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青森人の祭典
ＶＯＬ・１

広報委員会レポート
レポート：広報委員長

工藤

武重

今回準備したアップルパイは大小合わせて約

このあと、お客さんは途切れることがなく、

350個、金額にして約19万円相当。すべて売り切

途中、永澤会頭や新戸部名誉会頭、葛西弘前市

るためにはどんな商品陳列がいいのか、試行錯

長、三村青森県知事などの激励に、スタッフの

誤しているとメイン会場では式典がスタート。

士気も上がった。

気がつくと、待ちきれない来場者が物産コーナ

た、
「2010青森人の祭典」（主催：東京青森県

ーにも押し寄せ、最初からこのアップルパイを

人会）。当日は、3000人の来場者が詰め掛け、

目当てに来たという初老の女性が記念すべき最

大盛況の中で幕を閉じた。今回は、物産コーナ

初の１個を買ってくれた。

タッフとして同行したので、レポートしたい。
当日は、朝７時に会場に集合し、軽い打ち合
わせ後、搬入と設営をスタート。今回、物産コ
ーナーに参加したのは県内36事業所・団体で、
周りを見ると他のブースは手馴れた様子で設営
が出来上がっていく。
時計が９時を回り、
当所が
商品の陳列に取り掛かる頃には他のブースはお
およそ準備が終了しており、心配したのか㈳弘

テープカットで式典始まる

ーに当所が出展した
『アップルパイの競演』
にス

満員のメーン会場内

11月23日㈫、
東京国際フォーラムで開催され

結果、わが『アップルパイの競演』ブースは
午後１時過ぎには用意したすべてのアップルパ

前市物産協会の櫛引会長（カネショウ㈱・当所

イを売りつくした。もちろん売ることだけが目

常議員）
や青森県酒造組合の北村会長
（六花酒造

的ではなかった。弘前がアップルパイの街であ

㈱・当所常議員）がアドバイスに来てくれた。

ることも、併せて伝えることができたと思う。
３５０個すべて完売

大盛況のブース

設営の様子

!!

弘前駅でお客様をお出迎え
〜東北新幹線全線開業イベント〜
声かけ隊がお出迎え
12月４日、基本計画決定から38年の歳月をか
け、東北新幹線全線開業が実現しました。弘前
駅でも当所がＪＲ弘前駅、㈳弘前観光コンベン
ション協会、㈳弘前市物産協会、弘前市等と組
織する弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行
委員会主催による様々な歓迎イベントが開催さ
れました。
弘前駅自由通路は実行委員会の公募選考によ
り「あずましろ〜ど」と名づけられ、記念式典
を皮切りに津軽三味線の合奏等のステージイベ
ントやヒラメ寿司、ホットアップルジュースの
ふるまい等が２日間に渡り催されました。
弘前ユースサミットを中心に結成された
「12.4オール弘前ようこそ声がけ隊」が、新幹
線と奥羽本線を乗り継いで弘前に到着した方々
に改札口付近で「いらっしゃいませ!!」「ようこ
そ弘前へ!!」と声をかけ盛大に歓迎しました。

祝

東北新幹線全線開業！
！
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「街づくり大賞」は、弘前市において商工農業をはじめ、各界の分野において地道な活動で地域の振興発展に寄与する等、元気ある街
づくりに功績のある方々を表彰し、その不断の努力を称えるために制定されたもので、このたび第１０回目の大賞が決定いたしました。
「地場産業振興部門」……経済活動を通じて地

