ヘッドライン
◇当所議員改選選挙日程 ………2面
◇経営戦略策定セミナー開催…3面
会議所共済映画鑑賞会開催
ＴＯＤＡＹ読者10名様をご招待!!
※詳しくは４面をご覧ください

ホームページ

弘前かいぎしょ 2010

TODAY

会報

http://www.hcci.or.jp

毎月15日発行
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NO.637
〒 036-8567

青森県弘前市上鞘師町 18-1

弘前商工会議所
TEL 0172（33）4111

１部120円
送料込み

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

臨時議員総会で部会再編成に係る定款変更を決議

ー 部会活動の活性化に向けて12部会から９部会体制へ ー
現行部会名

部会員数

新部会名

部会員数

食 品 小 売

１８６

食 品・農 産 物

生活関連小売

１７８

文化用品小売

２２９

卸

１２５

製 造・加 工

１８２

建

主な所属業種

３１０

酒類・茶・食肉・乾物・菓子・パン・米穀類・鮮魚・精肉・
調味料等食料品・野菜・りんご等の果実・飲料の各
種製造・加工・卸売・小売業・スーパー

生 活 商 業

４５４

時計・カメラ・めがね・宝石・貴金属・書籍・文房具・
教材・楽器・娯楽用品・スポーツ用品・家具・イン
テリア用品・ペット・衣料・見廻り品・生活関連商
品の各種卸売・小売業（食品、建設資材、自動車除く）
・
百貨店等

工

業

１２５

金属製品・一般機械器具・繊維製品・紙製品・化学製品・
精密機械機器・漆器等製造業（飲食品を除く）

建

設

５９６

総合工事業、識別工事業、設備工事業、建築設計・
土木コンサルタント、建設関係資材卸売業等

設

３３１

建 設 関 連

２６３

理

財

１２３

金 融・不 動 産

１８４

銀行、信用金庫、信用組合、証券業、生命保険・損害保険
業、不動産取引・賃貸業、総合リース業、駐車場、弁護士・
公認会計士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務
士・土地家屋調査士事務所、経営コンサルタント等

