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人出 61,000 人！ 津軽の食と産業まつり大盛況！

人出 61,000 人！ 津軽の食と産業まつり大盛況！

保育園児の演奏・演技

第８回将来の夢コンクール受賞者

10月16日から18日までの３日間、克雪トレー
ニングセンターと野外のエントランス広場にお

容でした。

期間中の人出は61,000人（実行委員会発表）

また、
初参加となる弘前感交劇場ブースでは、 にのぼり、昨年より若干減少したものの大いに

いて、「津軽の食と産業まつり」が開催されま

当所が進めるＪａｐａｎブランドコーナーや、

した。

その他のさまざまな取組みが紹介されました。

賑わいを見せていました。

弘前市販売促進活動支援事業
を活用する団体も出展

両会場あわせて131件の出展があり、それぞ

会期中、第８回目となる｢将来の夢コンクー

れ食料品、工芸品、雑貨、衣類等の物品を販

ル｣も開催され、会場内には市内の小学生から

売・ＰＲし、来場者の中には両手いっぱいに荷

寄せられた1,616枚の作文と絵が展示されまし

物を抱える人もみられました。

た。最終日には優秀作品の表彰式が行われ、入

今年の津軽の食と産業まつりには、弘前市販

また、友好都市の北海道斜里町、群馬県太田

賞者には賞状と記念品が手渡されました。ま

売促進活動支援事業費補助金を活用して、弘前

市の物産販売コーナーと、今年２度目の参加と

た、コンクールに参加した児童を対象に将来な

市物産協会、ととの魁、弘前料理飲食業組合、

なる物産交流都市、岡山県岡山市のコーナーに

りたい職業を調査したところ、１位が野球選

青森県漆器協同組合連合会が出店、ＰＲをしま

は、初日からたくさんの人だかりができ、早々

手、２位がパティシエ、３位が保育士という結

した。現在実施中のイベント詳細は２面をご覧

に売り切れる商品もありました。

果となりました。

ください。

期間中には各種イベントも行われました。
保育園児による演奏・演技や中高生によるブ
ラスバンドの演奏、ストリートダンス、和菓

商工会議所会館

フォーマンス、当所青年部が企画実施した、

貸会場を
ご利用ください！

キッズカンパニー「はなまる大成堂」出展し、

詳しくは総務財政課まで

子作り、そば打ちの体験コーナー、バルーンパ

来場した子供から大人までが大いに楽しめる内
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かだれ横丁オープン1周年記念キャンペーン
９月でグランドオープン１周年を迎えた津軽弘前屋
台村「かだれ横丁」。１周年を記念して、「かだれ
横丁」ほか近隣飲食店で使用できる、記念クーポン
券3,000円分（500円×６枚綴り）を2,500円で販売!!発
行予定枚数は1,500枚でかだれ横丁などで販売して
います!!
お問い合わせ：津軽弘前屋台村㈱
TEL：38-2256
野市里(のいちご)発「まるごと秋味まつり」
11月23日まで農産物販売所「野市里」でのお買い物
500円毎に抽選券を配布。11月21日から23日まで豪
華賞品が当たる抽選会を実施します!!
お問い合わせ：野市里華クラブ事務局
TEL：82-1055
タクシー・タクシー共通チケット
利用促進キャンペーン
11月30日までの期間、弘前市内のタクシーの利用レ
シート3,000円分を専用はがきで応募すると、抽選
で液晶テレビなどが当たります!!詳しくは、タク
シー車内の広告物で!!
お問い合わせ：㈿弘前ハイヤー協会
TEL：27-7778
グルメ☆スタンプラリー
弘前料理飲食業組合加盟店では、12月20日までの
間、２店舗以上でお食事したお客様に抽選で、加盟
店で使えるお食事券をプレゼントします!!
お問い合わせ：㈲あるふぁ萢中
TEL：33-0632
「地産地消」特産品パンフレット制作
弘前市物産協会では地元向けに特産品パンフレット
を製作しました。ＦＭアップルウェーブでも内容を
紹介中です!!
お問い合わせ：㈳弘前市物産協会
TEL：33-6963
ととの魁『当たる！選べる！とと袋』
12月31日まで、異業種交流会ととの魁会員店で、お
買い物、成約したお客様25名に、商品詰合わせをプ
レゼントします。
お問い合わせ：㈲あるふぁ萢中
TEL：33-0632
灯油販売促進事業
弘前地区灯油販売店会では、会員店で灯油を購入し
たお客様に、くじ引きにより、もれなく醤油か味噌
をプレゼントしています。