「街並み景観部門」……建築物等を対象として

「地域文化振興部門」……地域の文化振興に寄

域の振興に寄与しているものもしくは地場産業

街並みに配慮したものおよび地場の風土に調和

与しているもの

の振興と宣伝に寄与しているもの

し弘前らしさを出しているもの

六花酒造㈱
代表取締役社長

マルエス自工㈱
北

村

裕

志

特定非営利活動法人

翠明荘

代表取締役社長

新戸部

津軽三味線全国協議会
理事長

八州男

工

藤

満

次

六花酒造㈱は高島屋：白藤（享保４年創
業）、
山の二：白梅（明治19年創業）、
木筒屋：

翠明荘が最初に建築されたのは明治28年のこ

一洋（明治42年創業）の三社が昭和47年３月に

と。その後昭和８年から昭和１２年までに高谷英

合併、相互補完のもと製造・販売の合理化を図

城氏の別邸として増築される。堀江佐吉一族か

って設立された津軽地区を代表する酒造会社。

らなる建築で長男の堀江弥助をはじめ当時を

全国津々浦々の津軽三味線奏者による唯一の

「六花」社名の由来は雪の結晶に現れる幻想的

代表する技術家が参加、昭和８年代に費用51万

連合組織として平成２年に設立され平成22年に

な六角形の花のイメージ。清爽な津軽平野で育

円を要したと云われ、一民間人として昭和不況

は20周年の節目を迎えた。津軽三味線の普及促

まれた原料米と白神山地を源流とする地下伏流

に貢献した高谷氏の功績は大きい。檜・入り母

進により津軽の芸能と文化を子どもたちや若者

水を用い、杜氏の伝統の粋を極めた日本酒を製

屋造りの建物のほか、
洋館は旧帝国ホテル
「ライ

へ伝承、津軽三味線を国内外へ向けて発信する

造。主力製品銘柄の「じょっぱり」は津軽弁で

ト館」風の建物となっている。内部には東北随

とともに津軽地域の活性化に寄与することを目

「意地っ張り・頑固者」を意味する言葉、昭和

一の遠州流庭園が広がり、書院造りを基調とし

的に活動を展開し、加盟社中は80を越えて現在

40年代の未だ甘口酒全盛時代に杜氏がこだわり

た座敷はどの部屋にも炉が切られ茶室としての

もなお増え続けている。津軽三味線フェスティ

を持って造った辛口清酒「じょっぱり」は時代

趣を備えているほか、欅（けやき）の一枚板の

バルや各地における定期演奏会への出演協力を

に流されることなく、その後到来する辛口酒ブ

廊下、そして大広間を飾る昭和初期当時のまま

はじめ、平成19年には新たに「津軽三味線日本

ーム以前より現在に至るまで頑なにその味を貫

のドイツ製シャンデリアなどが残されている。

一決定戦」を立ち上げるとともに、大合奏で知

いている。また、伝統に培われた確かな醸造技

現在は奥膳懐石「翠明荘」として営業されてお

られる「The津軽三味線」など行政や経済団体

術により、本格米焼酎「津軽海峡」をはじめ、

り、津軽文化を伝える舞台、そして料理を堪能

と連携した演奏活動も数多く行うなど、津軽三

地元を代表するりんごやさくら、嶽きみの風味

できる料亭として多くの客人をもてなしてい

味線と津軽民謡を通して津軽の風土や文化を広

を活かしての新しいお酒の商品開発にも積極的

る。現代建築ではもう見ることのできない贅沢

く国内外に伝えている活動は地域文化の振興に

に取り組むなど地場産業の振興と宣伝に大きく

さが別世界の雰囲気をつくりだしている翠明荘

大きく寄与している。

寄与している。

は弘前らしい雰囲気と景観を生みだしている。
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永澤弘夫会頭

