e

Company

ネクスト

Newsletter

in Aomori

Vol.6

エネルギ ーを次 へ 繋ごう。

伊藤忠エネクス株式会社

伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社

e

ネクスト

in Aomori
Contents

「場を清め、災厄を祓う」
八戸ポータルミュージアム はっち
「はっち」は街の玄関口。
八戸の情報や 文化、魅力がいっぱい詰まっています。
ここに住んでいる人にとっても、観光で訪れた人にとっても
いろいろなことを教えてくれる宝箱。
そのひろばにずらりと並び、時を告げてくれるのは、
八戸の総鎮守である法霊山おがみ神社に伝わる法霊神楽の権現様たち。
権現様は神様の化身。その歯打ちには “祓い清める” 意味があります。
みんなが悪しきものから護られますように、

八戸ポータル
ミュージアム「はっち」

★
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ササキ石油販売株式会社

佐々木 佳弘 さん
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綾 さん
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妻神 宏志 さん

古川 就章 さん
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エネクスホームライフ東北株式会社
弘前支店

小笠原 信子 さん
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伊藤忠
エネクスホームライフ東北株式会社
弘前支店

小林 真由美 さん
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スタッフの
おすすめスポット

佐藤 孝児 さん

Next（ネクスト）発行によせて

ずっと安心して暮らせますように。
日々の暮らしのライフラインで、東北の人々の生活を支える伊藤忠エネクスグループ。

そんな祈りをこめて歯を打ち鳴らしながら、

そこで働く仲間たちのエネルギー、地域の素晴らしさを伝え、心を繋ぐ情報誌を目指してお届けします。

自分を不思議そうに見上げてくれる子どもたちを見守っています。
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いつもの 笑 顔 が 待っている。
快晴の空、そして海の青。遠足でやって来た小 学 生たち。
古くから商売繁盛、漁業安全の守り神として
かぶ

Interview 1

しま

地元の人々の信仰を集めてきた蕪嶋神 社は
2 0 1 5 年に火災で焼失した社殿も、今はこのとおり。

みんなに喜んで貰い、

人々にとってなくてはならないもの、暮らしを支えるもの、

地 域の未 来が良くなることを。

私たちもそういう存在であればいいなと思うのです。

社 会に貢 献し、
新しいプロジェクトを始める醍醐味。
ササキ石油販売株式会社
〒034-0301 青森県十和田市大字奥瀬字小沢口 425-3
TEL.0176-72-2026 FAX.0176-72-3131
代表取締役専務

佐々木 佳弘 さん

人が輝き、人を生かす共生社会に
就労継続支援事業所を設立

100 年先の未来へ
美しい十和田の自然と人のために

祖父がササキ石油の創業者で、私は12年間仙台で

仙台にいた時からずっとバンドでギターを弾いてい

伊藤忠さんにお世話になり帰ってきました。
また2019

ます。“MACARBLE”というバンドで、地元で2ヶ月に1回

年に株式会社想い工房を設立しました。想い工房は就

くらい、
また東京・仙台など県外でのライブを多くやっ

労継続支援B型事業所で、障害を持ったり、継続して働

ています。
スタンドから10分も車で行くと奥入瀬渓流が

くことが困難な人たちの支援をする会社です。
ここでは

あり、十和田湖や八甲田山も美しいところ。十和田はバ

十和田市のにんにくの加工や6月からはカレーのデリ

ラ焼きが有名ですが、
それよりも私は豚タンがお薦め。

バリーを始めました。ササキ石油のスタンドでも、掃除

安いし激うまで、地元ではポピュラーです。

や洗車の拭き上げを担当してもらっています。
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佐々木さんのバンド
MACARBLE

