
平成21年度までの雇用創出目標人数

研修名 回数 開催日 会場 定員 講師名

観光リーダー育成研修 ３ ４月23日㈭、
５月14日㈭・28日㈭

休屋地区、焼山地
区、サン・ロイヤ
ルとわだ

15 羽田　耕治さん
（横浜商科大学教授）

自然体験インストラクター
育成研修 ６ ５月～平成22年２月 休屋地区、焼山地

区 20 ㈱ノースビレッジ

名所・旧跡ガイド育成研修 ３ ９月25日㈮・10月１日㈭・10
月８日㈭

休屋地区、焼山地
区、市街地 20 市内ガイド団体

ホーストレッキングインスト
ラクター・ガイド育成研修

４級　20
５級　10 ４月４日㈯～５月31日㈰ 十和田乗馬倶楽部 ４級　10

５級　25 ㈲十和田乗馬倶楽部

研修名 回数 開催日 会場 定員 講師名
土産品・飲食店従業員
おもてなし研修 １ ５月29日㈮ 休屋地区 20 渡辺　順子さん

（㈱VM代表取締役）

旅館・ホテル従業者育成研修 １ ５月21日㈭ 休屋地区 20 深澤　里奈子さん
（湯河原温泉深沢旅館女将）

タクシードライバー・ガイド
育成研修 １ ９月３日㈭ サン・ロイヤル

とわだ 20 中﨑　良次さん（ヒューマン
リソースアドバイザー）

ユニバーサルデザイン
観光サービス研修 １ ７月23日㈭ サン・ロイヤル

とわだ 20 渡壁　ほづみさん
（㈶日本交通公社嘱託講師）

店内ディスプレイ研修 ２ ８月27日㈭・９月17日㈭ 休屋地区、市街地 20 林　けい子さん
（㈲ルートアイ代表取締役）

温泉入浴マイスター育成研修 １ 11月 焼山地区 15 石井　宏子さん
（温泉ビューティ研究家）

国際化適応研修 １ ９月29日㈫ サン・ロイヤル
とわだ 20

権代　美重子さん
（ヒューマン・エデュケー
ション・サービス代表）

外国文化基礎習得研修 ４ 12月～平成22年１
月

サン・ロイヤル
とわだ 20 ＮＰＯ法人プロ・ワークス

十和田ガイドエキスパート育成研修
（語学研修） 36 11月～平成22年２

月
イオン十和田スー
パーセンター ５

<体験型観光を担う人材育成事業>

<おもてなしのエキスパート育成事業>

生かせる仕事に就きたいと思い、今回の研修に参加し
ました。研修では、様々な調理法や、商品の開発から
販売までのノウハウを学ぶことができ、とても勉強に
なりました。研修で得た知識を形にするため、地元の
食材を使ったスイーツを開発したいと思っています。
今後は野菜ソムリエとして活動し、十和田市の食文化
を皆さんに伝えていきたいと考えています。

　東京で働いて
いたときに野菜
ソムリエの資格
を取得しました。
十和田の食材の
良さを知り、そ
の食材の良さを

ター、自然ガイドの知識の習得、人脈づくりにつなが
りました。
　今年１月、焼山地区にレストランも完成し、インス
トラクター４人や各スタッフとともに観光客を受け入
れる態勢が整いました。これからは、十和田湖・奥入
瀬渓流の魅力を最大限に感じてもらう体験型メニュー
を提供したいと考えています。

　平成18年に十和田湖の魅
力を改めて感じ、ここでカ
ヌーなどの体験型観光メ
ニューを提供する会社を興し
たいと考えていました。今回
の研修を通して、観光ビジネ
スの考え方やインストラク

農園カフェ日々木に就職　中野渡　さなえさん
郷土料理ブラッシュアップ研修・農産物加工品開発研修

株式会社ノースビレッジを創業　川村　祐一さん　
観光リーダー育成研修・自然体験インストラクター育成研修ほか

受
講
者
の
声

　　問い合わせ先　　十和田市雇用創造推進協議会（商工労政課内☎・ＦＡＸ㉓5301）　　十和田市雇用創造推進協議会（商工労政課内☎・ＦＡＸ㉓5301）
　※本協議会では就職の斡旋は行いません。　※本協議会では就職の斡旋は行いません。