就任挨拶（全文） 平成22年11月１日 第199回臨時議員総会（組織会）
このたび、皆様の

をはじめ弘前市に対する意見・要望活動につき

温かいご推挙により

まして、国際化、ＩＴおよびネットワーク化、

業に対し積極的な支援をして参ります。

まして、不肖、私を

ユーザー・ニーズの多様化などの経済社会の潮

であります。12部会から９部会体制への再編に

弘前商工会議所の第

流変化を読み解き、活力ある企業活動を行うた

よる部会活動のさらなる活性化を図るととも

41代の会頭にご選任

めの基盤づくりや市民生活の向上に寄与すべ

に、未来に希望を繋ぐ青年部活動、女性ならで

いただきましたこと

く、地域の抱える課題解決に向けて、いま何を

はのきめ細かいセンスを活かした女性会の活動

は、身に余る光栄で

求められているのか、時流を捉えた的確な建議

と一体的な取り組みをして幅広く活動できるよ

あり、また感激に堪

活動をして参ります。

う、その環境づくりに努めて参ります。あわせ

そして４つ目には、
「組織と財政基盤の強化」

２つ目には、
「まちそだての推進」
であります。 て、特に医療福祉関連業種の加入促進に力を注

えないところでござ
います。新戸部前会頭はじめ歴代会頭のすぐれ

地場産業及び伝統的工芸品産業の振興育成とし

ぎながら会員増強を図り、会員組織率の向上を

た手腕と業績に思いをいたすとき、果たしてこ

て、これまで取り組んできたＪＡＰＡＮブラン

目指して参ります。また、広報事業の強化とし

の重責を全うし、ご期待に添うことができるか

ド育成支援事業などの成果を、今後はいよいよ

ては、ホームページ運用の見直しと会報の更な

どうか、危惧しておるものではございますが、

商談会開催などにより本格的に販路拡大を図っ

る内容充実を図り、より開かれた会議所として

幸いにも健康には恵まれているほうであります

ていくとともに、農商工連携による「りんごゼ

適切な情報発信をして参ります。さらには、さ

ので、この上は全力を傾注し、この大任を果た

ロエミッションプロジェクト」を推進させ、生

くら共済をはじめとする会議所共済の普及と加

したいと念願しておる次第でございます。

食用のりんごだけでなく加工食品の高付加価値

入の促進、商工会議所会館の活用による収入の

顧みますと新戸部前会頭は、景気の後退局面

商品の開発に取り組み、新たなブランド商品づ

拡大を図るとともに、新たな収益事業の検討も

にありました平成10年に会頭に就任以来、齋藤

くりや、ものづくりを担う人材の育成に資する

行い財政基盤の強化に努めて参ります。

熊五郎元会頭が進められた行動する商工会議

事業などを展開して参ります。また、中心市街

以上申し述べました４つの柱を基本として、

所を更に推し進め、４期12年間にわたり強いリ

地の活性化に向けては、まちなかの賑わいを創

一歩先を行く商工会議所となるべく、会員、特

ーダーシップを発揮され、自らのアイディアに

出する事業の実施が図られるよう、引き続き弘

定商工業者、一般市民の先頭に立ち、地域経済

よる誠に時宜を得た立派な事業を数々展開し、

前市中心市街地活性化協議会に対する強力な支

を明るい希望の持てる未来へ誘導していくた

将来に希望の持てるまちづくりの推進に邁進し

援をして参ります。そして、まちづくりコンセ

め、「地域を先導する弘前商工会議所」を目指

てこられました。百有余年の歴史と伝統を誇る

プトである「弘前感交劇場」の役割をしっかり

して参ります。そして、この「地域を先導する

弘前商工会議所の会頭に就任するにあたり、新

と果たすべく当商工会議所として、これら、も

弘前商工会議所」を実現していくためには、時

戸部前会頭が取り組んでこられた行動する商工

のづくり、農商工連携、まちづくりに係わる事

代の変化に即対応できる事務局職員を育成する

会議所を継承しつつ、私はさらに一歩先を行く

業などを特化しながら、その一翼を担いつつ内

とともに、会員はもとより役員、議員各位の積

商工会議所を目指し、目標として「地域を先導

容の充実に寄与していく所存であります。

極的な参画とご協力が必要不可欠でございま

する弘前商工会議所」を掲げ、役職員と共に地

３つ目には、「中小企業支援の強化」であり

