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過去最高!! 人出73,100人！ 津軽の食と産業まつり

「弘前な空間」を世界へ発信！！

〜ＪＡＰＡＮブランドブース大盛況!!〜

両会場あわせて150件の出展があり、それぞ

当所では平成17年度より、地元工芸品の高付

れ食料品、工芸品、雑貨、衣類等の物品を販

加価値化とブランド力の向上、欧州での販路開

売。お馴染の友好都市斜里町、太田市の物産販

拓を目指し、フランス・ドイツ等の国際見本市

売コーナーは初日からたくさんの人だかりがで

への出展活動を継続して参りました。

き、早々に売り切れる商品もありました。

打刃物大盛況

れました。

にのぼり、大いに賑わいを見せていました。

ミスはこだてが
函館観光をＰＲ

いて、「2011津軽の食と産業まつり」が開催さ

商談の様子

多くの人で賑わう克雪トレーニングセンター内

10月14日から16日までの３日間、克雪トレー
ニングセンターと屋外のエントランス広場にお

!!

今年度も中小企業庁の補助金「JAPANブ

期間中には各種イベントも行われました。保

ランド育成支援事業」制度を活用した「弘前な

を地元の方にも知っていただく機会を設けてい

育園児による演奏・演技や中高生によるブラ

空間デザイン」ブランディングプロジェクトを

きたいと考えております。

スバンドの演奏、ストリートダンス、和菓子作

立ち上げ、来年1月パリで開催される、
「Maison

り、そば打ちの体験コーナー、バルーンパフォ

et Objet（メゾン・エ・オブジェ）」国際見本

函館交流コーナーも大盛況！

ーマンスなど、来場した子供から大人までが大

市への出展を目指しております。

いに楽しめる内容でした。

〜当所と函館商工会議所〜

当プロジェクトの基軸は「津軽塗」、
「津軽打

今回から、函館弘前交流コーナーとして、函

また、今年で２回目となる「アップルパイ食

刃物」、「津軽こぎん刺し」、「津軽木工」の魅

館近海でしか採れない「がごめ昆布」を取り扱

べくらべカフェ」も連日大盛況で、来場者には

力にさらなる磨きをかけることにあります。現

う『がごめ昆布ねばねば本舗』と全国のラーメ

市内で販売されている６種類のアップルパイを

在のライフスタイルにあった新商品を開発し、

ンファンから高い評価を得ている『北浜商店』

楽しんでいただきました。

それらを束ね、全てが「職人の技」「手仕事」

の２店舗が出店しました。

会期中、第10回目となる「将来の夢コンクー
ル」も開催され、会場内には市内の小学生から

で構築された空間を「弘前な空間」として提案
していきます。

また、最終日にはミスはこだてによる函館観
光ＰＲのステージイベントが開催され、じゃん

寄せられた1,551枚の絵と作文が展示されまし

今年の「津軽の食と産業まつり」では、プロ

けん大会などで大いに盛り上がりました。今後

た。最終日には表彰式が行われ、入賞者には賞

ジェクトブースに隣接された伝統工芸品即売コ

も、各イベントでの物産店の相互・共同出店や

状と記念品が手渡されました。

ーナーが大盛況となりました。

観光商品の共同開発など、経済交流を進めてい

期間中の人出は73,100人（実行委員会発表）

今後も海外での活動と並行し、我々の取組み

きますのでご期待ください。

2

第652号

平成23年11月15日

弘前かいぎしょ TODAY

今後の会議所運営に対する意見を拝聴
〜名誉役員との懇談会開催〜

平成24年新春祝賀会
●日

時／平成24年１月４日㈬
17：00〜（受付16：00〜）

永年にわたり当所の役員・議員として会議所

●場

所／フォルトーナ

活動にご尽力をいただいてきた名誉役員の皆

●会

費／4,000円（お一人）

様と正副会頭の懇談会が、10月12日に当所会館

●申込締切日／12月22日㈭

で開催され、名誉役員として新戸部満男名誉会

●申込方法／別紙折込チラシの参加申込書に必

頭、工藤順巳名誉副会頭をはじめ名誉議員であ

要事項を明記の上、会費を添えて商工会議所ま

る工藤正義、田澤文男、板垣重信、石澤誠一郎

