市道国道豊栄線・
市道国道南平線の交差点の右折車対策について

＜回答内容＞稲生川により南北に分離された交差点で
あり、信号機は設置されているものの、右折車両と直
進車両による事故が多発していると認
識。見通しを妨げている中央部分の樹
木の枝の伐採や右折導流標示線の強調
など、関係機関と協議しながら、安全
対策を講じていきたい。

新規要望事項への回答

要 望 事 項

重 点 要 望 事 項

２．中小企業・小規模事業者の成長・持続的発展に向けた地域経済活性化について（新規）

１．主要地方道三沢十和田線の渋滞緩和と安全確保のための十和田観光電鉄の鉄路跡地を活用し
た同路線拡幅と交差点改良の早期整備促進
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　十和田商工会議所では、11月21日に合同部会「十
和田市との懇談会」を開催。今年度の当商工会議所要
望事項に対する市の回答を得た。
　懇談会には、小山田市長をはじめ、市の担当部課長
が出席。今年度要望した28項目のうち、その全てに
ついて回答を得ることができた。今回の結果をもと
に、新規要望の提案や要望内容の見直しを図りなが
ら、活発な事業活動の展開を進めていきたい。
　回答の概要は次の通り。詳細は当商工会議所ホーム
ページ（http://www.towada.or.jp）に掲載しますの
で是非ご覧ください。

要望書全28項目へ回答得る 合同部会「十和田市との懇談会」を開催
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○十和田市馬事公苑「駒っこランド」の施設充実
について

＜回答内容＞遊具は毎年保守点検を実施し、消耗部材
の交換や修繕を着実に行いながら安全確保に努めてお
り、更新する際は、利用者ニーズを念頭に整備を進め
る。駐車場については、仮設を含めると500台近く駐
車可能であり、今後は、更に円滑に利用できるよう効
率的な運用に努める。
　
○観光地周辺の屋外におけるWi-Fi接続可能エリ
アの拡大について

＜回答内容＞これまで官庁街通りや馬事公苑、道の駅
等へ、そして今年度は、十和田湖畔休屋
地区への整備に取り組んでいる。インバ
ウンド対策としても有効な誘客手段であ
り、エリア拡大を検討していく。
　
○インバウンドに対応した多言語化への整備促進
および民間観光関連施設における多言語化取組
事業への補助・助成制度の設置について

＜回答内容＞観光施設への外国語対応職員の配置や無
料Wi-Fi整備に係る取組経費一部支援など、官民あげ
ての受入環境改善を図っている。環境省の「国立公園
満喫プロジェクト」の中で、各種対策に取り組むとと
もに、支援施策等調査・研究を進めていく。
　
○市役所駐車場の慢性的な混雑の解消について
＜回答内容＞新庁舎建設に伴い、安全性を考慮しなが
ら、可能な限り駐車台数を確保したい。
　
○市街地西側にある防風林の落ち葉対策について
＜回答内容＞市内に18箇所の保全地区があり、地域
住民と協働して利用、清掃に取り組んでいきたい。
　
○ディスポーザ設置について、モニター調査後の
設置促進について

＜回答内容＞直接投入型ディスポーザの設置を許可
し、使用無料としている。ごみの減量化や生活の利便
性・快適性の向上に向け、周知に努める。
※ディスポーザ…キッチンシンク排水口の下に設置し、生ごみを粉
砕して水と一緒に流し出す生ごみ処理機

　
○経済対策としてのプレミアム付商品券の発行に
ついて

＜回答内容＞経済活性化に向け、商工会
議所とも連携しながら有効な方法・手段
について調査・研究を進めたい。
　
○ＬＥＤ照明普及促進―繁華街活性化のための街
路灯ＬＥＤ化について