域総合経済団体としての役割をしっかりと果た

ます。厳しい経済状況の中、会員の大方を占め

し、中小企業は弘前経済をけん引する力であり

る中小企業者の方々を念頭におきながら、活路

東北新幹線全線開業、弘前城築城四百年祭が

社会の主役であることを認識し、弘前の経済再

開拓のための地域密着型の経営相談を推進する

目前に迫り、受入体制の整備や中心市街地の活

生に向けて渾身の努力をしていかなければなら

とともに、今年度から弘前商工会議所独自に始

性化をはじめ、地域が抱える課題が山積してお

ないものと決意をしたところであります。

めた「弘前短観」の内容充実に努めるなど、迅

ります。このたびの会頭就任を期して、今後な

速で的確な調査事業を展開して参ります。

お一層の精進をいたし、微力ながら弘前商工会

特に、最初の任期となるこの３年間におきま
しては、次の「４つの柱」を基本とした諸事業

す。皆様方のご理解とご支援を賜わりますよう
お願いを申し上げる次第であります。

また、津軽弘前のこれまでの資源に光を当

議所の発展のため心血を注いでいく覚悟であり

て、それを活用した新規創業の誘導をはじめ雇

ますので、皆様方の旧に倍する格別のご支援、

まず１つ目には、商工会議所活動の大きな柱

用環境の整備など、企業の発展に必要な価値の

ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、

である「建議活動の強化」であります。国、県

ある情報を適時適切に提供するなど、頑張る企

会頭就任のご挨拶といたします。

を展開して参りたいと思います。

活動テーマ▶
行動指針▼地域を先導する弘前商工会議所

弘前商工会議所中期行動計画

建議活動の強化
▼
１．時流を捉えた的確な建議
・弘前市への建議要望活動の継続
・国・県への建議要望活動の継続

まちそだての推進
▼
１．産業そだての推進
・弘前ブランドセンター設立に向けた調査研究
・りんごゼロエミッションプロジェクトの推進
・ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業・地域資源
∞全国展開支援事業を活用した地域産業の振
興
・農商工連携による地域産業の振興
・ものづくり担い手育成
・りんごのまちのアップルパイランド化
・「津軽の食と産業まつり」における商談会の
実施

２．まちそだての推進
・弘前市中心市街地活性化協議会に対する支援
・中心市街地活性化に対する支援事業の実施
・「弘前感交劇場」推進に係る事業の支援
・弘前まちそだて大使からの助言・提言等によ
る事業の推進
・「まちづくり大賞」の実施
・Ｔｈｅ津軽三味線等各種イベント事業に対す
る支援

中小企業支援の強化
▼
１．情報の収集と発信

組織・財政基盤の強化
▼
１．組織運営基盤強化

・弘前地域企業短期景況観測調査
『弘前短観』の充実
・迅速・的確な調査事業の展開

２．経営支援の充実
・IT経営戦略の推進
・地域密着型経営改善普及事業の推進
・創業、経営革新の支援強化
・円滑な事業承継の促進
・農商工連携相談への対応と支援
・異業種交流による『新連携』の促進

３．雇用環境の整備
・企業人材育成支援事業の実施
・雇用対策に関する助成金等の情報提供

４．関係支援機関との連携強化
・県、市関係部署との情報交換
・金融機関との連携強化
・税務関係機関との連携強化
・ハローワーク等との連携強化

・医療福祉関係事業者を中心とした新規会員
増強運動
・青年部・女性会活動との一体的取り組み
・市内経済団体との連携強化
・部会活動の更なる活発化
・潮流の変化に対応できる事務局職員の育成

２．財政基盤の強化
・会員共済制度の加入促進
・会館施設の利用促進
・新規収益事業の検討

３．広報事業の強化
・会報『かいぎしょＴＯＤＡＹ』記事構成の見
直し
・ホームページでの情報提供の迅速化
・一般市民への会議所活動の周知活動

商工会議所会館

貸会場をご利用下さい！
各階ネット環境・ウォシュレット完備
詳しくは総務財政課まで
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中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