ササキ石油は来年で60周年。
これを100年先まで続

利用メンバーがいかに社会貢献出来るようになって

けていくのが夢であり目標です。想い工房を始め、
ササ

いくか、彼ら彼女らと並走しながら取り組む仕事はとて

キ石油でも新しいプロジェクトを考えています。新しい

もやりがいがありますし、仕事をすることで笑ってくれ

ことを始めるのは楽しいですし、それが成功すればみ

るのが嬉しいです。
またスタンドでもお客様に喜んでい

んなに喜んでいただけるでしょうし、会社だけではなく

ただけることが一番ありがたいですね。

十和田のために頑張っていきます。

4

株式会社オリワン
エネルギー事業部 ホームライフ部門

Interview 3

三沢支店

〒033-0024 青森県三沢市東岡三沢 3-41-85
TEL.0176-53-1340 FAX.0176-52-5441

吉田
即戦力として現場で活躍中
お客様から信頼される社員に

冬の始まりは

綾 さん
故郷・青森の良さを再発見
仕事の幅を広げ会社に貢献したい

神奈川県で電気工事士として働いていたのですが、

ドライブとラーメンとカメラが趣味なので、休日は絶

コロナの影響もあり昨年7月に地元に帰ってきました。

景を求めてアクティブに動き回っています。青森市にあ

経験や技術を活かせる職場と思ってはいたのですが、

る中華そばの「すわ」
と、同じく
「田むら」の煮干しラーメ

入社初日に皆さんに挨拶をして、
そのままエアコン取付

ンがとてもあっさりしていてリピートしています。三沢の

の仕事に同行して驚きました(笑)。
ここでは石油・ガス

隣のおいらせ町から通っているのですが、生人形が名

機器の取り付けや配管工事などガス関連の仕事をして

物の「おいらせ下田まつり」や、三沢基地の外国人にも

います。

鮭の掴み取りが人気の鮭まつりがあります。

ストーブの掃除と修理から。
暖かく安心して過ごせるように
地域の暮らしと安全を守る仕 事を。

いき にん ぎょう

「工事は楽しく」
というのが現場のモットー。大変な

土地柄、仕事で外国人のお宅にお邪魔することも

工事も沢山ありますが、それ以上にここの方々と一緒

あるので、もっと英語を話したい気持ちは強いです

に仕事をする楽しさのほうが上回っています。
この会社

ね。話好きなので、会社の同僚やお客様との会話が楽

だからというだけでなく、
「この人だからお願いしたい、

しく、毎日の糧にもなっています。
もっと多くの資格を

安心して任せられる」
という先輩方への生の声をお客

取り仕事の幅を広げ、期待に応えられるようになりた

様から聞くので、自分も信頼いただける社員になりた

いですね。そしてまだ独りなので、一緒にドライブに

いと思っています。

行ってくれる彼女募集中です。

株式会社サンガス
〒039-0143 青森県三戸郡三戸町大字川守田町１３
TEL.0179-22-2661 FAX.0179-22-2668

丈口 勝明 さん

暮らしのインフラは全部お任せ
地元のお客様に頼りにされる仕事を
三戸生まれの三戸育ち、
地元の企業がいいなと思い、

Interview 2
「この会社だから」だけでなく
先 輩たちのように
「この人だから」信 頼して
任せていただける社員を目指して。
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休日は子どもたちと楽しく
パパは家族の “とらねこ大将”
馬場のぼるさんが三戸町出身なので、絵本「11ぴき