＜回答内容＞夜間に多くの観光客・市民が集う特別な
場所であり、治安の維持・確保、交通安全の面から来

街者の安全安心を守る防犯灯として、景観にも配慮し
た形で、ＬＥＤ化も含め市が整備することを検討した
い。
　
　

※進展が見られたものについて

○十和田市中心市街地活性化基本計画策定の推進
と商店街イベントを含む各種活性化事業への支援

＜回答内容＞第２期十和田市中心市街地活性化基本計
画策定に向け検討を進めており、民間事業の実現化が
大きなポイントとなることから、㈱まちづくり十和田
や十和田市中心市街地活性化協議会と連携し取り組ん
でいきたい。
　
○青森銀行十和田支店交差点の歩車分離式信号の必
要性の再考も含めた渋滞解消対策の構築について

＜回答内容＞県警より、交通事故の発
生状況及び内容、歩行者・自動車等の
交通量等について実態調査し、交通安
全と円滑な通行確保の観点から検討す
るとの回答をいただいた。

　
○東北新幹線八戸駅及び七戸十和田駅から十和田
市内観光・誘客の促進

＜回答内容＞今年度は「青森県・函館デスティネーショ
ンキャンペーン」への取組、旅行会社等へのPR活動、
また、シャトルバスの運行
支援などを行った。
　
○十和田市定住人口増加策の取組促進について
＜回答内容＞人口減少克服に向けた対策を総合的にま
とめた「十和田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・
総合戦略」により、分野を横断した取組を着実に進め
ている。
　
○環境意識の向上と節電消灯回避に向けた公共施
設への積極的なＬＥＤ照明の導入

＜回答内容＞今年度、市内全域の防犯灯及び街路灯、
合わせて約7,000基のＬＥＤ化に取り組んでいる。
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著者プロフィール：1947年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授などを経て、2008年４月より法政大学大学院
政策創造研究科（地域づくり大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長。他に、人を大切にする経営学会会長はじめ、国や県、
市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員を多数兼務している。専門は中小企業経営論・地域経済論・著書に『日本で
いちばん大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出版）など。
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知っておくべき 税のこと vol.30

顔つき・目つきはうそをつかない……」であり、同社
は詳細を聞かなくても『いい会社』であった。
　それから２階の会議室で、有瀬豊彦社長や山内顧問
をはじめ、管理職の方々から興味ある話を聞かせてい
ただいた。それは同社が８年前まではほぼ毎年赤字、
もしくは１%以下程度の利益率の会社であった。敷地
内も現在とは真逆の５Ｋ（危険・汚い・きつい・暗い・
臭い）状態。職場内もアットホームとは程遠く、ギス
ギス感が漂う、まさにブラック企業であったというの
だ。
　こうした状況であったこともあり、前株主は見切り
をつけ、現株主に事業を売却したのである。そして、
現株主企業から再建社長として派遣されたのが、現顧
問の山内氏であった。山内氏は、社長に就任するや、「家
族や友人に誇れる会社づくり」を基本方針に掲げ、そ
のために、まずは「社員とその家族を最重視した経営
の実践」と「美しい６Ｓ（５Ｓ＋習慣）職場づくり経
営の実践」を率先して進めて
いく。その詳細をここで述べ
る紙面的余裕はないが、その
結果を言えば、それ以来、増
収増益を続ける企業に変身
したのである。こうした現実
を見ると、企業の盛衰は全て
経営者の考え方・進め方次第
といえる。

　栃木県小山市の郊外にメルテック株式会社という中
小企業がある。主事業は焼却灰の溶融リサイクル事業
で、人工骨材やメタルの再生販売などを手掛けている。
現在、社員数は42人、売上高は約18億円である。業
績もすこぶる順調で、わが国の中小企業の約70%が
赤字経営に悩まされる中、同社の直近の売上高経常利
益率はなんと15%超である。
　同社の前社長で、現在は顧問である山内利秋氏から
熱いメールをいただき、先般、社会人大学院生数人と
一緒に同社を訪問してきた。同社に到着しまず驚いた
ことは、焼却灰の処理工場とは思えないほど、敷地全

体に５Ｓ（整理・整頓・清掃・
清潔・しつけ）が行き届いた
美しい工場であったことだ。
また駐車場から本社事務所の
玄関までの通路の両サイドに
は、美しい花が咲き誇った花
壇が多数設置されていた。

