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点検業務中に気を付けて
いることは何か？
高所での作業が殆どであるため︑点検
に用いる工具を落とさないように︑スト
ラップ等を用いて︑防止しています︒工
具が落下すると︑地上まで取りに戻らな
ければならない︑というのはもちろんで
すが︑落下した工具が発電所の設備を傷
つけたり︑地上で作業してる人を傷つけ
たりすることがないようにしております︒
また︑点検場所が高所であることや︑
設備によっては発熱していたり︑巨大な
回転部品の近くで作業することもあるた
め︑自身も含めて︑作業員全員が怪我を
負わないように︑全員での注意・点呼を
行っております︒

点検業務で辛いことは？

点検は外から発電所に異常がないかの
目視点検以外は︑内部に入っての作業に
なります︒内部の作業は︑地上から ｍ
80
にある場所となり︑非常に風の影響を受
けて揺れやすいため︑時には酔ってしま
うこともあります︒
点検場所へ向かうには︑昇降機を使う
他に︑直角梯子で上に昇らなければなら
ないこともあり︑非常に体力を使います︒
その他︑発電所内部の狭い箇所にて点検
作業を行うため︑作業体勢の維持が難し
いことや︑通路が平坦ではなく︑歩きに
くいこともあり︑ここでも体力を消耗し
てしまいます︒

月 日︑青い森信用金庫は下長支店を
廃止︒河原木支店と統合し︑新たに下長
１丁目にオープンいたしました︒
広い駐車場とガラス張りでクリアな印象
が特徴で建物内も白を基調とした清潔感
溢れる空間となっております︒

TEL/0178-20-2121

〒039-1164
八戸市下長 1 丁目 18-25

〒031-0072 八戸市城下1-10-15
クリエイティブデザイン事業部
TEL 0178-47-8162 FAX 0178-47-8411
ニュービジネス推進部
TEL 0178-38-6400 FAX 0178-38-5411

忘れられない業務︑
今も覚えている業務は？

Smile&Honesty 一人ひとりが未来のために。

田名部組施工実績紹介

東北ブロック ニューオフィス激励賞受賞

令和元年 月︑
新郷村に風力発
電所が完成しました︒
発電所は９
基となっており︑
出力規模は Ｍ
Ｗとなっております︒
こちらの発電所には︑
計画の段
階から︑
建設にいたるまで︑
株式会
社田名部組も深く関わっていたた
め︑社員一丸 となって完成まで作
業・業務に携わっておりました︒
完成からすでに一年ほど経過し
ましたが︑
株式会社田名部組は︑
発電の要となる風車の定期点検
業務を請け負っており ︑現在も︑
﹁新郷村風力発電所﹂
を支えてお
ります︒
今回︑
こちらの定期点検業務に
従事している社員より︑
貴重なお
話を聞くことができましたのでご
紹介したいと思います︒

業務のときに自分の励みに
していることは？

初めて発電所内部に入った際︑これ以
上は行くことができないと思った道幅が
狭い場所に︑体勢を整えながら入って行
き︑点検を行ったときが︑驚きす ぎて︑
非常に忘れられないです︒
ボルト交換の作業の際に︑古いボルト
を取り外そうと︑力を込めすぎて︑折っ
てしまうという︑ハプニングを起こして
しまったことです︒本来︑設備に取り付
けているボルトは︑全体重をかけてもな
かなか取り外せないものなのですが︑そ
の時は︑体重をかけながら力を込めたと
きに︑折れてしまい焦ってしまった︑と
今では笑い話になっています︒
私が忘れられない作業は︑設備のオイ
ル交換の際に︑誤ってオイルを漏らして
しまい︑自身で浴びてしまったことです︒

田名部組では︑これまで太陽光発電所の点検作業を 件
ほど請け負っており︑ある程度のノウハウはありますが︑
風力発電所の点検業務は︑初めての試みとなります︒当初
の想定より難しく︑苦労の多い現場の作業ではあると思い
ますが︑それでも︑業務に従事している方から︑貴重なお
話を聞くことができたので︑非常に良い機会だったと思い
ました︒
これから︑
冬本番を迎えます︒寒さとの戦いもありますが︑
体調には十分気を付けて業務に従事していただきたいと思
います︒今回は︑お忙しいところありがとうございました！