サンガスに入って28年になります。
ここは住宅に関する

のねこ」
シリーズを推しています。記念館やねこの石像

ことはすべて請け負っているので、私もガス、電気、水

が町のあちこちにありますし、人形劇を開催したときは

道、下水道に必要な資格を取って幅広く任せていただ

長崎から来ていた人もいました。私も子どもと一緒に見

いています。年配のお客様も多いので、時間がある時

に行きました。子どもがまだ小2と年中さんと小さいの

は「使っているのどうですか？」
と聞きに行くこともあり

で、休日は子どもの相手をしています。子どもたちが生

ます。販売したものには責任がありますし、安全に使っ

きもの好きなので、金魚やハムスター、田んぼから獲っ

て頂きたいですからね。

てきたどじょうや沢蟹一匹の世話も私の仕事です。

以前ガス配管の工事で図面が3回変わったことがあ

仕事も自由にさせていただいているので毎日楽しく

りました。
ガスボンベの場所がころころ変わって、なぜ

過ごしていますが、
そろそろ旅がしたいですね。妻も旅

こんなに変わるのか聞いたら、お客さんからの要望で

行が好きでコロナ前は宮城県の秋保温泉や、すぐ隣の

「風水がダメだ」
って(笑)。家を建てるのは一大事業で

金田一温泉に行っていたので、時期を見て行こうと

すが、
あの時のことはとても印象に残っています。

思っています。
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Interview 4
会 計の仕事から
「何でも自分たちでやる」
タムラへ。
「自分にはこんなことも出来るんだ」
と
忙しくも楽しい日々。

Interview 5
この会 社が好き。
少しでもお客 様の役に立ち、
会 社を盛り立て
ずっとここで働いていきたい。
東北つばめ石油販売株式会社
セルフ八戸北インターSS
田村商事株式会社
〒035-0065 青森県むつ市松山町 1-1
TEL.0175-22-7010 FAX.0175-22-1272
総務部長

アクティブな社長と共に
新しいことに挑める毎日が新鮮

酒のラベルや法被もデザイン
むつ市の暮らしを満喫中

会計事務所を退職し、
それまでずっと担当していた田

ずっと使ってきた法被を一新しようという話があり、
そ

村商事に3年前に転職、
単身赴任中です。
「出来るものは

のデザインも任されました。
色はオレンジと決まっていた

何でも自分たちでやります」
がタムラの方針なので、
ここ

のですが、
創業昭和37年の歴史を感じさせるものと思い、

に入ってからはこれまで経験したことのない仕事のほう

昔の社印を使って御朱印をモチーフにしました。
毎年10

が多く、
毎日が新鮮です。
社長が活動的なので、
アイディ

月に大規模な感謝祭を催してますが、
総勢50名の社員が

アを聞いているだけでも楽しいですよ。

それを羽織った時には感動しました。

企画やデザインの仕事にも携わっています。
グループ
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佐藤 孝児 さん