時から上鞘師町のホテルニューキャッスルで開

運 輸・交 通

２１２

運 輸・交 通

２１５

鉄道業、旅客・貨物運送業、自動車・自動車部品卸売・小
売業、自動車整備業、倉庫業、ガソリンスタンド等

催され、78人の議員（委任状含む）が出席しま

料 飲・観 光

２６７

料 飲・観 光

２６６

飲食店、旅館・ホテル、旅行業、観光施設等

専門サービス

２４８

医 療 福 祉
専門サービス

２５０

理美容業、警備業、建物管理、一般・産業廃棄物処理業、遊技業、
葬儀業、人材派遣業、医療業、老人福祉業、その他のサービス業

情 報・不 動 産

１９３

情報・教育文化

１３７

通信業、放送業、デザイン業、広告業、各種学校、個人授業業、印刷業等

第198回臨時議員総会が７月27日㈫、午後３

した。
臨時議員総会では、部会再編成特別委員会の
答申による新しい部会組織が了承されたあと、
部会数を１２部会から９部会に変更し、併せて名

合

計

２,５３７

合

計

◎新部会編成の骨子

称変更を行うことにより部会活動の活性化に資

２,５３７

※会員数は平成22年３月31日現在

⑸現行の「建設部会」、「建設関連部会」の合

することを目的としての関係条文の定款変更決

⑴食の安全確保に対する厳しい社会情勢にあっ

同による事業実施が活発化していることから、

議が満場一致で可決されました。

て、食品の生産から消費までの一貫した安全・

両部会を統合して、新たに『建設部会』を構成。

現行の部会組織は、平成５年11月に再編成さ

安心への取り組みが求められているなか、一般

⑹現行の「理財部会」に、「情報・不動産部

れたものであり、その後の時代の流れととも

食品をはじめ、りんごを代表とする津軽地域の

会」等の不動産業種を移行して加え、『金融・

に業種・業態等の変化も見られるなか、平成15

農（特）産物の生産から製造・加工・販売まで

不動産部会』に名称変更して新たに構成。

年には定款改正による会員資格の拡大を行い、

を包括する業種で新たに『食品・農産物部会』

⑺現行の、「専門サービス部会」を、『医療福

医師をはじめとする新しい業種も加わり今日に

を構成。

祉・専門サービス部会』に名称変更して新たに

至っています。このたび、平成22年10月末の任

⑵昨今の流通機構の変化に伴い、現行の「卸部

構成し、医師、福祉事業者等の会議所活動への

期満了に伴う議員改選を迎えるにあたり、今後

会」
を取り扱い商品別に区分し、
それぞれの業種

積極的な参画を促進。

さらなる会議所活動の充実を図るためには、部

に対応する新たな部会に所属して部会を構成。

⑻現行の「情報・不動産部会」を、不動産関係

会活動の活性化が必要不可欠であるとの観点か

⑶現行の「製造・加工部会」を取り扱い商品別

業種を現行の「理財部会」に移行させ、『情

ら、今年度の議員改選にあわせての部会組織の

に区分し、食品製造業種は『食品・農産物部

報・教育文化部会』に名称変更して新たに構成。

再編について、去る５月24日開催の常議員会に

会』に移行。食品以外の製造・加工業としての

⑼上記による編成を基本に、「運輸・交通部

おいて、部会再編成特別委員会の設置し、６月

「ものづくり」を担う業種で新たに名称変更し

会」および「料飲・観光部会」は現行のままの

25日付で答申がなされたところであります。

て『工業部会』を構成。

名称で、それぞれ対応する業種により新たに構

なお、このたびの再編成による新しい部会へ

⑷現行の小売部会合同による活動実績も踏まえ

成。

の移行は、定款変更申請の認可が下り次第とな

て、「生活関連小売部会」、「文化用品小売部

⑽新たな部会編成とともに、より一層の部会活

り、９月中旬から始まる今回の議員改選に伴う

会」を統合して、食品・建材・自動車を除く該

動の活性化に資するため、合同部会の開催や必

各部会での２号議員の選任等については、新し

当商品を取り扱う業種で新たに名称変更して

要に応じて各部会における分科会の設置による

い部会で行う予定としております。

『生活商業部会』を構成。

事業の推進を図っていく。
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平成22年度弘前商工会議所議員改選選挙日程
時

間

9月1日㈬

〜

9：00

9月14日㈫

16：00

〜

9月9日㈭

区

分

摘要
（議員選挙及び選任に関する規約）
第５条：選挙年の9月1日現在で選挙人名簿を
作成

※選挙権及び被選挙権

第７条：選挙人名簿作成期日の最終の日まで
に当該年度の会費を納めた会員が選挙権及び
被選挙権を有する

選挙人名簿の閲覧及び修正
（期間内の土・日を除く）
選挙人名簿の閲覧終了後、
選挙
人名簿の確定
2号議員割当数の決定と告示

9月15日㈬

3号議員の選任と告示

2号議員の選任と告示

〜

9月16日㈭
10月8日㈮

9月16日㈭

10月14日㈭

9：00
〜

〜

9月16日㈭

10月19日㈫

16：00

日本通運㈱弘前支店
支

〜

9：00

三味線2010」にご協賛いただいた方、ならびに

2号議員の選任
規約第28条：各部会を召集し所定の期間内に （※1）
割り当てられた数の２号議員を選任
（※1）
部会編成に伴い、
新たな部
（会頭名）
し、2号
規約第29条：各部会長は２号議員が確定した 会を召集
議員の選任を行う見込み。
ときに直ちにその旨を選挙長に通知

設㈱、ベストウェスタンホテルニューシティ

11月1日㈪

16：00

弘前、弘前建設業協会、㈱ピーアンドディーカ
ワムラ、玉田内科医院、くどうかんばん、協業

スバリュ東北㈱、かさい家具㈱、おやつショッ
プさいとう、調理村食品、弘前東栄ホテル、㈱
青森銀行、青森三菱電機機器販売㈱弘前支店、
青い森信用金庫、㈱青南商事、弘南バス㈱、㈱

規約第20条：1号議員に立候補した者で辞退
しようとするものは選挙告示に定める日まで
に所定の用紙によって届出

みちのく銀行、㈱西村組、丸勘建設㈱、吉川建
設㈱、設計事務所エクラン、㈲工由工務店、張
山電氣㈱、㈱角弘弘前支店、三ツ矢交通㈱、東
日本旅客鉄道㈱秋田支社
※８月３日現在
署名活動へのご協力ありがとうございました！