取材を終えて
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において
『第33回日経ニューオフィス賞』
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河原木支店

日本経済新聞社・一般社団法人ニューオフィス推進協会主催

持続可能な社会を目指して

点検業務はどのようなこと
をしているのか？
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点検作業は決まった作業であることが
殆どですが︑故障対応にて現地へ赴くこ
とがあります︒その時︑的確に状況を把
握し︑故障原因を究明・対応して︑速や
かに発電を再開させることが出来たとき︑
非常に達成感を得ることができるので︑
その経験を思い返し励みにしております︒
また︑作業が終わるのは︑夕方近くに
なってしまうので︑発電所から外に出る
と︑夕日に照らされた発電所を見ること
ができます︒その光景は非常に圧巻され
るものであり︑明日以降も頑張ろうとい
う︑やる気をおこさせるものとなります︒
発電所の点検作業は︑普段とは異なる
場所の業務となるので︑辛いこと︑気を
付けることが多く︑大変な作業となって
います︒しかし︑その作業を終えた後の︑
達成感や終った後の雑談は︑普段と異な
る作業だからこそ︑得られるものであり︑
非常に有意義なものであると思います︒

新郷村風力発電所
×
㈱田名部組
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風力発電所の点検は︑ 年という長い
期間でお客様と契約を締結しています︒
この期間内で︑機械が故障し︑発電が止
まってしまうといった︑事故を極力防ぐ
べく︑毎月の定期点検を行い︑発電所の
設備維持を維持しております︒
毎月の点検は︑発電所の設備・機器が
正常に稼働しているか︑異常がないかを
確認しております︒一例をあげますと︑
発電機からのオイル漏れや︑表示計に異
常がないかといった目視点検を一つずつ
行っています︒異常を発見した場合には︑
お客様が定めた対応方法によって処置を
行い︑予防保全作業を行います︒
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工
期 2017年10月〜2019年11月
発電設備 2,000kw×9基
出力規模 18.0MW
新聞名の「カーマイン」とは「えんじ色」
２０３０年に向けてに
敷地面積 約537haの敷地の一部
類似したカラーの英語名です。 世界が合意した
所 在 地 青森県三戸郡新郷村
「持続可能な開発目標」です
「伝統と挑戦」を兼ね備えた「えんじ色」
のイメ
ージは、㈱田名部組が目指す経営姿勢と一致する
ため、コーポレートカラーとして、創業間もない昭和
初期から愛用しております。
新聞名の「カーマイン」は、ご覧いただいている皆様
に、発行元の㈱田名部組を連想していただけるこ
とを期待して名付けました。

〈発行〉株式会社田名部組ブランディングチーム
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− カーマイン −

特定非営利活動法人 フォルツァ

◆お申し込み・お問い合わせ先◆

通所型サービスCとは
保健・医療の専門職が３〜６か月の短期間、集中的に運動機能や口
腔機能などの改善を図ることを目的としたサービスを提供しており、

【筋力アップ教室】
【お口の健康教室】
【脳力アップ教室】
があります。

事業対象者
✔ 八戸市に住所がある方。
✔ 要支援１・２の認定を受けた方、
または基本チェックリスト
（25
項目の簡単な質問）
で健康状態を確認した結果、
「総合事業対
象者」
に該当した方。

筋力アップ教室
マシンを使った有酸 素運 動、体
操やストレッチなどの筋力トレー
ニングを行います。腰や膝などに
痛みがあっても負担を軽減するメ
ニューもあります。