むつといえば恐山ですが、
8月の
「田名部まつり」
も有名

会社で米や酒米を作っており、
その酒米と青森の水と杜

です。
私はねぶたにも参加していましたが、
田名部まつりは、

氏で酒を造ろうということになり、
2019年に純米大吟醸を

みんなで騒ぐ祭りではなく京都に由来する神事で、
あち

作りました。
酒が好きなので味も私が決め、
すっきり辛口

こちの町から集まってくる山車が見事です。
趣味は食べ歩

でコクのある酒にしました。
ちょうど太宰治生誕110年だっ

きで、
ここでは昔からある古風な食堂が何を食べても

たので
「DAZAI」
と名付け、
そのラベルのデザインを担当

美味しく、
特にかつ丼がハズレなしです。お酒は
「東通村

し、
ワインのようなボトルに仕上げました。

限定の祈水」
をお薦めしたいですね。

〒039-2241 青森県八戸市大字市川町字田ノ沢頭 35－8
TEL＆FAX.0178-21-1540
営業

吉田 真治 さん

お客様のご要望に丁寧に対応
暮らしの足に必要とされる場所
この界隈は工業団地なので、
そこにある会社や八戸

地元ならではの楽しさを満喫
来年のマラソンでも上位を目指して
先日八甲田山の紅葉を見に行ってきました。普段は

市内に通われているお客様で朝晩がとても混み合います。

地元の良さがなかなかわからないのですが、青森には

入社して20年になりますが、お客様から
「ありがとう」
と

自然がいっぱいあるのだと改めて感じました。食べ物

言っていただけるのが一番嬉しいですね。車の調子が

は何でも、特に海産物が美味しいです。塩辛などイカが

悪くて来店されて、見ただけではわからないことも多い

有名ですが、私はよくイカの煮つけを自分で作って食

のですが、少しでも役に立てるようにという心構えで仕

べています。

事をしています。

コロナでここ２年中止になりましたが、
「八戸うみねこ

ここは0時まで営業しているのですが、以前夜の10時

マラソン全国大会」
にはずっと出場しています。
うちの会

頃にパンクしたお客様がいらっしゃいました。作業受付

社や伊藤忠さんからも出場し、会社では1位、全体でも

は終了した後でしたが、対応したところ、
それがご縁で

上位に入っています。大会が終わってから、みんなで

後に車を購入していただきました。青森では車は暮らし

バーベキューをやるのが楽しいんですよ。お互いに気

の足です。商売としてだけでなく、
そういう繋がりがとて

を遣わずに話せて仕事もしやすく、
とても居心地のい

も大事なのだと、
その時感じましたね。

い会社なので、本当に人に恵まれているといつも思っ
ています。
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エネクスフリート株式会社
北日本販売課
〒039-1165 青森県八戸市石堂 3-14-7
TEL.0178-20-5395 FAX.0178-20-5396
副課長（北東北担当）