〜カラス被害対策実現を求め弘前市長へ提出〜

当所が主催した「カラスのフン害に憤慨する
会」（１月31日開催）を契機に発足した「カラ

規約第15条：当選人が確定したときは当該当
選人に直ちにその旨を通知し、
同時に当選人
を告示

ス被害に憤慨する会」（高松宏之会長）では、

○会頭、
常議員及び監事の選任

体数減少対策の実施を求める署名活動を行いま

４月から約２カ月間にわたって、カラスの糞害
等の被害の減少を実現するための駆除による個

○副会頭及び専務理事等の選任の同意

ました。結果、弘前公園周辺町会をはじめ、当
所会員事業所及び誘致企業、趣旨に賛同する市

会費の納入は８月末までにお願いします。

民を中心とする5,758名の署名が集まり、６月

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数2,570件(特別会員含む）
代表者

住

所

営

業

内

容

たこしん

高木美枝子

袋町5−2

㈱湯の里木材工業所弘前工場

奥山

彰

清水森下川原2−53

東北ミサワホーム㈱青森支店弘前店

今

要

高田四丁目1−2

㈱安心企画

長谷川

茂

笹森町16−5

あいおい損害保険、あいおい生命代理店

花組

佐藤

毅

堀越宮本96−2

音響、照明、舞台・展示会場設置等

舘田

昇

平川市碇ヶ関諏訪平19−22

設計事務所

たこ焼販売
原木をロータリーにて薄くむいて、合板にする
前の単板を作る
工業化住宅「ミサワホーム」の販売・施工並びに
「住」産業関連事業

【新入特別会員】
舘田設計

たこ焼店、㈱鳴海紙店、カネショウ㈱、弘和建

舗、㈱角長、㈱ミナミ、㈱サンワドー、マック

規約第4条：議員の任期が満了する日の前1カ
月以内の期間に行う

事業所名

瓜田建設、東北通信工業㈱、㈱都市計画、亀屋

田信用、㈱樽満、小山せんべい店、親方町貸店

1号議員選挙日

新入会員紹介

【協賛企業・個人協賛のご氏名】（順不同・敬称略）

業㈱、前田酒類食品販売㈱、㈱南建設、㈱千代

規約第23条：選挙長は選挙人名簿に登録され
た会員で議員の候補者でないものから選挙立
会人若干任を選出

組織会
（臨時議員総会）
開催

事業所の皆様、
ご協力ありがとうございました。

組合弘前合同警備保障、㈱陸奥新報社、田澤工

選挙立会人の選出

16：00

昭治

規約第27条：各部会への割当数は各所属部会 ※常議員会の開催
員の数及びその部会員が有する選挙権の数を
9月15日㈬13：30〜
勘案して決定
⑴選挙人名簿の確定報告
規約第34条：会頭は当所の運営維持に功績が ⑵2号議員の割当数決定
ある会員及び学識経験がある会員等の中から
⑶3号議員の選任
常議員会の意見を聴いて選任

規約第19条：1号議員に立候補しようとする
者は、
選挙告示に定める日までに所定の用紙
によって届出

開票終了後 1号議員当選の通知及び告示

長

当所主催イベントの
ご協賛ありがとうございます

※１号議員選挙日程

10月25日㈪

店

渡邊

※1号議員候補者数が議員定数 規約第17条：1号議員の候補者が定数を超え
を超えないとき
ないときは投票を行わず候補者をもって当選
人とすることができる

10月20日㈬

（敬称略）

このたび、当所実施の「ファッション甲子園

1号議員立候補受付と告示

1号議員立候補辞退の締切

で、お知らせいたします。

2010」
「
、2010津軽の食と産業まつり」
、
「The津軽

規約第4条：選挙日、
投票時間、
投票場、
立候
補届出の締切日、
立候補辞退の締切日及びそ
の他必要事項を告示

16：00

考

第６条：選挙人名簿は10日以内の日を定め閲
覧に供する。
記載事項の脱漏・誤認等の訂正の
申出があったときは直ちに名簿を修正し告示

1号議員選挙告示

最終日は正 1号議員立候補受付の締切
午で受付終
了

議員の職務執行者変更届が出されましたの
備

選挙人名簿作成

新しい議員さんです

議員

今年は任期満了に伴い、選挙が行われます。下記が選挙スケジュールとなります。
月日
（曜日）

平成 22 年８月 15 日

30日に、憤慨する会の高松会長等が市役所を訪
ね、寄せられた署名簿を葛西憲之市長に提出
し、カラス対策の実施について、再度の陳情を
行いました。その後、弘前市では、弘前市街地
におけるカラス被害を防止するため、広く市民
の意見を聴取し、カラス対策の方向性を見出し
ていくための協議機関として、７月26日に弘前
市カラス対策連絡協議会を立ち上げ、当所並び
に憤慨する会の高松会長も参画することになり
ました。このたびの署名活動にご協力をいただ