名

称

所

八戸市高齢福祉課
担当地区

在

地

電

八戸市内丸１丁目１‑１
高齢者支援センター

話

43-2111（内線5153〜5158）

担当地区

高齢者支援センター

市川・根岸

寿楽荘

52‑8000

柏崎・吹上

八戸市医師会

38‑3820

下長・上長

はくじゅ

20‑4400

是川・中居林

修光園

28‑6234

田面木・館・豊崎

ハピネスやくら

27‑8990

大館・東

福寿草

38‑7612

長者・白山台

ちょうじゃの森

46‑0817

白銀・湊

えがお

38‑1328

三八城・根城

みやぎ

71‑2271

白銀南・鮫・南浜

瑞光園

25‑0103

小中野・江陽

アクティブ 24

73‑3337

南郷

ゆとり

20‑9944

利 用 期 間

3ヶ月から6ヶ月

新型コロナ感染対策

料

金

1,550円/月

送

迎

有り（足湯のサービス付）

▶
▶
▶
▶
▶

お申し込み先

週に１回利用の場合

お住まいの地区の高齢者支援センター

見学・体験利用も受付中

今なら、入会月分の

定期的な換気
利用前の検温
定期的な機器の消毒
間隔をあけての運動
手指の消毒

お客様の安心安全を優先したスタジオ
運営を心掛けております。

北東北初導入 最新酸素カプセル
※料金は全て
税込表示です

コース

利用時間

4,950円

9：00〜21：00

フリー コース
週１コース
送迎付き週１コース
ナイトパックプラン

5,000円

3,300円
6,050円
2,800円

（最終受付19：30）
水曜日は16：30〜21：00

16：00〜21：00

（最終受付19：30）

八戸市沼館4‐1‐87（極楽湯様となり）

ご予約は 0178‐24‐1152
フォルツァ 八戸

facebook・instagram も見てネ

酸素カプセルとは？

入会金 当月会費

キャンペーン適応条件
※
ご入会後︑３ヶ月間以上の
ご在籍をいただける方に
限ります

12月29日までキャンペーン中

フォルツァＨＰ

加圧×デイサービス

デイサービス八戸中央
℡ 0178-32-7726

合言葉は「加圧で貯筋」

トレーニング例

こんなお悩み
ありませんか？
□ 階段の昇り降りがつらい
□ 長時間歩くのがつらい
□ もっと身体を動かしたい
□ 家事がつらくなった
□ 荷物を持つのがつらくなった

東北でも珍しい加圧トレーニン
グを機能訓練に取り入れたデイ
サービスです。
低負荷・短時間で無理なく運動
することができ、筋力増強だけ
でなくアンチエイジングにも効
果が期待されます。

〒031-0071 八戸市沼館4丁目1-8

上腕二頭筋を鍛えるトレーニング
見込める効果
鍛える事で荷物を持ち上げやすくなり
ます。
通常はダンベルを使用した筋トレです
が、加 圧ベ ルトを巻くことで 素手で
行っても十分な効果が期待できます。

下肢を鍛えるトレーニング
見込める効果
歩行や階段昇降、立ち上がりなどがス

その悩み...
加圧で解決できるかも!

ムーズになることが期待されます。

※効果には個人差があります。
身体に負担を少なく、
短時間で効率よく筋力の維持向上を目指します!

能です。

加圧トレーニングでは持久力の遅筋、
瞬発力の速筋を同時に鍛える事が可

疲労回復・ケガの回復・頭痛・二日酔い・ア
ンチエイジング・冷え性・目の疲れ・寝つき
が悪い・集中力の低下にお悩みの方。
血 液中に溶け込む酸素を気 圧の変化に
よって多く作り出し、身体に取り込ませ毛
細血管まで酸素を運ぶことにより、様々
な症状への効果に期待が持てます。

無料体験
実施中

陰

八戸工大一高剣道部

徳陽報の精神のもと各種ス

ポーツにおいて顕著な成績

を残し︑数多くのプロ野球選手や
オリンピック選手も輩出している
強豪校の八戸工業大学第一高等学
校︵以下 工大一高︶の剣道部に

﹄を 極 める

潜入取材させていただきました︒

道

﹃
将来に生きる人間力を養う
﹁道﹂を極めようする生徒剣道の指導はも
ちろんですが︑選手の私生活や行動面の指
導を徹底しています︒生活の乱れは心の乱
れとも言われますし︑集中させるにはそこ
からの指導が大切と考えています︒そう語
るのは監督の倉田先生︒アツい言葉には生
徒に対する想いが宿っています︒その想い
に応えようとする生徒も倉田先生をリスペ
礼に始まり礼に終わる︒この言葉を体現

コロナの影響で悔しい思いをした生
徒さんに一言お願いします︒
今年は全国を目指せる選手を育成し
てきた分︑私も指導者として悔しくて
仕方ありません︒この大変な時代を過
ごしたと話せる時期が来るはずです︑
私からのお願いです︑どうかこれから
も剣道を好きでいてください︒
歴史ある学校の伝統ある剣道部の重
責を感じることはありますか？
重責までとはいきませんが︑３年前
にインターハイ出場を果たすことがで
きました︒
そ れ 以 降 は︑準 優 勝・第 ３ 位 と 悔
しい思いをしています︒また︑是非全
国の舞台を選手と共に味わえるように
日々頑張り︑剣道部の新たな歴史を築
いていきます︒