　より驚かされたのは、玄関に入ったときで、ごみ一
つ落ちていない５Ｓの行き届いた事務所であることは
もとより、私たち全員の名前が記された手書きのウエ
ルカムボードがあったことだ。私たちが玄関に入るや、
事務所スタッフ全員が立ち上がり、ニコニコ顔で私た
ちを迎えてくれたのである。筆者のこれまでの7500
社以上への企業訪問研究の結果からあえて言えば、
「『いい会社』は入った瞬間、空気で分かる」「社員の

第9回 家族や友人に誇れる会社づくりで変わった 『メルテック』
法政大学大学院政策創造研究科　教授　坂本光司

　適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、①特定健康診査（いわゆるメタボ
健診）　②予防接種　③定期健康診断　④健康診査　⑤がん検診　のいずれかを受けている方が、平成
29年１月１日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品購入額を年間1.2万円を超えて支
払った時、その購入費用（年間10万円を限度、生計を一にしている家族分も含む）のうち1.2万円を超える
額を所得控除できる制度を創設。
　
スイッチOTC医薬品とは
　「Over The Counter」の略で、これまで医師の判断でしか使用できなかった
医療薬が、市販薬として薬局でも購入できるように許可されたもの。
　
従来の医療費控除制度は
　年間自己負担医療費（生計を一にする家族分含む）が「合計10万円」を超え
た時、確定申告することにより所得税の一部還付や住民税の減額が受けられる。
　
　　　　　　従来の医療費控除制度と同時に利用することはできないため、どちらの制度を適用した方が有
利か、対象者自身で選択することが必要！

セルフメディケーション（自主服薬）推進のための
　　スイッチOTC薬控除（医療費控除の特例）の創設



地方創生～地域愛と魅力あふれるまちへ～

「十和田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」より

⑧日本版DMOの形成

　美術館前のアート広場が約30万球のLEDで青一色に染まり、
幻想的な世界が広がります。青い光の中に浮かび上がるアート
作品は、昼間とは違った表情を見せます。
　
開催期間　12月2日（金）～平成29年1月9日（月・祝）
開催時間　16:30 ～ 21:00
開催場所　十和田市現代美術館前アート広場
【お問合せ先】
十和田市商工観光部観光推進課　TEL 0176-51-6772
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　観光庁が提唱する日本版DMO。DMOとは「Destination Management Organization」の略称で、地域と
協同して持続的戦略的に観光地域づくりを推進する組織のことを言います。それを踏まえ、日本版DMOは、
地域の「稼ぐ力」を引き出す舵取り役として、地域の多様な関係者と連携しながら、マーケティングデータの
調査・分析など科学的アプローチを取り入れた観光地経営を行う組織であり、十和田市もこうしたDMOの形
成に向け、取組を進めているところです。

アーツ・トワダ　ウィンターイルミネーション

詳しくは、十和田市商工観光部観光推進課まで　TEL 0176-51-6772

プロモーション

ブランド力を高める仕組み

データの収集・戦略の策定

地域の関係者の巻き込み
内外の人材やノウハウの取り込み

観光地域づくりに必要なことは 日本版DMOの役割
①日本版DMOを中心として観光地域づくりを行うこと
についての多様な関係者の合意形成
②・各種データ等の継続的な収集・分析
　・明確なコンセプトに基づいた戦略の策定
　・KPIの設定、PDCAサイクルの確立
③関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関す
る調整・仕組み作り、プロモーション

＋
観光地域づくりの一主体として実施する個別事業
（例）着地型旅行商品の造成・販売　等

○勉強会の開催
　まずDMOの考え方の
理解を広めるため、国が
選定した観光カリスマを
講師に招いて開催し、理
念の普及を図る。
　
○観光マーケティング調査
　十和田市が観光地としてどのポジションにい
るのか、外からはどのように見られているのか
探るマーケティング調査を実施。
　
今後、民間事業者等地域の関係者
と協同してDMOの形成・確立を
推進し、十和田市の日本版DMO
候補法人の組織化や観光庁への登
録を目指します。