受講料受講料
教材費教材費
無料無料

<観光ＰＲを担う人材育成事業>
研修名 回数 開催日 会場 定員 講師名

ＷＯＲＤステップアップ研修 ２ ７月28日㈫・29日㈬ 十和田商工会議所 20

㈲ページワン

ＥＸＣＥＬステップアップ研修 ２ ７月30日㈭・31日㈮ 十和田商工会議所 20

ホームページ作成研修 ５ ８月17日㈪・19日㈬・21
日㈮・24日㈪・26日㈬ 十和田商工会議所 20

ネットショップマスター育成研修 ５ ８月31日㈪、９月２日㈬・
４日㈮・７日㈪・９日㈬ 十和田商工会議所 20

ホームページ作成個別研修 ５ 随時 個別 ５

観光ＰＲ実務研修 １ ７月７日㈫ サン・ロイヤルと
わだ 20 熊谷　智さん（㈱ＪＩＣ

チーフプランナー）

　十和田市雇用創造推進協議会は、市内に仕事をお探しのかたや転職
を考えているかた、ご自身のスキルアップを図りたいかた、新規創業
や事業拡大を目指しているかたを応援しています。平成21年度の研修
内容を次のとおりお知らせしますので「自分力」をさらに磨くため、
どうぞご活用ください。
※研修の日程は変更になる場合があります。詳しくは十和田市雇用創
　造推進協議会ホームページ（http://www.towada-koyou.jp/）でご確
　認ください。

<地域の農産物を活かす人材育成事業>
研修名 回数 開催日 会場 定員 講師名

農産物加工品開発研修 ６ ５月18日㈪～10月 東公民館 20 鈴木　俊雄さん
（㈱鈴乃家代表取締役）農産物加工品開発人材派遣研修 １ 平成22年３月 ㈱鈴乃家（埼玉県） ２

グリーンツーリズムセミナー ３ 平成22年１月～２月 東公民館 20 渋谷　文枝さん（農家レスト
ラン｢ふみえはらはん｣経営）

郷土料理ブラッシュアップ研修 １ 10月 東公民館 40 村野　武範さん（俳優）

料理技能向上研修 ５ ６月～10月 東公民館 20 青森県調理師会上十三支
部員

新商品開発セミナー ３ ５月19日㈫、６月23日㈫、
７月14日㈫ 東公民館 20

鈴木俊雄さん
（㈱鈴乃家代表取締役）

販路開拓セミナー ４
８月４日㈫、９月15日㈫、
10月14日㈬、11月16日
㈪

東公民館 20

ビジネスプランセミナー ４ 11月17日㈫～平成22年２
月 東公民館 20

<創業支援事業>
社会保険労務士による創業・事業拡大のための各種相談事業 日時　随時（５月１日から）

アップに最適でした。また、十和田の良さを再発見す
ることができ、とても有意義でした。
　現在は、研修の成果を生かし、食材の良さをお客様
にも伝えられるよう日々努力しています。これからは、
地域のガイドとしての役割も果たしながら、お客様に
さらに満足してもらえるように頑張っていきたいと思
います。

　わたしたちは、道の駅
とわだ「とわだぴあ」で
レジガイドをしています。
　今回の研修は、販売や
接客に関する講習のほか、
実践も交えた幅広い内容
となっていて、スキル

しました。実際に馬と触れ合うことによって、農業に
対する考え方が変わってきました。馬に関する十和田
の歴史的な背景や、乗馬と健康の関わりなど、さまざ
まな内容を学ぶことができ、とても役に立っています。
子どもたちのために、十和田の魅力を活用した雇用の
場を創出するため、さまざまな活動に取り組んでいき
たいと思います。

　以前勤めていた会社
を辞め、農業に携わり
たくて平成12年から
十和田市で暮らしてい
ます。農業と馬との関
わりを模索していると
きに今回の研修を受講

道の駅とわだ「とわだぴあ」で就業中
永田　久美子さん（写真左）・相馬　麻美さん（写真右）
特産品販売店従事者育成研修ほか

無農薬野菜の栽培・乗馬ガイドとして活躍中
上田　早史さん
ホーストレッキングインストラクター・ガイド育成研修ほか

受
講
者
の
声