商工会議所会館

貸会場をご利用ください！
詳しくは総務財政課まで

きました会員各位に深く感謝いたします。

第 637 号

弘前かいぎしょ TODAY

そうだんしょ

TODAY

３

「はっと気がつく わかる経営戦略策定セミナー」開催のご案内
青森県では、企業の経営者の方々を対象に、実際の事例を参考として、経営戦略の立て方やＩＴ
を活用して経営課題を解決していく方法を学ぶセミナーを開催します。
○こんな方に参加してほしい
・自社の経営戦略を立てたいと考えている方・経営者の考え方を従業員に理解させたいと考えて
いる方・他社の成功事例を参考にしたい方・ＩＴなんて関係ないと考えている方
◎日時・会場

９月10日㈮

13:30〜15:30

弘前商工会議所3階

301室

※青森市（８／27）、八戸市（８／31）でも開催

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

平成 22 年８月 15 日

◎対象

企業の経営者や経営幹部、経営戦略策定に興味のある人、中小企業支援団体の職員等
30名程度

◎講師

セミナー開催

「龍馬に学ぶ魅力あるリーダー像とは」
現代は混迷、そして大きな変革期…政治・経

ＮＰＯ法人ＩＴＣあおもり理事

◎お申込み方法

澤田徳寿氏

◎参加費

無料

８月20日㈮までに、FAX又は電子メールにより新産業創造課情報産業振興グ

ループ（017-734-9418）までお申込みください。詳しくは県庁ホームページをご覧ください。
http://www.pref.aomori.lg.jp/（「産業・雇用・労働」ページに掲載中）

済・国際情勢など、ますます経営環境の変化が

＜経営支援課＞

高橋進の経済ナビ

予想される中、中小企業の経営者はどのように
立ち向かえば良いのでしょうか。このセミナー
では、ＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」を始め今年