多様な関係者との連携

内外の人材やノウハウを取り込みつつ、多様な関係者と連携
平成28年度の十和田市の取り組み

観光による地方創生

地域一体の魅力的な観光地域づくり
戦略に基づく一元的なマーケティング

地域内の消費額と波及効果を向上する

交通事業者

地域住民

行　政
日本版DMO

商工業

宿泊施設

農林漁業 飲食店



Topics

十和田営業所　〒034-0082　十和田市西二番町4-11　十和田商工会館２階　TEL 0176-24-2624

魅力ある建設現場を目指して
建設部会経営セミナー

講師を務めた福士幹雄氏

　11月９日、当所食品商業部会・観光交通部会・工業
部会・生活文化商業部会合同による視察研修会を八戸市
で開催。最深部の深さ海抜-170mは日本一低い標高だ
という石灰石採掘鉱山の八戸キャニオンと、東北電力火
力発電発祥の地という歴史を誇る八戸火力発電所の２か
所を視察し、大規模な施設と高度な技術力を目にした。
　帰着後は、地場産品の試食会も兼ねた親睦会も開かれ、
部会の枠を超えて交流を深めた。

　当所建設部会では、11月10日、「i-constructionを見
据えたドローンの活用 現場の「みえる化」で生産性向
上！」をテーマに、CPDS認定講習のセミナーを開催。（一
社）CIM解決研究会の福士幹雄氏が講師を務めた。
　セミナーでは、国土交通省が進める「i-construction」
を見据え、生産性の向上、魅力ある建設現場に向けた
UAV（ドローン）などICTの効果的な活用法について、
事例を盛り込みながら紹介した。

大規模施設と高度な技術を視察
４部会合同視察研修

八戸キャニオン展望台にて
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　市内に住む子供たちに十和田市について学び、魅力を
知ってもらおうと、「第２回ゆるりら、十和田こども検
定」が11月12日に行われ、20人が挑戦。
　検定は、市内の小学校に在学中の５・６年生を対象に、
十和田市の歴史や文化、自然などについて50問、四択
式で出題された。
　検定結果は11月25日に発表され、16人が合格。その
うち4人が満点合格した。

十和田市の魅力に挑戦
第２回ゆるりら、十和田こども検定

合格目指して検定に臨む受検者

　11月22日、東北経済産業局による経済産業省予算に
係る補助金等施策説明会が当所で開催された。
　説明会では、設備投資関連事業や新商品開発・販路開
拓関連事業、地域経済の活性化支援に関する補助金・施
策など、一億総活躍社会の実現に向けた地域経済活性化
支援策について、同局青森県地域サポーターが解説。事
業所をはじめ、行政機関や金融機関の担当者などが出席
し、説明に耳を傾けた。

一億総活躍社会の実現に向けて
経済産業省施策説明会

説明を行った東北経済産業局青森県地域サポーター

２年連続で十和田地区そろばん一に輝いた山田魁星君

　第38回十和田地区そろばん競技大会が11月19日に開
催され、131人の選手が日頃の練習の成果を競った。
　競技は、個人競技と種目別競技の２部門行われ、この
うち、かけ算・わり算・みとり暗算・みとり算の総合得
点を競う個人競技では、小学４年生以下を対象とした特
別優秀賞に大下内佳さん（小４）が、小学５年生以上を
対象とした十和田地区そろばん一に山田魁星君（中１）
がそれぞれ輝いた。

練習の成果を発揮して
第38回十和田地区そろばん競技大会
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Topics

十 和 田 商 工 会 議 所 会 員 募 集 中 !!
　十和田商工会議所では、随時会員を募集しております。業種、規模、個人、法人、本店、支店を問わずご入会できます。お知
り合いの事業所がありましたら是非ご紹介ください。 　　　　 【お問合せ先】十和田商工会議所総務課　TEL 0176-24-1111

新入会員インフォメーション 会員数　1,220件（12月1日現在）

事業所名
営業内容

代表者名 所在地 部会
TEL ／ FAX H　P

㈱ と の さ き 不 動 産
不動産業

外崎　寧江 十和田市大字三本木字稲吉13-38 理財・情報部会
TEL 0176-51-6907 ／ FAX 0176-51-6908

グ リ ラ ン ド
観光ボート事業・宿泊業

小川　　貢 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔宇樽部123-1 観光交通部会
TEL ／ FAX 0176-75-2755 http://guriland.jp/