八戸 CS オープン時から勤務
24 年間の車事情の変化と共に

古川 就章 さん
親子揃ってサッカーに夢中！
地元の子どもたちを育てる楽しみ

高校を卒業する時にこのスタンドが出来ました。車

休日は子どもも私もサッカー三昧です。娘は仙台の

が好きで、
スタンドで働いていた先輩もいたので入社

高校でサッカーをやっていますし、息子も近々大会があ

し、
ここの主みたいなものです。ずっとスタンド業務をし

ります。青森県はコロナの影響で９月は部活禁止だった

ていて3年前に営業になり、今は法人のお客様のとこ

のですが、
ようやく動き出しました。八戸にはJ3のヴァン

暮らしに寄り添い、

ろに掛カードの営業に行っています。
スタンドにいた時

ラーレ八戸があるし、
ベガルタの手倉森さんは、私の地

からお客様との触れ合いがやりがいでしたが、今は会

元の五戸町出身です。

丁寧な作業と情報発信で

社の社長さんとのお付き合いになりました。
このところ
油の値段が上がっているので、やはりどこも大変だと

お酒は
「五醸」
が呑みやすくて大好きで、7月と11月にし

お客 様の「ありがとう」が嬉しい日々。

いうお話をよく聞かされます。

か発売されない
「特奨 五醸」
がお薦めです。

Interview 6

エネクスフリート株式会社 八戸CS

サッカーで小学校低学年のコーチをしているので、

た。私が入った当時は、八戸は走り屋というかスポーツ

監督までは狙っていませんが(笑)、子どもたちを育てな

カーが多かったのですが、今はそういう車も全然見なく

がら程よくやっていければと思っています。

なりましたね。

〒039-1165 青森県八戸市石堂 3-14-7
TEL.0178-20-5395 FAX.0178-20-5396
店長

この24年間で地元の車事情もずいぶん変わりまし

八戸は海産物ですが、五戸町は馬肉が有名です。

妻神 宏志 さん

Interview 7
スタンド業務から営業へ。
生活の足である車のことを
すべて任せていただける信頼感

来年の夏はぜひ三社大祭へ
美味しい海産物と市場が揃う八戸

このスタンドはフルサービスもあり、裏に住宅地が

青森はねぶたが有名ですが、同じ時期に八戸では三

あるので、お客様の年齢層はやや高めです。法人のお

社大祭があります。小さい時は私も山車を引いていま

客様も多く、
トラックドライバーの方も多いですね。
この

したが、狭い道を走るので、山車が縮まったり広がった

ところ油の値上げが続いているので、値上げをLINE

りするのが本当に凄いです。八食センターが有名です

でお知らせすると、どっとお客様が給油にいらっしゃ

が、陸奥湊駅周辺の陸奥湊駅前朝市や、毎週日曜日に

います。

開かれている館鼻岸壁朝市も見て歩くだけで楽しい。

私はこのスタンドが出来た翌年に入社しました。
この
あたりでは車は生活の足ですから、一家に2～3台車が

地元の車事情の変遷を見つめ
仕事も子どもたちとのサッカーも
充実した毎日。

ちょっと早起きして、嫁と朝ごはんを食べたり見て回っ
たりしています。

あります。
ここでは一般的なスタンド業務以外の修理や

中3の娘が文化祭で行うダンスのリーダーになった

板金などは外注になるので、
ディーラーのようにレスポン

ので、
このところ夜に一緒に踊っています。最近体重の

ス良くは出来ませんが、
車のことをすべて任せていただ

増加が止まらないので、運動しなきゃという気持ちはあ

いているお客様もいらっしゃいます。
ご要望に応えて感謝

るのでダイエットになるかなと。嫁とウォーキングしたり

の言葉をいただくと、
頑張って良かったと思いますね。

もしていますが、時間を見つけて運動するのが目下の
課題ですね。
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Interview 8
変遷の中で積み上げた実績と
働き続ける喜び 。
伊 藤 忠 エネクスグループの
一 員でいられる誇らしさ。
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伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社
管理部 管理課（弘前支店 SO）
兼 CX 推進部 基盤整備室

小笠原 信子 さん

津 軽 富 士に見 守られて。
岩 木山の裾野に広がるりんご 畑、
この収 穫が 終 わ れば、長くて寒い冬が やってきます。
大きいストーブ が 必要な暮らしだから。
車がなければ 日々の暮らしが 大変な土 地だから。
毎日の暮らしが 快適であるように
お 客様から信頼していただける私たちでありたいと思っています。

伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社 弘前支店
〒038-3874 青森県弘前市津賀野字浅田 670-1
TEL.0172-34-3377 FAX.0172-34-3247
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パートから正社員、
そして管理職へ

仕事への努力を認められる喜び

みちのく石油株式会社にパートで入り、
もう25年に

家族の笑顔に囲まれて
家業のりんごの
生産・販売にもひと工夫
実家は隣の藤崎町、
りんごの「ふじ」発祥の町です。

なります。東北タンク商会と合併する時に正社員にし

うちもりんご農家なので、休日はその手伝いに追われ

ていただきました。最初は営業事務を担当し、今は弘

ています。3人の息子たちは成人して別に暮らしている

前支店の管轄エリアと北3県を統括する管理業務、今

のですが、それぞれが社会人になって実家に帰って来

年からは東北全域を統括する本社業務も兼任してい

た時などに、私が仕事から帰って食事の支度をしてい

ます。女性の管理職はしばらく私一人でしたが、最近

ると
「大変だね」
と声をかけて手伝ってくれます。そん

では増えてきましたね。自分の業務や努力したことを

ないたわりの言葉や 家族の笑顔が日々の原動力に

きちんと評価されたのはありがたいですね。

なっています。

昨年会社のHPがリニューアルされ、
イメージ動画が

弘前といえば弘前城と弘前公園の桜、そして
「ねぷ

アップされました。
これまで自分たちで積み上げたも

た」が有名ですが、
うちの管轄の五所川原市の「立佞

のがこういうかたちとなり、自分もその一員でいられ

武多（たちねぶた）」
も20メートルもある縦長のねぶた

ることをとても誇らしく感じています。

で壮観です。夏祭りが終わってお盆が過ぎると、寒く
なってみんな「雪降るよ」
と言うので、青森では祭りが
一大イベントですね。
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in Aomori