年末年始セールのご案内

月 日㈫〜 日㈬
１月５日㈫〜 日㈪まで

年末年始セールを開催いたします︒
精肉各種が大変お買い得となりま
すので︑年末年始の御馳走にどう
ぞご利用ください！
また︑お歳暮ギフトも承っており
ます︒

セット商品以外にも︑店頭にある
商品をご予算に応じて詰め合わせ
て贈ることできます！
ぜひ店員におたずねください♪

当店年末年始セールの開催中
に︑カーマインをご持参され︑
３０００ 円以上お買い上げの
お客様に︑ぷちタルト２個を
プレゼント！
ぷちタルトはチーズ・ショコラ︑
お好きな味をお選びください！
期間中でしたら
ご利用
いただけます！

…

月 日㈫〜 日㈬
１月５日㈫〜 日㈪まで

美味そう

自然栽培でできた
コメと野菜を食卓に

︻自然栽培︼
は徹底した土の管理！
持続可能な環境づくりが基本。

私たちの提唱する自然栽培は︑
微生物や昆虫が活躍
できる土壌を数年かけて作ることが前提です︒
作物
を植えてからも観察と改善を日夜繰り返し︑
適量の
水や草木を保つことで︑
農薬・肥料を一切使用せずに
自然の力で作物を育む農法です︒

〒039-1165 八戸市石堂 2 丁目 26−7
☎ 0178-28-4423
Fax 0178-38-9320
E-mail agri@solabel.jp

クトしていることが見て取れます︒

住所：五戸町古館下川原４３
電話番号：０９０−５２３９−４９６４
営業時間：１０時〜１７時

口ぐせ:トリあえず

大
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保坂梨恵

評

好

鍋の季節到来

勝手にシャモロック大使

11 30

焼

の
!和

11 30

合同会社ソラベル

するように︑稽古中は相手を敬ったり︑気

12/31 ㈭〜 1/4 ㈪まで
お休みとなります。

22

ット
セ
肉

プレミアムプレゼント企画

【年末年始のお休み】

12

https://solabel.jp/

工場直営価格

五戸で「のびのび元気」に育った美味しい地鶏

自然栽培の米と野菜
生産品ラインナップ

インスタグラム フェイスブックの検索はソラベルで

遣ったりする姿にそれらは現れております︒

強さの意味
生徒の息遣いと乾いた竹刀の音︑床を踏

む足音だけが響く道場で一心不乱に竹刀を

振る生徒たち︒県内でも有数の強豪校にな

れる﹁強さ﹂はどこにあるのでしょうか？

先生や生徒たちの動きやその姿勢に答えが
先生と生徒の関係性は一見︑上下関係や

あるように感じます︒

今回︑コロナによって色々な部分で影響が出
たと思いますが︑苦労した点は？
先輩方と一緒にインターハイ出場を目指して︑
日頃の練習を全力で頑張ってきましたが︑コロ
ナの影響で沢山の遠征・試合が中止となり︑目
標としてきた高校総体が中止となって苦労とい
うか悔しい気持ちでいっぱいです︒
剣道を始めたきっかけは？
小学２年生の時に︑初めて剣道を観てカッコ
イイなぁと思い始めました︒
剣道を通じて学んだことは？
礼儀やどんな時でも諦めない︑負けない心を
学ぶことができました︒
工大一高剣道部の魅力や︑他校に負けない個
性は？
魅力は練習後は先輩後輩なく仲が良いところ
です︒練習の内容の濃さと厳しさです︒
今回の大会を振り返って
９月の市内新人剣道大会が開催されました︒
団体・個人ベスト４を完全制覇できました︒私
も酸素カプセルのおかげで︑個人優勝すること
が出来ました︒
スポーツ高校の代名詞にもなっている
工 大 一 高 の 剣 道 部︒そ の プ レ ッ シ ャ ー を
感 じ る こ と は あ り ま す か？ま た そ れ を
克服する秘訣は？
プレッシャーは感じています︒秘訣は︑絶対
に勝つという気持ちを個々が持つことです︒
監督さんを一言でいうと？
外見は怖いと思われがちですが︑選手の為に
全力を尽くしてくれる監督です︒
ケガを負った時の率直な気持ちとそこから
再起するきっかけになったものは？
半月板を損傷をした時は︑正直︑周りの選手
や仲間たちに差をつけられると焦りを感じてい
ました︒何より春までに完治するか不安でした︒
監督が自分のケガを早く治そうとしてくれて︑
健康スタジオフォルツァの酸素カプセルを紹介
してくれました︒最初は半信半疑でしたが︑週
２回酸素カプセルを利用し︑２カ月間通いまし
た︒その結果自分でも驚くほど早く回復するこ
とができ︑現在は痛みは全くありません︒
年内試合は無理だろうと言われましたが︑監
督の為︑チームのために頑張ろうと強く想い︑
個人戦と団体戦で優勝することができました︒