（一財）済誠会 サン・ロイヤルとわだ
サービス業（婚礼・宴会・パーティー・法要）

江渡　篤子 十和田市東三番町37-7 観光交通部会
TEL 0176-23-2266 ／ FAX 0176-23-2627 http://sunroyal-towada.com/



十和田商工会議所からのお知らせ

平成29年　新年祝賀会
　新年の幕開けを祝し、恒例の新年祝賀会を下記の日
程で開催します。
日　時　平成29年１月４日（水）17:30 ～
会　場　富士屋グランドホール
会　費　4,000円
申込締切　12月12日（月）までに会費を添えてお申込み

ください。出席者名簿を作成しますので、期
日厳守でお願いします。

【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　湖　商　工　会　TEL 0176-72-2201
十 和 田 市 総 務 部 秘 書 課　TEL 0176-51-6780
十和田市民生部十和田湖支所　TEL 0176-72-2311

建設部会県外視察・研修会
　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　平成29年2月2日（木）～ 3日（金）１泊２日
視察先　・コマツIoTセンタ関東（千葉県千葉市）
　　　　・築地魚河岸（東京都中央区）
　　　　・国立西洋美術館（東京都台東区）
定　員　10名程度（先着順、定員になり次第締切）
参加費　38,000円前後（参加人数に応じて増減）
申込締切　平成29年１月10日（火）
【お申込み・お問合せ先】
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 12 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：12月８日㈭・22日㈭　10:30 ～ 12:00
【お申込み先】十和田商工会議所相談課 TEL0176-24-1111

簿　　記（第145回１～ 4級）
　検 定 日：平成29年２月26日（日）　
　申込期間：12月19日（月）～平成29年１月27日（金）
リテールマーケティング〈販売士〉（第79回１～３級）
　検 定 日：平成29年２月15日（水）
　申込期間：12月12日（月）～平成29年１月20日（金）
そろばん（第119・209回段位・１～３級）
　検 定 日：平成29年２月12日（日）　
　申込期間：12月５日（月）～平成29年１月12日（木）
【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　十和田商工会議所相談課　TEL 24-1111

（1,500万円超の場合は
　　　別に要件あり）

次回日商検定試験（当所実施分）

定 例 金 融 相 談

最高2,000万円
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↑授賞式に臨む岩木勝志社長
（平成28年11月13日）

←最優秀賞を受賞した岩木建
設の施工住宅「雑木林の家」
内部

有限会社　岩木建設

〈日本料理調理人〉
玉川　幸広さん
（日本料理 かぐら）



2013－2016年　Super 感謝！　―Stay hungry , Stay foolish―
　2013年12月17日、２期目広報委員長を拝命して新メンバーによる第１回目の委員
会（編集会議）を開催。スティーブ・ジョブズ（Apple創業者）の言葉を引き、―Stay 
hungry , Stay foolish ―貪欲に愚直に努力していくと挨拶する。日本商工会議所の目的
にある①会員企業の発展　②地域の再生　③日本経済の成長　を押さえつつ、会員のた
め、十和田市のため、国家日本のために、地域経済の活性化に資する広報情報発信を担
うのが、我々十和田商工会議所広報対策委員会の使命と確認し合う。
　時代の変化は、我々の想像をはるかに超える。正に「時代は暦ではなく、出来事によっ
て築き上げられる」。2016年の大きな変化は、“ブレグジット（英国のEU離脱）”と“ト
ランプショック”だ。誰もが自分の耳を疑い、マスコミ・既成の組織・エスタブリッシュ
等は、完全にやられた。ありえないことは、ありえない。そして日本も青森県も十和田市
もその中に在るということ。この変化の潮流を捉えつつ、今の時代を生き切っていこう。
　結びに２期６年の委員長職を終えるにあたり、読者である商工会議所会員の皆様、市
民版においては十和田市民の皆様、関係各機関、敬愛してやまない広報委員会メンバー
諸兄、いつも見守ってくれた岩間副会頭・日野口先生、そして事務方としてお支え頂い
た会議所職員の皆様、特に委員長のわがままを形にしてくれた事務局の古林健さんには、
心より感謝する。ありがとうございます。謝々 !!

