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弘前城築城400年記念「第11回街づくり大賞」３部門で大賞が決定！
〜特別賞に「たか丸くん」「りんご娘」「津軽横笛ギネス実行委員会」〜
当所独自の顕彰制度である「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す。このたび第11回目の大賞並びに弘前城
築城400年記念特別賞が決定いたしました。
≪地場産業振興部門大賞≫

≪街並み景観部門大賞≫

巨大アップルパイギネスに挑戦する会

ＳＰＡＣＥ

≪地域文化振興部門大賞≫

ＤＥＮＥＧＡ

「ＴＥＫＵ

ＴＥＫＵ」

編集部

同 会（ 会

弘前の文

2003年の

長：新 戸 部

化発信の

創刊以来、

洋輔）は平

拠点として

年に１回の

成16年に有

昭和58年に

ペースで発

志により設

建造された

行されてい

立、直径２

煉瓦造りの

る「ＴＥＫ

メートルの

モダンな建

Ｕ

アップルパイを焼ける特製オーブンを用い、地

物。スタジオライブや絵画、工芸、書道、写真

Ｕ」（編集部代表：宮川克己）は弘前の新たな

元はじめ首都圏各種イベント等で年間50枚以上

などの芸術・文化作品等の展示をはじめ、演

魅力の発見や弘前の文化の高さを伝える地域密

を焼き上げ、市民はもとより観光客にも喜ばれ

劇、舞踊、ダンス、コーラス、各種楽器演奏の

着型情報誌。特に近年号では弘前の伝統工芸の

ている。
また、
「りんごのまち弘前」を国内外に

リハーサル、稽古場としても活用されている。

多彩さと奥深さ、歴史的な建造物や由来などを

ＰＲすることを目的に巨大アップルパイでの

中心商店街である土手町通りに抜ける上瓦ケ町

観光パンフレットや雑誌とは違った視点でわか

ギネス認定を目指している取り組みは「りんご

の一角に位置し、イタリア料理、アメリカンカ

りやすく紹介。また、毎回新しい企画でのお店

の街のアップルパイ事業」のきっかけとなるな

ジュアル衣料・雑貨店、カフェも併設されてい

の情報提供など、市民による市民のための情報

ど、観光客の誘致並びに菓子業界、りんご加工

るなど、異国情緒漂う煉瓦で囲まれた心地よい

誌づくりとしてボランティアメンバーを中心に

業界をはじめ地場産業の振興と宣伝に大きく貢

空間は弘前らしい雰囲気を演出している。

活動を続けている取り組みは地域文化の振興に

献している。

ＴＥＫ

大きく寄与している。

≪弘前城築城400年記念特別賞≫

①たか丸くん

②りんご娘

③津軽横笛ギネス実行委員会

弘前城築城400年

2000年に結成され

祭のマスコットキャ

たボランティア集団

表 ： 佐 藤 ぶ ん た、）

ラクターとして全国

「弘前アクターズス

は、ねぷた囃子の大

676点の応募の中か

クールプロジェク

合奏で弘前城築城

ら選ばれたたか丸く

ト」から誕生したダ

400年を盛大に祝う

んは、親しみやすい

ンス＆ボーカルユニ

とともに、2011年７

ネーミングとその愛

ット。「ｃｏｏｌ＆

月31日には弘前公

くるしい動きで大人気。とても頭が良く弘前市

ｃｏｕｎｔｒｙ」をコンセプトに音楽・芸能活

園において、
「笛合同演奏者のギネス記録」に挑

民が大好きでみんなの安全を見守っているた

動を通した地方からの情報発信とリンゴをはじ

戦、結果、3,742人の認定を受けギネス記録を

か丸くんは、このたび「ゆるキャラグランプリ

めとした県特産品のＰＲを目標に日々活動。民

みごとに更新。同実行委員会による「未来を担

2011」（主催：ゆるキャラさみっと協会）にお

放テレビのバラエティー番組への出演を機に弘

う子どもたちにねぷた囃子の楽しさとすばらし

いて北海道・東北ブロック第１位に輝くなど今

前城築城400年祭の年に大ブレイクするなど今

さを伝えて繋いでいこう」という取り組みの今

後益々の活躍が期待されている。

後益々の活躍が期待されている。

後さらなる広がりが期待されている。

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

同実行委員会（代
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◆

ドテヒロ所有権移転完了 ◆

◆

訃報 村上弘文元議員 ご逝去

旧ハイローザ跡地（通称ドテヒロ）について、

当所元議員の村上弘文氏（㈱

11月30日付けで㈱マリモ（本社広島市）に対す

村上組：代表取締役社長）が12月

る土地所有権移転が完了しました。

１日にご逝去されました。行年71

同地には、分譲マンション『ポレスター弘前

歳。村上氏は平成13年11月１日に
当所議員に就任以来、平成19年10月末まで２期

公園』が建設される予定です。
また、残地（147.97坪）については、同日付

６年間にわたって会議所活動にご尽力をいた

けで、同社モデルルーム建設予定地として２年

だきました。この間、部会役員を務められるな

旧ハイローザ跡地

間の賃貸契約を締結しました。＜総務財政課＞

ど、建設業界をはじめ地域経済の振興発展に多

「えきどてプロムナード」をよろしくお願いいたします
織した選考委員会で選定したものです。
北海道から九州まで７００を超える多数の応
募があり、弘前市在住の佐々木幸男さん（64）
が応募した「えきどてプロムナード」が優秀賞