日商

最も注目を浴びている偉人「坂本龍馬」の生き

「参院選後の経済・財政政策運営」
日本総合研究所

方・考え方を通じて、激変する時代を乗り越え
参院選の結果、民主党の政権運営が非常に難

副理事長 高橋
進
と同時に、医療・介護・健康、環境・エネルギ

は、担当課まで。

しくなるのは必至である。
しかし、
日本の財政状

ー、農業など内需の新分野を育てていかねばな

【日

時】平成22年８月26日㈭

況は日に日に悪化しており、こうした状況を放

らない。政府は参院選の前にこうした新分野の

13：30〜15:30

置すれば日本国債に対する信認が失われ、日本

育成を主眼とする新成長戦略を打ち出したが、

もギリシャのような運命をたどることになる。

総花的で戦略分野への十分な絞り込みができて

そうなる前に、財政健全化の中長期シナリオを

いるとはいえない。また、成長戦略に必要な財

描き、増税の在り方を具体的に問うことが、政

政資金をどこから捻出（ねんしゅつ）するのか

権党のなすべきことである。

も不明である。成長戦略のさらなる具体化と優

るリーダー像について講義します。お申し込み

【会

場】弘前商工会議所会館

【受講料】会員500円
【定

一般1,000円

員】50名

＜経営支援課＞

人材バンク
希望職種

希望
月収

年齢 住所

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎ 38 ─ 8609）

職歴・経験等

学歴・免許・資格等

希望勤務地
時
間

電気工事等
現場管理 24年
10年
営業
4年
他

高卒 普通免許
第1種電気工事士
1級電気工事施工
管理技士
消防設備士甲種4類

弘前及び近郊
8:00〜
18:00

1 現場管理 20 60 弘前市 電気工事

2 一般事務 12 45 弘前市 一般事務

高卒 普通免許
16年 珠算2級
書道3段

販

売

20

5 スタンド 15
店員

6

7

営

調

業

理

販売員
31 弘前市
営業

弘前及び近郊
9:00〜
18:00

8年 高卒
1年 普通免許

弘前市
9:00〜
19:00

ガソリンスタンド 高卒
1年 普通免許
32 弘前市
他 危険物乙4種

15 29 弘前市

15

セールスドライバー 高卒
9年 普通免許
他

給食業務
55 弘前市 仲居

8

介

護

13 20 藤崎町 介護

9

看護師

20 37 弘前市 看護

10

看護師

18 33 弘前市 看護

弘前及び近郊
8:30〜
18:00

短大卒
普通免許
英検3級

3 一般事務 15 36 弘前市 歯科助手、受付
16年

4

３階301会議室

2年
4年
他

高卒 普通免許
食物調理実習検定
1級
被服検定1級

弘前、黒石
浪岡など
不 問
弘前及び近郊
8:00〜
17:00
弘前及び近郊
8:00〜
18:00

短大卒 普通免許（AT）
藤崎町及び
ホームヘルパー2級
近 郊
1年 介護保険事務士
社会福祉主事
介護福祉士 介護食士2級 不 問
高卒

専修

12年 普通免許（AT）
正看護師免許

短大卒
9年 普通免許
正看護師

※希望月収…本人希望によるものです。

弘前及び近郊
不 問
弘前及び近郊
8:00〜
17:00

財政再建を進めるに当たっては、まず政府が

先分野の明確化が必要である。

歳出の無駄を徹底的に省き、次に経済の成長を

ただし、政府が成長分野を決めつけ、そこに

促進して税収を伸ばし、それでも歳入が足りな

重点投資していくという手法は、旧来型の産業

いというときに国民に増税を求めるというのが

政策の発想そのものである。最近は、民間企業

筋であろう。今回の選挙結果を見ても分かる通

にも政府の関与を期待する声があるが、政府の

り、国民は増税の必要性は認めているが、その

関与が強まれば、高コストで柔軟性のない市場

条件については納得していない。従って、難し

が生まれがちである。それでは日本企業の真の

い政権運営の下で、次の衆院選に向けて民主党

国際競争力は強くならない。新分野の成長はあ

が国民に問うべきことは明確である。

くまでも競争的な市場環境の下で市場が決める

民主党が国民に提示すべきことは次の３点で
ある。

ことであり、規制緩和や競争政策の観点を忘れ
てはならない。

第１に、国民が成り行きを注目している事業

第３は、民主党の考える社会保障の在り方を

仕分けをさらに深化させて、歳出の一層の削減

明確に示す必要がある。自民党政権は、社会保

と効率化を進める必要がある。そして、単に予

障のあるべき姿を中福祉・中負担と定義し、
基本

算を削ったり、天下りを阻止したりするだけで

的に現行制度を維持していく方針であったが、

なく、行政組織や公務員制度の改革につなげて

それでもかなりの増税が不可避と見ていた。こ

いくことである。国民に増税の負担を強いるな

れに対し民主党は、子ども手当の創設に見られ

ら、政治家も国会の議員定数の削減などを打ち

るように高福祉を目指しているように見える。

出し、それなりの痛みを分かち合うべきであろ

しかし、高齢化が進む下で高福祉を実現するた

う。こうした行政や政治の改革を、今後、どう

めには、それなりの財源が必要である。民主党

進めていくのか、工程表の提示が求められる。

はその財源をどうやって捻出するのか、あるい

第２に、
成長戦略を具体化させることである。 は国民にどのくらいの税負担を求めるつもりな
このままでは高齢化が進む日本経済の成長力は

のであろうか。もし民主党がスウェーデンのよ

大きく低下したままになり、財政再建に必要な

うな社会を目指すことを考えているのであれ

税収を確保することも難しい。日本経済をまず

ば、国民は相当の高負担を求められる。民主党

現在のデフレ状況から脱却させ、そして回復軌

はそうしたシナリオをきちんと示した上で、国

道に乗せるためには、アジアの需要を取り込む

民の審判を仰ぐべきである。

４
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弘前かいぎしょ TODAY

夜空に浮かぶ火扇
「ヤーヤドー！」掛け声とともに、夏の夜空
に浮かび上がる勇壮、華麗な弘前ねぷた。
津軽の夏の風物詩、弘前ねぷたまつりが８月
１日に開幕し、一週間にわたって観衆を熱狂の