― 2018年十和田商工会議所創立70周年を想いつつ… ―（かけちゃん）

隠したいことの一つに歳がある
歳は隠せてもしわは隠せない

三浦　幸子

ゆっくりと進む時計がほしくなる
どうせなら止まってほしい

葛巻智津子

考える頭とろとろ眠くなる
難しいことは考えず、眠るのが一番

豊巻つくし

人好きになって心の棘が抜け
こころはまあるい方がいい

大釡　丸子
（協力　十和田かぱちぇっぽ川柳吟社）

中小企業者のための

青森県火災共済協同組合
火 災 共 済・自動車共済
事故費用共済・傷害共済等

〒030-0801 青森市新町二丁目8番26号　TEL 017-777-8111

代理店 十和田商工会議所  火災共済担当
十和田市西二番町4-11  ＴＥＬ 24-1111

１枚写真館

　日経トレンディによる今年の
ヒット商品第１位は「ポケモン
GO」だそうで。ポケモンと言
えば、自分が中学生の頃に初期
のゲームが登場した、もう過去
のヒット作という感覚だったが
…。いつ、何が流行ったりブレー
クしたりするか分からないもの
です。　　　　　　　　　（tkr）
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担当している業務
　下北から岩手・秋田の県北をエ
リアに、小型・中型業務用空調機
のメンテナンスを担当しています。
　
仕事でもプライベートでも
　技術だけではなく、いつでも人
とのつながりを大事にしています。
お客様との関係がアップすると、
よりよいサービスにも結び付くと
思うので、要請のない時でも訪問
して様子を伺ったり、分かりやす
い説明を心がけたりしています。
プライベートでも男女の仲を取り
持ったりするのが好きです。
　
上司・先輩方のように
　よくミスやトラブルも起こして
しまいましたが、その度にフォ
ローしてもらいました。まず自分
の思う通りにやらせてもらった分、
後輩にもそうできるように器量・
力量をアップさせたいです。

家計に優しい趣味
　日曜大工が趣味で、家で使って
いるテーブルや棚は自作です。夏
場、仲間とよくＢＢＱをするので、
オフシーズン中にいろいろグッズ
を作っておいたりもします。自宅
そっくりの犬小屋も作りました！
　
やり過ぎ禁物
　車も大好きで、前はかなりイ
ジっていましたが、やっぱりやり
過ぎはいけませんね。今は封印し
て、代わりに息子のトミカで心を
満たしています（笑）。
　
10年先の結実を見据えて
　私達の基幹業務はメンテナンス
です。ですから、正直な仕事をし
てお客様の信頼をいただき、10
年先もしっかりと使命を果たせる
ように取り組んでいきたいと思い
ます。素早い対応と質ではどこに
も負けません！

小笠原産業株式会社

田 嶋　智 明さん
（30歳）

た し ま ともあき

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。ご連絡は当所広報担当まで　TEL 0176-24-1111
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スナックビアン

笑顔と生花が華やぐ店内で笑顔と生花が華やぐ店内で
今宵も楽しいひと時を…今宵も楽しいひと時を…

スナック　ビアン
ママ（代表）　大下内　乙美
所 在 地　東三番町1-14 おしゃれ館パートⅡ
　　　　　（６月に中央ビルから移転）
Ｔ Ｅ Ｌ　
営業時間　
定 休 日　第２・５日曜日

スナック　ビアン
ママ（代表）　大下内　乙美
所 在 地　東三番町1-14 おしゃれ館パートⅡ
　　　　　（６月に中央ビルから移転）
Ｔ Ｅ Ｌ　
営業時間　
定 休 日　第２・５日曜日

スナック ビアン

青森
銀行

●

（おしゃれ館パートⅡ）