Pickup Spot

スタッフ の お す す め ス ポットをご 紹 介

様々なスパイス＋αを煮 込み、
十和田の美 味しい野 菜が
味わえるカレーのお店。

Interview 9
ガソリンの値 上げで
厳しい状 況にもかかわらず
お 客 様がうちの会 社を選んでくれる。
そういう繋がりが 仕 事 の 支え。

想いの木かふぇ
伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社
弘前支店

統括課

2021年6月にカレーのテイクアウトとデリバリーの店としてオープン。
お客様のご要望で11月

小林 真由美 さん

からは店内での飲食も可能となりました。女性向けのランチも始める予定です。3種類の
スパイシーカレーはササキ石油販売の佐々木専務がレシピを考案し、
ここを運営して
いる株式会社想い工房の事業所「Omo..i（おもい）ぱれっと」のフード担当の利用メ
ンバーさんも調理補助をしています。青森カレー研究所（Facebook）
も噂を聞いて食

同僚とお客様に支えられて
苦手なデジタルでの業務も
頑張っています

休日はみんなと山登りをする爽快さ

ほかのガソリンスタンドからみちのく石油株式会社に

子どもは娘と息子で10歳離れています。
息子が生まれ

移り、
ずっと小笠原さんと同じ職場です。
最初は事務とスタ

た時は娘が助けてくれました。あとは会社の社内ポス

ンドの現場業務に携わっていましたが、
今は弘前支店管

ターに載せてもらった猫が一匹。
娘はお嫁に行ってしまい

轄のスタンドの事務や営業を管理する業務になります。

ましたが、
この子たちのために頑張らなきゃと思います

スタンドの現場業務が多かったので慕ってくださるお
客様も多く、
そういうお客様との繋がりが仕事の一番の
支えになりました。
今は事務所にいるのでお客様との接

13

弘前の雄大な自然に囲まれて

ね。
うちも実家と親戚がりんご農家なので、
その収穫のお
手伝いが11月下旬くらいまで続きます。
若い頃はいろいろなスポーツをやり、
今は見るのがメ

点は少ないですが、
今でも自分を頼って連絡をくださる方

インですが、
弘前支店には部員10名弱の登山部があり、

がいるのはありがたいですね。私はアナログ人間な

ここ3～4年はみんなと山に登っています。
弘前支店の前

ので、パソコンひとつにしてもなかなかついていけないこ

が桜並木になっていて、
弘前公園よりも先に桜が満開に

とがあるのですが、
小笠原さんや周りの人たちに助けら

なるんです。
そして真正面には津軽富士
（岩木山）
。
この贅

れて今まで頑張ってくることが出来ました。

沢な景色が自慢です。

べに訪れ、決まった曜日に必ず注文してくれるお客様も。予約制で木曜日にはカレー
パンも販売しています。

〒034-0082 青森県十和田市西二番町 4-3 十誠ビル 1F
TEL. 0176-27-0285
営業時間 ［月～金］11:30 ～ 13:30
定 休 日 土曜日、日曜日、祝日

カフェの予定が
思いつきで
カレー屋に(笑)。
ぜひ食べに
来てください。
株式会社想い工房
取締役

吉田 亮子 さん

約 1 年かけてスパイスを調合。
十和田の逸品「源たれ」など様々なものをブレンドし、
ほかにはない美味しさに。
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教 えます！

地 元 の 伝 統・文na化
l Culture
io

Local Tradit

「八戸三社大祭の山車行事」
は2004年国の重要無形民俗文化財に、2016年にはユネスコ無形文化遺産
になりました。仕掛けが動き、華やかな27台の山車の運行に、北国の夏祭りの熱気は最高潮に達します。

八戸
三社大祭

7月31日から8月4日に八戸市で開催。凶作に悩む八戸の有力者たちの豊作祈願
から始まった祭礼で、おがみ神社・長者山新羅神社・神明宮の神輿行列と山車の
運行だけでなく、神楽、虎舞、駒踊りなど様々な民俗芸能も見ることが出来ます。
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