青森県

！
「なんでも相談会」開催中！
お気軽にご利用いただける「なんでも相談
会」、今後の相談日は次の通りです。

①青森県の特別保証融資制度の一つである、青

なお融資対象となるのは、経営安定枠及び原

森県経営安定化サポート資金に「借換枠」が

油関連枠の要件（売上減少等）に該当する方と

創設されました。

なっています。

これは、県の経営安定関連資金の既存借入が

②県制度資金の既存借入に係る条件変更を行う

ある場合、これを借換することで、返済負担を

場合には、県制度資金の要綱に定める融資期

軽くすることを目的としたものです。

間の上限を超えて最長５年延長することがで

借換対象となる資金は以下のとおりです。

きることとしました。

◯青森県中小企業経営安定化緊急支援資金

なお、条件変更の可否については、金融機関
などの審査により決定されますので、ご了承く

◯青森県中小企業セーフティネット資金

ださい。

（平成14〜19年度）

詳しい内容等につきましては、お問い合わせ

◯青森県経営安定化サポート資金

ください。

（平成20〜21年度）

＜経営支援課＞

〜建設部会視察研修会〜

話題の東京スカイツリーの視察

平成23年１月19日㈬

建設部会（吉川功一部会長）では、11月19日

粋と名付けら

●時

間

13：00〜17：00

〜20日の日程で、恒例の「ジャパンホーム＆ビ

れたライトア

●場

所

当会館５階相談コーナー

ルディングショー2010」のほか、現在建設業界

ップについて

許認可申請他法律全般について

では最も話題となっている東京スカイツリーと

説明を受け、

※お待ち頂くことのないよう予約制とさせてい

東京臨海大橋（仮称）の建設現場を巡る視察研

続いての質疑

ただきます。相談ご希望の方は、事前にご連絡

修会を実施しました。

応答時には総

●相談内容

ください。
＜経営支援課＞
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

希望
月収

住所

職歴・経験等

普通免許

弘前及び近郊
8:00〜
17:00

医療部品の検査
1年 高卒 普通免許
12 弘前市 カートリッジの
珠算検定2級
品質評価
2年 漢字検定3級
他

弘前及び近郊
9:00〜
17:00

1 一般事務 13 弘前市 電子部品の製造

11年

2 一般事務

学歴・免許・資格等 希望勤務地
時
間

高卒

3 経理事務

金融商品の営業
1年
20 弘前市 経理事務・荷受・
検品
16年
他

4 営業事務

大卒 普通免許
GSでの販売・配達 中学教諭高等学校
弘前及び近郊
教諭
（社会）
2年
20 弘前市
:
通信販売営業事務 乙4危険物取扱者 9 00〜
17:00
23年 日本損害保険協会
普及資格

大卒 普通免許
ファイナンシャル 弘前及び近郊
プラニング2級
9:00〜
日商簿記2級
17:00
衛生管理士 他

5 商品配達 15 平川市 生花販売・配達
高卒 普通免許
11年

弘前市
黒石市
平川市
8:00〜
17:00

建設中の東京スカイツリーをバックに

２月16日㈬

「ジャパンホーム＆ビルディングショー

工費につい

2010」は「ジャパンホームショー2010」と「サ

ての質問があ

スティナブル建築技術展2010」から構成され、

り、総事業費

「ふるさと建材・家具見本市」、「ＣＯ２削減

1,500億円と

プロジェクト」、「室内環境バリューアップ」

の回答に、一

などのテーマごとに、全国の建設業者が出展す

同からは感嘆

るとともに、各種セミナーやシンポジウムも併

の声があがり

催。住宅・建築関連業者の貴重な情報収集や商

ました。その

談の場となっている日本最大規模の展示会で、

後通常入ることのできない場所からの写真撮影

出展者数が国内外合わせ約700社、来場者数は

会が実施され、参加者は、普段見ることのでき

３日間で約15万人に上ります。

ない角度からの光景に何度もカメラのシャッタ

今年は地球環境問題を意識した、省エネルギ

ーをきっていました。

ー住宅を提案する出展が多く見られるととも

東京臨海大橋の視察は、葛西臨海公園から発

に、地場建材をアピールするブースや、近年大

着する水上バスの船上から行われ、見た目の美

きな市場となりつつある「扉」を出展している

しさよりも100年の耐久性を持たせるための無

業者が多く見られました。

骨な鉄骨造の橋梁を見ることができました。

東京スカイツリーと東京臨海大橋の視察は、

現在の建設技術の最先端を巡る今回の視察研

「東京只今工事中」と銘打たれた観光バスツア

修会に、参加者はそれぞれの視点から「参考に

ーへの参加という形で実施されました。

なる」「勉強になる」との感想を述べていまし

東京スカイツリーの視察では、まず三点構造

た。
＜情報調査課＞

から円構造へと変化していく過程の説明や雅、
6

警

備

15 弘前市 警備

17年

大卒 普通免許
大型免許

弘前及び近郊
不 問

7

調

理

15 弘前市 調理全般

26年 高卒 普通免許
調理師免許

弘前及び近郊
8:00〜
19:00

8

販

売

GSの一般事務・
4年
16 弘前市 給油・接客
自動車の車両整備
4年

9

販

売

20 弘前市

大卒 普通免許
小学校教諭
3級ガソリン整備
士免許
乙4危険物取扱免
許

CD・レコード等の
販売
23年
高卒
リフト、
ゴンドラ等
の整備運営
9年

普通免許

※希望月収…本人希望によるものです。

弘前市内
8:30〜
18:00

弘前市内
不 問

３

特別保証融資制度が拡充！

（平成13年度）

●開 催 日

平成 22 年 12 月 15 日

新入会員紹介
事 業 所 名

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数 2,556 件 ( 特別会員含む）
代 表 者

住

所

営 業 内 容

喫茶店トップ

白戸

恵子

駅前町16−3

軽食喫茶

プライベートサロン RiとBiのたまご

須藤

友子

南瓦ケ町5−305

エステティックサロン

デザイン・ワーク・タケダ

武田

孝三

中野四丁目10−9

デザイン

【新入特別会員】
事 業 所 名
三上シーリング

代 表 者
三上

和幸

住
平川市猿賀明堂61

所

営 業 内 容
防水シーリング