大なる貢献をされました。
ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
東北新幹線全線開業一周年で

ＪＲから感謝状

として選定されました。
12月４日に駅前公園にて開催されたイルミネ

名付け親の佐々木幸男さん

ーションツリー点灯イベント「まちに灯火」の

ＪＲ弘前駅から上土手町商店街に通じる遊歩
道の愛称が「えきどてプロムナード」に決定し
ました。

中で発表され、永澤会長が佐々木さんに副賞
（商品券）を手渡しました。
この度「えきどてプロムナード」という愛称

これは、弘前市中心市街地活性化協議会（会

がついたことで、ますます親しみがわき、イベ

長：永澤会頭）が遊歩道活性化事業のひとつ

ントなどが催され、今まで以上に活気づくこと

として、弘前マルシェ「ＦＯＲＥＴ」が開催さ

が期待されます。

れていた８月末から10月末での約２カ月間公募

弘前市中心市街地活性化協議会担当
＜まちそだて課＞

し、同協議会が周辺商店街や町会関係者等と組

日商

暮らしのヘルシーエッセンス「体温調節で快眠生活を」

突然ですが、「ホメオスタシス」という言葉
を知っていますか。

感謝状の贈呈を受ける永澤会頭
去る12月４日に東北新幹線全線開業１周年記

ーヒートさせないために、いったんクールダウ

念として、ＪＲ弘前駅において記念セレモニー

ンして熟眠することで、疲労を取るためと考え

並びに各種イベントが開催されました。

これは、「同一の」という意味のホメオと

られています。事実、赤ちゃんが眠る前に手が

開会セレモニーに先立ち、当所が弘前市をは

「状態」という意味のスタシスというギリシャ

温かくなるのは、このためです。寝る前にお風

じめ㈳弘前観光コンベンション協会、㈳弘前市

語を組み合わせて、アメリカの生理学者・キャ

呂に入って体温を上げると、ホメオスタシスに

物産協会とともに、ＪＲ東日本秋田支社からの

ノンがつくった造語です。キャノンは、私たち

より、体は平熱を保とうと体温を下げようとし

表彰を受けております。

人間が生きていく上で、体のさまざまな機能を

ます。このタイミングに合わせて床に入ること

このたびの表彰は、東北新幹線新青森駅開業

使って体内バランスを維持していることに気付

で、体温が下がりやすくなり、眠りやすくなる

及び青森デスティネーションキャンペーンを契

き、その働きにこの名前を付けました。

というわけです。

機として、地元の歓迎ムード向上やおもてなし

ホメオスタシスの例で分かりやすいのが、体

具体的には、食後にお風呂に入る場合、温か

の機運の醸成につなげ、駅周辺の賑わいづくり

温です。熱を測る際に「平熱は36度ぐらいだ

めのお湯でお風呂に入り、就寝する15分ほど

に多大なる貢献をいただいたとのことで、弘前

から……」などと考えることがありますが、こ

前にお風呂から上がるようにしてみてくださ

市並びに地域経済三団体に授与されたものであ

の平熱を保とうとする働きも、ホメオスタシス

い。個人差はありますが、いったん上がった体

ります。

の一つです。このように、体温を調節すること

温が下がり始めて、眠りのタイミングを得られ

当日は永澤会頭が出席して河野浩一ＪＲ秋田

でバランスを保とうとする働きを利用して、い

やすくなるかと思います。入浴した後に何か始

支社長から感謝状の贈呈を受けております。当

つもより少し寝付きをよくする方法がありま

めてしまうと、タイミングを逃しやすいので気

所では東北新幹線全線開業１周年を契機に、今

す。

を付けてくださいね。

後とも北海道新幹線開業に向け、津軽海峡観光

私たちの体温は眠るときに、皮膚から体の中
の熱が放出されることにより、少しずつ下がっ

保健同人社

クラスター会議を核としての函館との連携強化

平井