会議所共済映画鑑賞会ご招待！

勇壮、華麗
大小８４台！

この夏、一

今年は、現在の運行形態になって以降、最多

匹の見習い警

となる84団体（うち、新規参加３団体、復活参

察犬が、愛と

加１団体）が出陣。太鼓や笛の祭り囃子にのっ

感動を届けま

て連日沿道の観衆を魅了しました。

す。実話から

（写真提供：陸奥新報社）

渦に巻き込みました。

生まれた、心
あたたまる絆
の物語。
恒例となっ
た、弘前商工
会議所共済制
度加入者対象
の映画鑑賞会
のお知らせです。詳細は次のとおり。
●招待日時

平成22年９月７日㈫

●場

ワーナーマイカルシネマズ弘前

所

18：30頃

●上映作品『きな子〜見習い警察犬の物語〜』
現在、弘前商工会議所共済制度にご加入され
ている方は、担当推進員までお問い合わせくだ
さい。
なお、今回、加入者以外で10名の方に限りご
招待いたします。
ご希望の方は、
官製はがきに事
業所名・所在地・氏名・電話番号・希望枚数（１
事業所２枚まで）をご記入の上、当所内「弘前
商工会議所共済制度・映画鑑賞会」チケットプ
レゼント係までハガキにてご応募ください。
（締切は８/30必着）

ファッション甲子園 2010 最終審査会迫る！

＜総務財政課＞

日

時：平成22年８月22日㈰午後１時〜

ファッション甲子園関連イベントも開催

金額に関わらず、ファッション甲子園へ協賛募

場

所：弘前市民会館

アパレル産業の振興にも力を入れており、青森

金していただいた方に、表・裏地のハギレ、ボ

県アパレル工業会が、大会に併せ下記のイベン

タン、ミシン糸等をプレゼントします。

の中から、一次審査を通過した40作品（チー

トを展開します。

日

ム）が公開ファッションショー形式の最終審査

場所：弘前市民会館管理棟

会に挑みます。今回の優勝校の副賞は「パリ派

＜コンピュータデザインシステム展示会＞

遣・招待」です。

洋服を作るうえで欠かせないアパレル関連の

７月23日の百石町夜店まつりにおいて、恒例

アトラクションは、デザイナー中野裕通

機器が勢ぞろい。築城400年祭マスコットキャ

のストリートファッションショーが開催されま

審査員による「2010-2011秋冬ファッション

ラクター「たか丸くん」の刺しゅうデモンスト

した。学校法人白銀学園サンモードスクールオ

ショー」です。プロのモデルも出演します。

レーションならびに、限定グッズを販売しま

ブデザインの学生28名が制作・モデルをトータ

す。

ルで務め、４テーマ36作品を発表。沿道に詰め

＜もの作りのカイゼンアイテム＞

かけた多数の観客を楽しませ、ファッション甲

洋服作りのグレードアップに一役買う附属品の

子園ＰＲに一役買いました。

全国から応募のあった4,455点のデザイン画

今年も来場者の皆様が審査に参加出来る企画
や、歴代優勝作品の展示などがあります。
入場券は下記販売所にて好評発売中！
【チケット販売所】

押えやアタッチメント等の実演

＜弘前市＞弘前商工会議所・日弘楽器・弘

日

前中三・Ｄｏスタンプ事務局（ルネスアベ

時：８月21日㈯

10：00〜17：00

８月22日㈰

９：30〜13：00

時：８月21日㈯

10：00〜17：00

８月22日㈰

９：30〜16：00

百石町夜店まつりファッションショー開催

ニュー）・弘前市まちなか情報センター、上土

＜ファッションセミナー“デコクロ教室”＞

手スクエア・メディアイン城東店（Ｂｏｏｋカ

「ユニクロをデコレーションする」から作られ

ウンター）・さくら野百貨店弘前店・弘前市立

た言葉“デコクロ”。ハギレを使用し、Ｔシャ

観光館インフォメーション

ツがワンピースに変身します。

＜青森市＞成田本店しんまち店（地下ＣＤ売り

日

場）、ショッピングタウンサンロード青森（１

受講料：1,000円

Ｆ総合サービスカウンター）

定

員：50名

【ファッション甲子園関連問合わせ先】

＜八戸市＞チーノはちのへ（１Ｆインフォメー

申

込：事前申込必要。

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

ション）

＜ファッション甲子園協賛チャリティー＞

時：８月21日㈯

15：30〜17：00

＜まちそだて課＞