新入会員紹介

現在実施中のイベントです

お問い合わせ：弘前地区灯油販売店会事務局
TEL：38-0200
『地産地消〜生産者と消費者のための感謝祭』
11月21日から23日までの３日間、オヤマ・アグリ
サービス販売店（弘前市熊嶋）において、感謝収穫
祭を開催します。食品試食会や抽選会を実施しま
す!!
お問い合わせ：オヤマ・アグリサービス
岩木アグリー会
TEL：82-3553
茂森町町会『お楽しみ抽選会』
茂森町町会店舗で、11月23日までにお買い物する
と、500円毎に抽選補助券（２枚で1回抽選）がもら
えます。11月22日、23日の２日間町内でお買い物券
が当たる抽選会を実施します!!
お問い合わせ：㈲あるふぁ萢中
TEL：33-0632
エアー タイヤ祭り
エアージャパン青森支部弘前分会会員店で、12月10
日までにスノータイヤを購入したお客様、抽選で10
名様に「りんご娘と行く!韓国ソウル旅行」にご招
待します!!
お問い合わせ：㈱光建自動車整備
TEL：26-1922
「文具の日」記念キャンペーン「文具祭」
弘前地区文具事務用品組合店において、11月30日ま
でに文具を購入したお客様に抽選で、デジタルカメ
ラや話題の文具が当たります。
お問い合わせ：㈲あるふぁ萢中
TEL：33-0632
めぇ寿司感謝祭
青森県すし業生活衛生同業組合弘前支部では、11月
30日までの間、スタンプカード事業を行っています。
3,000円毎にスタンプを押し、３つ集めると抽選で
お食事券が当たります。
お問い合わせ：㈲あるふぁ萢中
TEL：33-0632
心も懐も笑おう!!クーポン券プレゼント
11月29日開催の秋の漫才祭り〜Ｈ−１リターンズ〜
（スペースデネガ：上瓦ヶ町）の有料来場者（一般
前売1,500円、当日2,000円）に市内10店舗の飲食店
等で使える総額１万円のクーポン券をプレゼントし
ます!!
お問い合わせ：サザカンサポーターズクラブ事務局
TEL：090-2368-3940

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数 2,602 件 ( 特別会員含む）

事 業 所 名
ハーベストジャパン
㈲華貴屋
㈱パフュームティックス
㈲弘伸電器
スポーツラウンジアズーリ
弘前舗装㈱

代 表 者
大山 貴子
野呂 公子
佐藤
泰
相馬 弘仁
山内 大志
澤田
博

住
所
紺屋町24
土手町100−1もりやビル
清水一丁目1−3
境関富岳88−4
大町三丁目10−8 1F・A号
石川中川原2−1

営 業 内 容
県産品及び特産品の販売
婦人服販売
香水専門チェーン
家庭電化製品販売、
修理
スポーツ用品の小売
舗装工事業、
一般土木工事業

津軽の電気

高橋

楢木用田209−1

電気工事一式、オリジナル津軽塗りス
イッチ・コンセントプレート販売、
オリ
ジナル津軽塗りシリーズ販売

小野 堅治
外崎 美穂
工藤
優
山形 清正
小野垣秀樹
小野垣由美
副島 靖雄
林
雪子
秋元 憲男
阿部
寛
石戸谷正晴

末広一丁目6−8
鍛冶町21
石渡四丁目13−8
川先二丁目3−24
土手町148
土手町148
稔町8−1
田町四丁目1−1
上鞘師町18−1
本町52
袋町38

一般貨物自動車運送事業
スナック
居酒屋
テレビ、ラジオの司会、民謡歌手、タレント
ホテルの運営、
管理業務
ホテルの経理管理
有床内科診療所
神社
珠算の普及、
振興
不動産の売買、賃貸、管理及び仲介
英語塾

成田

千年一丁目22−7

情報ポータルサイト企画・運営、
ホーム
ページの企画・制作、
インターネットシ
ョッピングに関するコンサルタント等

㈱弘前市場サービス
スナック ピュア
磯玄坊
黒石八郎
小野垣管理
ナカジマ企画
副島胃腸科内科
（宗）
熊野奥照神社
弘前珠算連盟
㈱本町不動産
梅香書院
㈱カメアシエンター
プライズ