等に取り組んでまいります。

大祐

ていきます。これは、昼間活動した脳をオーバ

新入会員紹介
事 業 所 名
ディスティーノ
鳶今井組
ホルモンしち弥
㈱マシス
キッズカットルームＨＯＴ

代 表 者
対馬
奈良
七戸
相馬
高橋

伸一
竹雄
孝之
学
京子

住

新しい議員さんです

議員

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数2,548件（特別会員含む）

所

御幸町６−10
豊原二丁目2‑1アルカディア豊原213
桶屋町４−９
扇町二丁目２−７
千年一丁目10−27

営

業

内

容

靴、
バッグ、
アクセサリー卸し、
販売
とび、土工工事
ホルモン及び焼肉店
受託分析
理容業

＜総務財政課＞

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）
㈱東奥日報社
支

社

佐藤

弘前支社

長

秀樹
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３

平成24年度（上期）あおもり元気企業チャレンジ助成事業のご案内

会員の皆様へ

アンケート調査
ご協力のお願い

〜㈶21あおもり産業総合支援センターでは、創業又は中小企業者、ＮＰＯ法人等の経営の革新を
促進するため、「あおもり元気企業チャレンジ助成事業」を実施しています。
事業対象者

TODAY

Ｏ法人、農事組合法人等

助 成 対 象 調査事業、新商品･新技術・新役務の開発、 普及啓発、人材育成、情報提供及び調査
事

業 販路開拓及び人材養成

助成率等

研究

１／２以内

１０／１０以内

２／３以内（雇用創出あり）

助成限度額 ５００万円
助成対象
経

そうだんしょ

県内で創業する者又は中小企業者、ＮＰ 県内の商工団体、産業支援機関、大学

費

１００万円

①講師又は外部専門家に対する謝金・旅費
②会議費、会場費、広告宣伝費、通信運搬費、職員旅費、消耗品費

等

③原材料費、機械装置･工具器具備品費、外注加工費、研究開発費、委託費

助 成 期 間 最長２年間
募 集 時 期 平成２３年１２月２７日㈫〜２４年１月３１日㈫
お問い合わせ先：㈶ 21 あおもり産業総合支援センター
TEL:017-723-1040
詳細や申込書は

取引･助成課

FAX:017-721-2514

http://www.21aomori.or.jp/agc/

元気チャレンジ

検索

→

このたび、当所ではより良い
事業活動を展開するため、会員
の皆様からご意見をいただきた
く、アンケート調査（本誌折込）
を実施いたします。
今後の商工会議所活動に反映
させたいと存じますので、何卒
ご協力の程よろしくお願い申し
上げます。

確定申告の準備はお早めに！ 所得税制改正のお知らせ

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

平成23年12月15日

『なんでも相談会』開催

平成23年分の所得税確定申告期間は平成24年

場合の課税の特例について、その適用期限（平

２月16日㈭〜３月15日㈭となります。平成23年

成22年12月31日）の到来をもって廃止されまし

分から適用される改正点は以下の通りです。

た。

○扶養控除等の改正

○支援事業所取引金額が増加した場合の３年以

日常、事業や業務を行う中で、許認可の必要

年少扶養親族（扶養親族のうち、年齢16歳

性や商取引でお困りの方はどうぞお気軽にご相

未満の者）に対する扶養控除が廃止されまし

談ください。

た。

内取得資産の割増償却の改正
障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に
伴い、障害者就労支援事業所となる事業所の判