でお申し込みください。

の各氏にご出席をいただきました。

（電話でのお申し込みは、トラブル等の防止の

当日は、
永澤会頭の挨拶に続き、
現在の当所の

ため、お受けいたしかねますのでご了承くださ

組織概要並びに事業概要として永澤会頭の就任

貴重なご意見をいただきました

時に策定した中期行動計画について事務局より
説明のあと懇談に入りました。

17：00まで

動にさらに磨きをかけていただいており深く感

＜総務財政課＞

い。）

日商

失敗から学ぶ企業再生

「愛人は『つまずきの石』」

出席した名誉役員の皆様からは、ジョッパル

謝したい。今後とも、自分が在任中に積み残し

の早期再生並びに中心商店街の活性化に対する

た部分も含め、地域を先導する商工会議所とし

とかく中小企業の経営者は、「会社と家庭は

支援や後継者不在による事業承継に係る金融面

て邁進していただきたい」との期待の言葉を述

別」と考えがちだが、これはとんでもない勘違

での支援をはじめ、企業従業員等に独身者が増

べました。

いである。例えば、中小企業の社長は家庭や夫

えているなか、出会いの機会の創出などの婚活

最後に永澤会頭は、「諸先輩方より貴重なご

婦仲が冷え切っていても、従業員や取引先に心

事業への取り組みに対する要望のほか、中期行

意見等を拝聴させていただき感謝申し上げた

から笑顔で接することができるものだろうか。

動計画に対しての評価やご意見をいただきまし

い。本日のご意見等については今後の会議所運

日々の判断、決断、実行が求められる経営に、

た。

営に役立てていきたい」と締めくくりました。

適切に対処できるものだろうか。家庭を侮って
はいけない。家庭倒産は企業倒産の第一歩であ

特に、前会頭の新戸部名誉会頭は、「永澤会

なお、名誉役員との懇談会については、今後

頭には中期行動計画の策定など、私自身が取り

とも定期的に継続開催していくこととしており

組んできた行動する弘前商工会議所としての活

ます。

Ｆさんは、平成７年に東京で脱サラし、奥さ

リピーター創出セミナーを開催しました
下がる。

当所では10月18日、セミナー「０円で８割を
リピーターにする集客術！」を開催し、多数の

る。では、一例を紹介しよう。
んの実家、新潟市に文具・事務用品の製造販売
会社を立ち上げた。主力商品は、ポリプロピレ
ン樹脂で作ったホルダーやファイル、キャリー
バッグの類いである。単価こそ安いが、原価は

③毎月の売上が予

せいぜい１〜２割程度なので、利益率はかなり

測できるようにな

高かった。Ｆさんが営業を、奥さんが経理を担

る。

当して６年目、大手の事務器会社とＯＥＭ（相

会員の皆様にご参加いただきました。
講師は著書「０円で８割をリピーターにする
集客術」がAmazon総合１位を獲得し、リピータ

などリピーターがも

手先ブランド製品）契約を結ぶに至って、業績

ー創出専門コンサルタントとして活躍している

たらすメリットを説

が飛躍的に伸びた。そこで工場を拡張し、従業

一圓克彦（いちえん

明し、企業の経営を

員を増やし、ついでに愛人までつくったのが運
の尽きとなった。

かつひこ）氏。

集客に成功し業績を伸ばしている企業に共通

安定させるためにリ

して言えるのが、お客様がリピーターになって

ピーターがいかに重

いること。今回は、お金をかけずにお客様をリ

要であるかを説明し

ピーターにする仕組みづくりについて講演して

ました。

いただきました。
リピーターが増えると、
①新規顧客の獲得より販促費を１／８に抑える
ことができる。

講師の一圓克彦氏

事 業 所 名

そして、実際にリピーターづくりに必要な手

ォーム代も高級家具の代金も会社持ち。東京の

法を、具体例と心理学を取り入れながら、わか

大学に入った娘のマンションへ毎週通うが、そ

りやすい講義が行われ、受講者の方々にも大変

の新幹線代も会社の出張費。このすさまじい公

ご好評をいただきました。

私混同に従業員の士気はガタ落ち、やがてナン
＜経営支援課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数2,545件（特別会員含む）