武敏

光秀

津軽塗団地展示場まつり
12月４日から８日まで開催される津軽塗団地展示場
まつり（弘前市神田）で１万円以上お買い上げの
方、各日先着20名様にロイヤルコレクションのお箸
をプレゼント!!
お問い合わせ：津軽塗団地協同組合
TEL：32-3888
JA相馬村「りんごまつり」
11月21日から23日の間、特産物直売センター「林檎
の森」にて開催される「りんごまつり」で3,000円
以上購入すると、その場でテレビ等が当たるスクラ
ッチくじが引けます。
お問い合わせ：林檎の森
TEL：84-3411
弘前露店まつり
11月28日、福村公園（弘前市早稲田）にて弘前露店
まつりを開催します。ミニＳＬの運行や花嵐桜組の
よさこい演舞などを行います。露店で買い物をした
方対象に、抽選会も実施します!!
お問い合わせ：弘前露店商業組合
TEL：27-0759

訃報

南英三常議員ご逝去

当所常議員の南英三氏
（㈱ミナミ代表取締役会
長）が10月28日にご逝去さ
れました。行年83歳。南氏
は平成10年11月に当所議
員に就任、平成13年11月か
らは常議員として長年にわたり議員活動にご尽
力をいただきました。また、関連業界団体の要
職をはじめ、弘前駅前商店街振興組合理事長、
弘前東奥ライオンズクラブ会長を務めるなど、
幅広い分野でご活躍をされました。
ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

東北自動車道
インター乗降車数
大鰐弘前料金所では、前年同月比で乗
り口119.9％、降り口で117.1％となり、黒
石料金所では、乗り口で116.1％、降り口
114.4％となりました。
大鰐弘前 平成20年10月
料 金 所 平成21年10月
黒
石 平成20年10月
料 金 所 平成21年10月