●開 催 日

12月21日㈬・１月18日㈬

●時

間

13：00〜17：00

については、上乗せ部分（25万円）が廃止さ

害者である短時間労働者が追加されました。

●場

所

当会館５階相談コーナー

れ、扶養控除の額が38万円とされました。

○申告義務のある者のについて

●相談内容

年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除

許認可申請他法律全般について

定要件における労働者に身体障害者又は知的障

扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又

所得税の申告義務のある者の還付申告書の提

※お待ち頂くことのないよう予約制とさせてい

は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場

出期限が、その年の1月1日から3月15日まで

ただきます。相談ご希望の方は、事前にご連絡

合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35

とされました。

くださいますようお願いいたします。

万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者

当所では所得税の確定申告に関する相談をお

に対する障害者控除の額が75万円（改正前：40

受けしておりますので、お気軽にご相談くださ

万円）に引き上げられました。

い。なお、確定申告期間終盤になりますと大変

○給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた

混み合いますので、お早目のご相談をお奨めし

場合の課税の特例の廃止

ます。

＜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

1 事

務 15 弘前市

2 販

売 10 藤崎町

職歴・経験等

接客・販売

5年
高卒 普通運転免許
ほか

住環境福祉
介護職
10年
3 コーディ 13 弘前市 自動車部品製造 1年
ネーター
4 企画運営

大卒
社会教育主事資格
中学1級、高校2級
社会科教員免許
高卒 日商簿記2級
全商簿記1級
経理事務 1年6ケ月 全商情報処理1級
全商珠算・電卓1級

弘 前 市
近
郊
不 問
弘 前 市
8:30〜
18:30
弘前市及び
近
郊
8:00〜
17:00
弘前市内
8:00〜
17:00
弘前市内
8:00〜
18:00

フォークリフト作業
4年 高卒 普通運転免許
9年 フォークリフト
ほか

弘前市及び
近
郊
不 問

理 13 弘前市

7 運

転 17 弘前市 倉庫作業
達 17 弘前市

弘 前 市
近
郊
不 問

9年 高卒 普通運転免許
ほか 調理師

調理

6 調

高卒 普通運転免許
金網等製造
12年 小型移動式クレーン
水道設備作業 2年 玉掛け
フォークリフト

弘前市内
8:00〜
17:00

看護助手

弘前市内
不 問

マッサージ
9 （介護） 17 弘前市 歯科助手
農業関係
10 営
業

高卒 普通運転免許
介護福祉士

介護施設管理・営業
1年
20 弘前市 行政事務・人事管理
23年

5 経理事務 10 弘前市

8 配

学歴・免許・資格等

コピー機カートリ
ッジ製造
4年 高卒 普通運転免許
経理事務
4年 日商簿記2級 珠算2級
一般事務
3年 計算実務2級 電卓2級
ほか

希望勤務地
時
間

12年 高卒 普通運転免許
3年 介護福祉士
ほか 温泉入浴指導員

農業関係営業・配達
6年
20 弘前市 金属加工品製造 4年
ほか

短大卒 普通運転免許
弘前市近郊
製図検定
危険物取扱者乙（1・4・5・6類） 8:30〜
毒劇物取扱者
18:30
フォークリフト

※希望月収…本人希望によるものです。

給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた

女性会

＜経営支援課＞

第20回記念チャリティーダンスパーティー開催

当所女性会
（葛西キミヱ会長）
は11月９日、ホテルニューキャ
ッスルで第20回記念チャリティ
ーダンスパーティー2011を開催
し、会場ではダンス愛好者約300
名の方々がダンスを楽しみまし
た。
20回の節目を祝し、永澤弘夫
会頭の音頭で来場者と乾杯した
後、会場内は優雅な雰囲気に包
まれ、華やかな衣装を身に着け
た参加者は、音楽に合わせ華麗
なステップを踏んでいました。
また弘前ダンス学院の中山義崇
先生・中山路坪子先生によるデモンストレーシ

園に訪れる観光客用雨傘を寄贈の他に、東日本

ョンが行われ、会場を盛り上げてくれました。

大震災の義援金にも充てる予定です。

今年のパーティーの収益金の一部は、弘前公

＜経営支援課＞
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新宿・日本橋髙島屋でりんご・津軽塗の魅力をアピール
また、各種りんごの試食で会場は大いに盛り
上がり、ブースに立ち寄った人々は、「どんな
りんご娘によるＰＲの様子