代 表 者

転していく。まず、奥さんが変わった。会社の
金で高級外車を買っては乗り回す。自宅のリフ

②従業員のモチベーションが上がり、離職率が

新入会員紹介

たちまち奥さんに知られ、家庭も経営も暗

住

所

営

業

内

容

バー２が会社を辞めていった。それでもＦさん
は、何も言えない。自分が愛人のマンションか
ら出勤するようでは、言えるはずもない。やが
てこの噂が広まり、仕入れ先からは現金取引を

肉の石田

石田

雅晃 石渡三丁目３−３

精肉販売業

要求され、メーンバンクからは融資をストップ

㈱ＴＳＥ

舘田

祐介 萱町15−１

建物解体工事、側溝工事、外構工事

岩木山漬物加工センター

牧野

十吾 富栄平岡47−７

高原野菜を主とした漬物加工

され、平成18年、倒産を余儀なくされた。

㈱Mʼsなないろ調剤薬局

土産田三徳 駅前町13−１扶岳ビル1F 調剤薬局経営、調剤機器販売

㈱テクノ東弘

須藤

惇 神田二丁目７−５

リバーサイドGeshuku KOGAWA

古川

きよ 桔梗野五丁目10−15

下宿業

神楽

山中

崇聖 桶屋町44−１

居酒屋

山口

文芳 高田二丁目８−４

焼肉、ホルモン焼き

ホルモン食堂

やま長

アーユルヴェーダサロンKARUNA

宮本英巳子 城東一丁目３−12

不動産賃貸及び施設管理

エステ

Ｆさんは、愛人でつまずいた。奥さんさえ幸
せにできない人間が、社員や従業員を幸せにで
きるはずがない。家庭さえ仕切れない人間が、
会社を仕切れるはずがない。世間も銀行も取引
先も、皆そう思ったからである。
八起会

会長

野口

誠一
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一カ所で色々な相談が可能！

そうだんしょ

この度、青森県では中小企業の皆様が経営や
金融に関する相談を１カ所でまとめて受けられ

TODAY
中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

平成23年11月15日

（下請かけこみ寺）

関係機関が１カ所に集まり各種相談に応じます

・青森県（商工政策課）

ので、この機会をぜひご活用ください。

・弘前市（商工労政課）

平成23年11月16日㈬

◆会場

弘前商工会議所会館2階大ホール

10：00〜16：00

年末資金対策はお早めに〜相談受付中
当所では、年末資金の需要に応えるため、年

〈融資、信用保証、下請かけこみ寺等〉

お気軽にご相談を
なんでも相談会

・資金繰りについて相談したい

日常、事業や業務を行う中で、許認可の必要

末金融相談窓口を開設しております。
例年、年末が近づきますと混み合いますの

・新しい事業に挑戦したいので、相談したい

で、場合によっては必要な時期に資金調達が間

・代金支払時に値引き要求されて困っている

に合わない恐れもあります。こういった事態を

・急激な円高にどう対応すべきか相談したい

防ぐためにも、日数に余裕を持って計画的な行

など

動ををお勧めしております。

◆相談対応機関

談ください。

・21あおもり産業総合支援センター
・弘前商工会議所

◆相談内容

性や商取引でお困りの方はどうぞお気軽にご相

年末金融相談会開催

る「年末移動経営金融相談所」を開催します。

◆日時

３

なお、ご来所の際には、なるべく事前にご予

●開催日

12月21日㈬・1月18日㈬

・日本公庫（国民生活事業、中小企業事業）

約いただいた上、過去２期分の申告書・決算書、

●時

間

13：00〜17：00

・商工組合中央金庫

直近の試算表や借入状況のわかるものなど、最

●場

所

当会館５階相談コーナー

・青森県信用保証協会

近の営業状況がわかるものをご持参ください。

許認可申請他法律全般について

・青森県中小企業診断協会

●相談内容

※お待ち頂くことのないよう予約制とさせてい
ただきます。相談ご希望の方は、事前にご連絡
＜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
1 溶