議員

乗り口

降り口

50,636台

53,085台

60,734台

62,188台

44,028台

44,618台

51,129台

51,041台

新しい議員さんです

議員の職務執行者変更届が出されましたの
で、お知らせいたします。（敬称略）
㈱中三弘前店
執行役員店長

前田

博之
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なお、お待ちいただくことの無いよう、予約

なんでも定例相談会好評開催中

制とさせていただきます。

当所では、行政書士による定例相談会を毎月

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

【今後の開催予定】
11月18日㈬、12月16日㈬

法人設立や営業許可関係、各種契約に関する

時

間

13：00〜17：00

ことなど、色々なお悩みに対して相談をお受け

場

所

弘前商工会議所会館５階相談コーナー

しております。秘密は厳守いたします。お気軽

相談員

陸上自衛隊と津軽ダムを知る

年末移動経営金融相談所開設

＜経営支援課＞

開催日

開催しております。

にご利用ください。
問 い
合わせ

３

石田隆章行政書士
（当所小規模企業振興委員）

〜専門サービス部会・製造加工部会合同視察〜

10月19日、専門サービス部会と製造加工部会

ダムの役割を理解するとともに、以前の生活用

の合同企画による陸上自衛隊と津軽ダムの視察

品などを懐かしく感じられる方、新鮮に感じる

会が37名の参加で実施されました。

方など様々な受け止め方があったようです。

政府系金融機関による恒例の「年末移動経営

陸上自衛隊弘前駐屯地では、吉田駐屯地司令

視察後は情報交換を目的に懇親会が催され、

金融相談所」が11月26日㈭、当所３階301会議

から陸上自衛隊の歴史を始め活動内容や存在意

視察した内容や弘前の街についての活発な意見

室を会場に開設されます。

義についての説明がありました。「災害派遣は

が交わされ、盛況のまま終了となりました。

当日は、日本政策金融公庫（国民生活事業、

１日あたり１件以上の実績がある」「苦難を乗

事務局としては今回の反省点も踏まえ、今後

中小企業事業）、商工組合中央金庫、青森県信

り越えるには正面突破しかない」といった心強

も意義のある視察を開催できるよう努めます。

用保証協会、県商工政策課、市商工労政課、弘

い言葉が印象的でした。説明の後は駐屯地内の

前地域力連携拠点の担当者が、直接ご相談に応

施設を見学しました。普段は立ち入ることのな

じます。時間は、午前10時から午後４時までと

い施設ですので、参加者は隊員に質問しながら

製造加工部会が
今後の事業を決定

なります。この機会をぜひご利用下さい。

熱心に見学していました。

年末資金対策はお早めに
〜相談受付中

10月19日に製造加工部会の役員会が開催され

続いて西目屋村の津軽ダム工事現場を訪問し

ました。案件は、今後の部会活動についてで

ました。山を切り崩しながら、その削った石を

す。議論の結果、以下の３項目を実施していく

当所では年末資金の需要に備え、ただいま金

コンクリートの材料として使用するための採石

事となりましたのでお知らせします。

融のご相談を重点的にお受けいたしておりま

現場である原石山では、公道で目にする機会の

①弘前大学の視察

す。

ない大型ダンプトラックの大きさに驚くととも

弘前大学に今年、産学官連携のための施設が

例年、年末が近づきますと混み合う他、場合

に、既存の目屋ダムの上方に建設中の津軽ダム

オープンしました。その施設を訪問し、施設の

によっては必要な時期に資金調達が間に合わな

の規模の大きさに圧倒されていました。続いて

説明や利用の仕方、これまでの産学官連携によ

い可能性もあり得ます。計画的に余裕をもって

砂川学習館を訪れ、ダムの目的や移転前の集落

る成果とそれに至るまでの経緯などについて説

早めのご相談、ご利用をお勧めいたします。

での生活の様子についての説明を受けました。

明を頂くことになりました。こちらは実施の詳

なお、ご来所の際に、過去２期分の申告書・

細が決まり次第、追ってお知らせします。
②会員情報のＰＲ方法の研究

決算書、直近の試算表など最近の営業状況が把
握できるものをご持参ください。

企業間取引のための情報を発信する効果的な

＜経営支援課＞

1

薬剤師

希望
月収

50

年齢 住所

職歴・経験等

学歴・免許・資格等

販売、
事務

3 一般事務 12 33 弘前市

10年
2年

高卒 普通免許
ワード文書処理技能
認定試験2級
エクセル表計算処理
技能認定試験3級
CAD利用技術者基礎 他

スポーツ商品の
短大卒 普通免許
発注、
レジ
3年 栄養士免許
家電販売

5年 マイクロソフトオフィス
スペシャリストワード、

写真撮影アシスタント エクセル、パワーポイント
1年 2003 他

企

画

販

売

20

での実施に向けた計画作りを進めて参ります。

希望勤務地
時
間

③ひろさき産学官連携フォーラム情報の発信
ひろさき産学官連携フォーラムという産学官
の集まりがあり、活発な活動をしています。
そこで製造加工部会の会員の皆様にこの情報

弘前及び近郊
不 問

をお知らせし、情報交換や人脈構築の場として
活用して頂く様に努めます。情報は事務局から

弘前市内
不 問

電子メールまたはファクスで配信しますので、
配信を希望する部会員の皆様はメールアドレス

営業、
管理
2年 高卒
弘前及び近郊
43 弘前市 人材派遣業務 3年 普通免許
8:00〜
販売企画・食品製造 危険物取扱者丙種
17:00
10年 派遣元責任者
販売