学校情報
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詳しい商品情報は
QR コードから

検索

ソラベル

「ご購入は食べチョク」から

指導者と生徒といったはたから見ると教え
る者と教えられる者といった関係性を想像
してしまいますが︑工大一高剣道部にはそ
感じました︒

れとは違った﹁つながり﹂のようなものを

〒031‑0822
八戸市白銀町字右岩淵通 7‑10
TEL.0178‑33‑5121
FAX.0178‑34‑3942
https://kodai1.ed.jp/

青森シャモロック直売所

合同会社ソラベル®

倉田監督
インタビュー

Here!
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m
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r
D
Your 君の夢は、ここにある。

ト
食 リあ
べ え
て ず
み
て
!

工場
直営

安心安全を食卓へ

★白米【まっしぐら】
★玄米【まっしぐら】
★ニンニク
★黒ニンニク
★じゃがいも
★長芋
★玉ねぎ
★小豆
★大豆
★味噌

武士にも見える程の
打ち合う姿に圧倒
健康スタジオフォルツァ
酸素カプセル

2020/11
− カーマイン −
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【石鉢主将にＱ&Ａ】

右膝半月板損傷
全治５ヶ月
2020.6

料理開始
いざ

実食

まずはカレーです。 ゴロゴロ野菜と
シャモロック。見た目にカラフルなジャ
ガイモの主張が強いですが、 食べてみ
るとジャガイモ歯ごたえ、 甘み共に完
璧に仕上がっておりました！ （
自画自
賛）
。
旨味が溢れるシャモロックもスパイ
シーなカレーに負けずしっかりと旨味
を感じる事ができました。
ハマグリは少し焼きすぎた感があり
ますが、 それでもふっくら焼き上がり
美味しく頂きました。
箸休めでソラベルの玉ねぎサラダを
食べます。 ドレッシングを使用せずと
もしっかりとした甘みとシャキシャキ感
がありこれまた完璧でした！カットし
ただけだから 笑
( )

!

そして、 一番仕上がりに不安なゴマ
団子です。一番の強敵揚げ物です が
…、
揚げすぎず程よく弾力を残したゴマ団
子。 小豆の甘みをしっかり感じられる
お上品な仕上がりに一番ビックリしま
した。
全 て の 工 程 でＩＨク ッキ ン グ ヒ ー
ターのサポートで失敗せずに美味しく
出来上がりました。

ま！
ん

いつでも
主夫できます

源泉食材②
厳選食材②

いざ

意外と料理上手な
山本君

厳選食材①
厳選食材①

宮内庁御用達地鶏青森シャモロック
青森シャモロックとは、 青森県畜産試験場が20年の歳月をかけて交配した
高品質な地鶏です。
全て平飼い（放し飼い）で、 一般のブロイラーの２倍の期間をかけてじっくり
と育てます。 奥深い味わいで濃厚なダシが出るほか、 ピアノ線のごとき繊
細な食感が特徴で、市場からは名古屋コーチン、比内地鶏と同等の評価を
受けています。
宮内庁管轄の御料牧場へひなが出荷されている唯一の地鶏でもあります。
購入先 （株） グローバルフィールド （平日 8 時～ 17 時）
〒039-1512 青森県三戸郡五戸町字西ノ沢 6-1 TEL ： 0178-61-1511