希望
月収

住所

接 20 大鰐町

職歴・経験等
介護
製材

学歴・免許・資格等

希望勤務地
時
間

高卒 普通運転免許 弘 前 ・
3年 大型運転免許1種
黒 石 市
5年 大型特殊免許
介護福祉士
不 問

2 高校教員

トナーカートリッジ
の製造・梱包等 4年
20 弘前市 広告代理店の営業・
企画・製作
17年

大卒 普通運転免許 中南黒地域
学芸員資格
教員免許
（中・高社会） 8:00〜
18:00
自動二輪免許

3 一般事務

経理、接客、電話応
対等
8年
12 弘前市 ＣＡＤ使用しての設
計補助事務
5年
他

専門卒
普通運転免許
日商簿記2級
秘書検定2級

弘前市及び
近
郊

4 一般事務 15 弘前市

高卒
医療事務
3年
普通運転免許
電話応対・納品・請
簿記3級
求・銀行業務等32年
珠算2級

弘前市内

5 販

売 14 弘前市

食品加工（製造、盛付け）
1年 高卒
大手スーパーマーケット
での接客・商品補充 9年 普通運転免許
他

弘前市内

6 営

業 18 弘前市 携帯電話等の販売

レンタカー営業、中
古車販売
5年

弘前市及び
近
郊

製造
20 弘前市
7 （自動車、
電子部品）

筋

8:30〜
17:00

不 問

10年
テレビ等の製造 4年

高卒 普通運転免許
大型運転免許1種
中古自動車査定士
レンタカー取扱者資格
小型
（3トン未満）
建設機械
運転資格

自動車部品取付、検査等
2年
電子部品基盤打込み 1年
電子部品の塗装、検査等
15年

高卒 普通運転免許
弘前
簿記実務2級
危険物取扱者乙4類
不
他

りんご詰め
13年
8 食品製造 10 大鰐町
・加 工
ゴルフキャディ18年

9 鉄

不 問

不 問

問

弘 前 ・
平 川 市
8:00〜
17:00

高卒

弘前市内

玉掛

17:00

鉄筋加工、組立13年 普通運転免許
30 弘前市
タクシー運転手 6年 鉄筋組立技能士1級 8:00〜

10 貨物運転 12 弘前市

※希望月収…本人希望によるものです。

経営講習会開催

弘前市内
8:30〜
19:30

来年のビジネスダイアリーができました

「新幹線開業効果をつかんで売上を伸ばした

い！」
「新商品開発のためのヒントがほしい！」
「会社を再建・活性化して成長軌道に乗せた
い！」
そんなあなたに役立つヒント満載の経営講習
会です。御参加をお待ちしております。
日時：平成23年12月15日㈭

13：30〜

場所：青森国際ホテル（青森市新町1-6-18）
講演テーマ
「成長する企業の条件

のに大変便利な内容となっています。巻末には

〜女性の心をつかむ３つのヒント」
講師

佐々木

かをり氏

「世界に飛躍を！
講師

毎年皆様に好評をいただいているビジネスダ
イアリーができました。
これは2012年（暦年）の業務予定を管理する
経営に役立つ色々な情報も掲載されています。
表紙は２種類。ビジネスの合間のコーヒーブ

青森の中小企業！

レイクによる一刻のくつろぎを表現したもの

〜最近の経済動向と中小企業の対応」

と、木々の緑と明るい日差しが若々しい生命力

長谷川

とさわやかな風を感じさせるものです。

榮一氏（元中小企業庁長官）

いずれも会員限定で当所窓口において先着順

市内

高卒
普通運転免許

高卒
食品ルート営業22年
普通運転免許
主に牛乳配達 9年 他

参加無料

さまざまな
経営情報を網羅

くださいますようお願いいたします。

ヒント満載

＜経営支援課＞

主催：㈳森県中小企業診断協会

に差し上げておりますので、ご希望の方はお早

共催：青森県、青森市、青森県中小企業団体中

めにどうぞ。

央会、青森県商工会連合会、青森県商工
会議所連合会、㈳青森県中小企業診断協
会青森県支部
お問い合わせ・お申し込みは、青森県商工労働
部経営支援課（電話017-734-9375）まで
＜経営支援課＞