営

業

20 50 弘前市 配送

6

調

理

15 22 弘前市

7

ホテル
接客

5

を取り入れながら、まずは無理なくできる範囲

大卒
弘前及び近郊
普通免許
54 弘前市 調剤薬局での
9:00〜
調剤業務等 12年 薬剤師
19:00
研修認定薬剤師

介護
2 一般事務 12 29 弘前市

4

ました。先進事例や成功事例を調べ、良いもの

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎ 38 ─ 8609）

人材バンク
希望職種

方法を探り、実施を目指して研究する事となり

営業、
販売

9年 高卒
弘前及び近郊
普通免許
18年
9:00〜
液化石油ガス
17:00
9年 設備士

水産物調理・販売・
接客等
3年 高卒
食品製造・販売
普通免許
1年
料飲部門の接客、 専修卒

12 22 弘前市 フロアリーダーと 普通免許

弘前及び近郊
不 問
弘前及び近郊
問

してアルバイトの サービス接遇 不
指導
2年 実務検定2級

8 機械修理 20 32 平川市 テナンス・修理

5年

高卒 普通免許
下水道3種検定
浄化槽技術管理士
アナログ第2種工事士

弘前及び近郊
8:00〜
17:00

自動車組立ライン
9 機械部品 17 27 弘前市 作業
3年
製造

高卒 普通免許
マイクロソフト
スペシャリスト
エクセル、ワード2003

弘前及び近郊
不 問

水処理施設のメン

10 土木作業 25 43 弘前市 型枠組立

13年

高卒
普通免許
弘前及び近郊
大型・大型特殊 不 問
他

※希望月収…本人希望によるものです。

またはファクス番号をお知らせ下さい。
メールアドレス
原石山から工事現場を視察する参加者ら

info@hcci.or.jp

製造加工部会事務局担当＜経営支援課＞鼻和

４

第 628 号

平成 21 年 11 月 15 日

弘前かいぎしょ TODAY

素敵なヘアアレンジで大変身

The 津軽三味線 2009

前売券好評発売中！

ーファッション甲子園セミナー開催ー

ファッション甲子園実行委員会では、10月19

ついては青森県美容業生活衛生同業組合弘前支

日に当所会館において「第２回ファッションセ

部から、メイクアップについては資生堂販売㈱

ミナー〜ヘアメイク編」を開催し、中学生から

東北支社から講師を招き、デモンストレーショ

一般まで、約100名が受講しました。

ンを交えてセミナーを行いました。セミナー終

第１回は昨年「カラーコーディネート編」と

了後には受講者の悩みを解決すべく個別相談も

して開催しており、日頃のファッションに役立

実施しました。

つセミナーとして好評を博しています。

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

スタイリング剤の使い方等のヘアアレンジに

︿まちそだて課﹀

津軽三味線300人大合奏をメインに、津軽三
味線にこだわったイベント「The津軽三味線
2009」の前売券が好評発売中です。お買い求め
はお早めに！
開催日／平成21年12月12日㈯
時

間／昼の部

開演14：00〜

夜の部

開演17：30〜

場

所／弘前市民会館大ホール

入場料／前売券1,000円（税込）
当日券1,200円（税込）
出

演／ＮＰＯ法人津軽三味線全国協議会他

チケット販売所／ＪＲ東日本のびゅうプラザ／
ジャパン・アート・トラベル青森メディア事業
部プラス１ツアー／イトーヨーカドー弘前店５
階サービスカウンター／さくら野弘前店１階イ
ンフォメーション／弘前中三１階インフォメー
ション／メディアイン（城東店、樹木店）／日
弘楽器／弘前市立観光館／まちなか情報セン
ター／弘前商工会議所

東北管内の商工会議所専務理事が来弘

The津軽三味線2009実行委員会事務局担当
＜情報調査課＞

〜東北ブロック会議・運営研究会開催〜

10月23日に平成21年度商工会議所東北ブロッ

会社であるアクサ生命保険㈱から矢部副社長は

ク会議・運営研究会（主催：日本商工会議所・

じめ各県の支社長も同席しての懇談会も開催さ

東北六県商工会議所連合会）が、当市のフォル

れ、引き続き懇親会に入りました。

トーナで開催され、東北管内商工会議所の専務
理事、事務局長等42名が出席しました。
会議では、主催者等の挨拶に続き、はじめに
日本商工会議所の坪田理事・事務局長より「当

懇親会では、津軽の郷土料理や地酒を堪能い
ただくとともにアトラクションの津軽三味線演
奏もたいへんに喜ばれるなど、終始賑やかな雰
囲気の中で終了することができました。

面する商工会議所の運営課題について」と題し

また、翌日はエキスカーションが行われ、白

て政権交代に伴う新内閣における政策決定シス

神ビジターセンターでは大画面での映像上映に

テムの紹介と日商としての主要閣僚への働き

より白神山地の魅力を鑑賞いただくとともに、

かけの状況や接触状況、平成２２年度税制改正に

弘前市りんご公園でのりんごの捥ぎ採り体験も

関する要望の概要等についての講話があり、政

非常に喜ばれました。引き続き一部改修中の長

権交代に伴う商工会議所運営への影響や今後

勝寺と禅林街を見学後、昼食では精進料理を味

の見通し等について熱心な質疑応答がなされ

わっていただくなど、まさに弘前感交劇場を体

ました。引き続き、むつ・石巻・鶴岡・福島・

感していただきました。

盛岡・秋田の６会議所より商工会議所運営・財

本ブロック会議は東北６県持ち回りで毎年開

政・人材育成問題に関する事例発表がなされ、

催されており、当地での開催ははじめてという

約２時間半にわたり意見交換がなされ共通の課

ことになりますが、東北各地からの参加者に対

題について真剣な議論がなされました。

してあらためて弘前の魅力を紹介できるよい機

会議終了後には、会議所共済制度の引き受け

会となりました。

︿総務財政課﹀

平成 22 年新春祝賀会
●日

時／平成22年１月４日㈪
17：00〜（受付16：00〜）

●場

所／フォルトーナ

●会

費／4,000円（お一人）

●申込締切日／12月18日㈮17：00まで
●申込方法／別紙折込チラシの参加申込書に
必要事項を明記の上、会費を添えてお申
し込みください。
（電話でのお申し込みはトラブル等の防止
のため、お受けいたしかねますのでご了承
ください。）
＜総務財政課＞