新宿髙島屋で「弘前りんごフェア」

前りんご』ブランド構築プロジェクト」の委員

11月16〜22日の１週間、新宿髙島屋で「弘前

年かけて準備を進め、プロジェクト予算とは別

りんごフェア」を開催しました。

人が作っているかを知ることで、安心して買う
ことができる」「家に帰ったら、早速アップル
パイを作ってみたい」などと話しながら、商品
を買い求めていました。
当所では、今回の成果を検証し、この手法を
他の特産品販売にも活用できるよう汎用化を目
指していきます。

日本橋髙島屋で津軽塗をＰＲ

長・工学博士の田中央氏から提案を受け、約１
枠で実施にいたりました。

期間中、「アクティブ・トレーサビリティ」

初日は、「りんご娘」が登場し、インターネ

の実証実験として、売り場に50インチのモニ

ットライブで生産者と買い物客の司会役を務め

ターを設置。りんご農家と会場をインターネッ

ました。買い物客から、「美味しいりんごの見

日本橋髙島屋「若手工芸作家作品展」

トでつなぐ新しい試みを実施し、生産者が消費

分け方は？」「りんごの種類は？」「弘前りん

11月17日〜21日の５日間、日本橋髙島屋で開

者に、ダイレクトに商品の魅力をアピールしま

ごのおいしさの秘けつは？」「お薦めの食べ方

催された「若手工芸作家作品展」に「つがる漆

した。

は？」などの質問が次々と寄せられ、「りんご

スピリット」のメンバー木村正人氏が出展し、

食の安心・安全への関心が高まる中、生産履

のお尻の色と重さで見分ける」「弘前市では約

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業関連商品一部

歴を管理する「トレーサビリティー」を、さら

５０種類の生産」「寒暖の差により甘みが増すか

を展示発表しました。

に一歩踏み込み、進化させた販売手法としての

ら」「丸かじりがおいしい、アップルパイをつ

大都市圏において、新しい津軽塗の展開と取

試みです。

くるとおいしい」などの具体的な回答、やりと

り組みの成果を発表し、津軽塗の幅の広さをア

りがありました。

ピールしました。

当所が取り組む「ＪＡＰＡＮプレミアム『弘

連携観光の明日を考える

〜全国商工会議所
観光振興大会in関門〜

＜まちそだて課＞

盛大に開催

自治体が相互に連携した情報発信が必要になり
ます。八幡製鉄所・産業用ロボット等に代表さ
れる北九州の産業観光。壇ノ浦の戦い、巌流島
の決闘、高杉晋作等が名高い下関の歴史観光。
それぞれの魅力ある地域資源を活かし、双方の
輝きを増す「連携観光」は関門地域の観光施策
の特色であり、これからの新しい観光の形が提
地元ゆるキャラと記念撮影
11月23日〜25日の３日間、北九州市及び下関

本大会開会式の模様
れました。

示された本大会でした。
翌25日の分科会では、北九州の各地域を巡る
産業観光コースと、下関の各地域を巡る歴史観

市を主会場に、「平成23年度全国商工会議所観

本大会（24日）では、徳川宗家第18代当主で

光振興大会in関門」が開催されました。当所か

ある徳川恒孝氏による基調講演に引き続き、

当所は「高杉晋作・坂本龍馬と出会う旅」と

らは永澤会頭以下、総勢14名が参加しました。

「新しい時代の観光〜連携観光の明日を考える

題した、明治維新の史跡を巡る分科会コースに

この大会は、各地域における観光施策に対す

〜」と題したパネルディスカッションが行われ

参加しました。吉田松陰・高杉晋作をはじめ、

ました。

明治維新に散った志士約400柱が祀られた「桜

る意識改革を促し、ホスピタリティの能力（歓

光コースが設定されました。

待の精神）を向上させ、「まちづくり運動の一

観光を通じた地域間交流の増加は、消費の拡

山神社」、高杉晋作が挙兵した「功山寺」、城

環としての観光振興」を継続的に推進していく

大、雇用の創出など、経済への波及効果が大き

下町長府の街並み散策等、各時代で日本の歴史

ことを目的に全国各地で開催されており、昨年

く、地域活性化の手段となることが期待されま

の中心であった下関の文化が存分に体感できた

度は、東北新幹線全線開業に合わせた「青森大

す。その一方、多様化する旅行者のニーズに対

分科会でした。

会」が、青森県商工会議所連合会主催で開催さ

応するためには、地域資源の多角的検証・隣接

＜まちそだて課＞