農薬も肥料も使わない自然栽培ソラベル
放置 ・ 放任ではなく、 自然の環境を田畑で再現できるよう生産者が手を
かける栽培方法。
肥料 ・ 農薬 ・ 除草剤を一切使用しない、 農産物の生産を行っています。
この栽培で重視していることは、土や植物が持つ本来の力を発揮させるこ
とにあり、 土づくり ・ 種づくり ・ 人づくりから始まります。
●小豆 じゃがいも たまねぎ にんにく 小麦粉 白米 （まっしぐら）
購入先 合同会社ソラベル
〒039-1165 青森県八戸市石堂 2 丁目 26-7 TEL.0178-28-4423

代表取締役 山子 泰典
本社
〒031-0012 八戸市十日市字松ヶ崎 4-5
TEL0178-96-5911 FAX0178-96-3478
エコ電化事業部
〒031-0011 八戸市田向２丁目 12-5
TEL0178-20-8775 FAX0178-20-8776
建築業許可証 青森県知事許可
特‑2 第11096号
事業内容
・一般電気工事業
・電気通信工事業
・冷暖房設備工事業
・空調設備工事業
・消防施設工事業
・保守・メンテナンス業
・電気器具販売業
・上記に付帯する一切の業務

一枚のレシピは渡されたものの、 不
安を抱えながら調理が始まりました。
まずは時間がかかりそうなカレーの下
ごしらえです。 危なっかしい包丁の使
い方で野菜をカットします。
カラフルなソラベルのジャガイモの
カレーのルーと合わさった時の映える
感じを想像しながら皮を剥いていきま
す。 自然栽培で育った野菜だからなの
か実も皮もしっかりしていて、 食べる
のが楽しみになってきます。 その後は
シャモロックをカット。 今回はモモ肉
を使用しました。 包丁を入れた瞬間に
分かる皮と実の弾力。 油断していると
包丁もろともはじき返されてしまうほ
どの弾力は地鶏ならではのものです。
味が染み込みやすいよう隠し包丁を入
れたりして、 気分だけは料理人です。
ソラベルのカラフルじゃがいも達

今回使用した厳選食材たち
山匠電気工業

株式会社

!
注意 ! 貝はしっかり火を通しましょう

20

ブロイラーに比べ色も味わいも深い青森シャモロック

!

その傍らではソラベルの玉ねぎを炒
め続ける事数十分。ＩＨならでは温度
調整などは気にせず一定の火力でしっ
かりあめ色になるまで炒めます。 炒め
終ったら全ての具材を鍋に入れ、 野菜
が柔らかかくなるまでグツグツ煮込ん
でいきます。 火を使わないので、 安心
で簡単にカレーが出来上がりました。
ハマグリ・・貝の口と格闘する事
分やっと開ける事が出来ました。 その
上にマヨと醤油を適量垂らし、 加熱す
る事 分。 簡単に出来上がりました！
ゴマ団子は甘さを抑えたソラベルの
小豆を一口大にして油で揚げるのです
が、ＩＨのお蔭で一番危険な揚げ物も
料理素人でもこんがりと揚げる事が出
来ました。
ソラベルの玉ねぎはカレーの他にサ
ラダにしてみました。
15

田名部組男子料理部始動 !
田名部組ブランディングチーム （
以
下 ）は今回、 株式会社山匠電気工業
エ コ 電 化 事 業 部 様 へ お 邪 魔 し、ＩＨ
クッキングシステム使った料理体験を
させて頂きました。ＩＨの魅力はどん
なところにあるのか？これからお家を
建てようと考えている方やリフォーム
を お 考 え の 方 に 参 考に な るよ う な レ
ポートを頑張りました！
普段キーボードばかり使用している
内気な男子社員が集まり始めてのクッ
キング。果たしてどのような結果になっ
たのか・・・？
料理素人の男子でも上手に料理がで
きるのか？

ん
あ〜

ソラベル小豆使用
特製ゴマ団子

今回大活躍のIHクッキングヒーター

＝企業情報＝

BT

ハマグリのマヨ焼き

!
‼

ウマ
杉 良太郎
‼

株式会社山匠電気工業
IHクッキング男飯 with TNB男子

ソラベル玉ねぎ
じゃがいも
青森シャモロックの
スペシャルカリー

4
− カーマイン −
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