年利1.85％（11月15日現在）

＜経営支援課＞
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弘前かいぎしょ TODAY

日商幹部を講師に議員懇話会を開催

平成23年11月15日

The 津軽三味線2011

〜商工会議所の歴史や使命を再認識〜 チケット好評発売中！
11月８日㈫午後４

時からベストウェス
タンホテルニュー
シティ弘前において
議員懇話会を開催い
たしました。当所で
は、100名の議員を
対象に各界から講師
をお招きしての勉強
会として同懇話会を
開催していますが、
このたびは昨年の議
員改選にあたり新た
に就任された議員も

日本商工会議所

総務部兼広報部副部長

丸山

範久氏

多いことから、日本商工会議所に依頼して

万会員のうち、わずか３％（約４万人）で

「商工会議所運営をめぐる当面の諸問題」

ある議員は地域活性化の中核メンバーであ

をテーマに総務部兼広報部副部長の丸山範

り、議員の活動が活発だと商工会議所が地

久氏を講師にお招きして開催いたしまし

域のリーダーの役割を存分に果たすことで

た。

き、そして、その地域や商工業者が活性化

講師の丸山氏は、はじめに現在全国に

する」との説明をいただくなど、商工会議

514ある商工会議所の歴史に触れ「わが国

所にとって議員が大変重要な存在であるこ

における商工会議所の歴史は、明治11年に

とを再認識いたしました。

英国の会議所を模範として東京に設立され

なお、当日は議員懇話会に先立ち、第

たのが最初であり、商工会議所の誕生は明

202回臨時議員総会が開催され、庶務報告

治維新後に日本の経済社会が近代化してい

並びに審議案件として常議員の補充選任が

く過程と重なっており、まさに時代の要請

行われ、㈱青森銀行執行役員弘前地区統括

に基づいたものといえる」と述べ、設立動

の建部礼仁氏、東日本電信電話㈱弘前支店

機に係る秘話も紹介されました。

長の鈴木洋幸氏、弘南バス㈱代表取締役専 えたステージイベント「The津軽三味線2011」が今年も開

また、商工会議所の使命として議員の役
割についても触れ、
「全国の商工会議所133

津軽三味線300人大合奏をメインに、民謡や手踊りを交

務の工藤清氏の３名が常議員に選任されま 催されます。
した。

浅草に弘前ねぷた出陣!!

弘前の冬季観光イベントとして定着しつつある本事業で

〜浅草奥山こども歌舞伎まつり〜

すが、本年は、東日本大震災の復興支援事業、弘前城築城
400年祭記念事業、昨年開業した東北新幹線新青森駅開
業１周年事業として開催されます。
チケットは全席指定となっておりますので、お早めにお
求めください!!
開催日：平成23年12月10日㈯
時

間：昼の部：開演14：00〜

場

所：弘前市民会館大ホール

夜の部：開演17：30〜

入場料：Ｓ席2,000円（税込）Ａ席1,500円（税込）
出
浅草寺境内で〝はやし〟を披露

仲見世通りを練り歩く弘前ねぷた

演：ＮＰＯ法人津軽三味線全国協議会他

チケット販売所
ＪＲ東日本びゅうプラザ／イトーヨーカドー弘前店５階サ

東京・浅草で開催されている「浅草奥山こども歌舞伎まつり」に11月５日、６日の２ 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
日間、弘前ねぷたが参加しました。

ン／弘前中三１階インフォメーション／メディアイン（城

ねぷた団体「必殺ねぷた人」が制作した歌舞伎がモチーフの組ねぷた「連獅子」と、 東店、樹木店）／日弘楽器／弘前市立観光館／まちなか情
小型の扇ねぷた２台が浅草の街に出陣。浅草寺の境内や近隣の商店街を「ヤーヤドー」 報センター／弘前商工会議所
［ホームページ］

の掛け声とともに練り歩きました。

昼、夕方の２回運行が行われ、出陣前は五重塔をバックに登山囃子とねぷた囃子が披 http://www.hcci.or.jp/txt/samisen/index.html
露されました。運行には弘前出身で首都圏在住のひろさき応援隊の方々も駆けつけてく

ホームページからもチケットの購入が可能です。
［お問い合わせ］

ださり、現場をさらに活気づけていただきました。
浅草の商店街のみなさまのご協力もいただき、沿道は写真を撮影する観光客や、声援

The津軽三味線実行委員会事務局担当
＜情報調査課＞

を送る人たちで溢れ、２日間とも大盛況で終了となりました。

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

