弘前短観調査報告のお知らせ
３ヶ月に１度実施しております「弘前地
域企業短期景況観測調査（弘前短観）」の
特別調査である「弘前さくらまつり商況特
別調査」の調査結果がまとまりました。
調査報告書は、弘前商工会議所ホームペ
ージの調査研究➡調査刊行物のページに掲
載しておりますので、ご覧ください。

ホームページ

http://www.hcci.or.jp
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（購読料は会費の中に含まれています。）

第204回通常議員総会 〜収支決算・事業報告を承認〜
第204回通常議員総会が６月25日㈪、午後３時から和徳町の「フォル
トーナ」で開催され、83人の議員（委任状含む）が出席しました。

の事業活動表彰を受賞することができました。加えて、弘前市中心市街
地活性化協議会に対して強力な支援に努めたほか、厳しい経済状況下で

総会の冒頭、永澤弘夫会頭が挨拶に立ち、「昨年度のわが国経済は長

の会員事業所の経営安定事業にも力を注いできた」と述べて平成23年

期にわたる景気低迷が続く中、東日本大震災が更に追い打ちをかけるこ

度事業を振り返るとともに、「引き続き、地域を先導する弘前商工会議

とになりましたが、当所では関係各位のご協力を得ながら各種事業を積

所を行動指針に掲げ、建議活動の強化をはじめとする中期行動計画に基

極的に展開して参りました。長年の懸案であったドテヒロの土地売却問

づく諸事業を着実に推進していきたい」と述べ、議員各位に対して更な

題については、昨年６月末に約８割の土地について売買契約を締結する

る支援と協力を要請いたしました。

ことができ、あわせてこの機会に借入金の整理を行うなどして財政基盤

議案審議では、はじめに15項目の庶務報告がなされ、顧問・参与及び

の強化を図ることができております。また、北海道新幹線を見据えての

議員職務執行者の変更、商工技術検定委員や小規模企業振興委員等の委

函館商工会議所との交流事業については、津軽海峡観光クラスター会議

嘱案件を報告。㈱中三弘前店の議員辞任届出（平成24年３月30日付）に

を組織しての広域連携が新たにスタートしたほか、ＪＡＰＡＮブランド

伴う２号議員の補充選任が３月14日開催の生活商業部会総会で行われ、

育成事業等をはじめ、地域産業の振興に資する事業を積極的に展開、特

新たに㈱小林紙工（小林二郎代表取締役社長）を選任したことが報告さ

に、弘前りんごブランド構築プロジェクトにおいては、日本商工会議所

れ、引き続き、今年度実施のジョブトレーニング事業、創業・起業支援
拠点管理運営業務等の概要報告がなされました。また、当所が実施
するファション甲子園事業をはじめとする３つのイベントに対する
協賛金への協力依頼とあわせて、新規高等学校卒業予定者に対する
求人提出及び採用活動の早期取組に関する協力要請についての説明
がなされました。
引き続き、監事より監査報告をいただいたあと、平成23年度の事
業報告と一般会計はじめ各会計の収支決算状況について、年度途中
に採択されたＪＡＰＡＮブランド育成支援事業をはじめとする７つ
の委託補助事業の概要とあわせて説明がなされ、それぞれ原案通り
承認されました。なお、平成23年度の収支剰余金は745万円余りと
なりました。
また、議員職務執行者変更届出に伴う常議員１名の補充選任が行
われ、青い森信用金庫常勤理事の渡邊明彦氏が選任されました。

〒036 8354

青森支社 弘前営業所
弘前市上鞘師町１８−１
弘前商工会議所会館４Ｆ
ＴＥＬ 0172‑33‑5744
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県連会員大会が７年ぶりに弘前で開催
第62回青森県商工会議所連合会（会長：林光

県産業技術センター弘前地域研究所の移転新築

男青森商工会議所会頭）の会員大会が６月12日

及び機能強化を要望いたしました。引き続き、

に弘前パークホテルで開催され、90人が出席し

大会決議の採択に入り、当所の菊池清二副会頭

ました。当地での開催は平成17年以来７年ぶり

が大会決議案を朗読し、東日本大震災からの早

となりますが、当日は県内各地商工会議所の正

期復興の対応や本県経済の活性化に向けた事業

副会頭・専務理事が一堂に会したほか、佐々木

の推進など、44項目の要望事項を含む大会決議

副知事、葛西弘前市長をはじめとするご来賓や

が満場一致で採択され、本大会決議について、

開催地として当所役員議員各位にも多数ご参加

林光男会長から佐々木副知事に対してその場で

をいただきました。

要望書として提出されました。

会員大会は、会長挨拶とご来賓の祝辞に続き

なお、当所からの要望事項は次のとおりで

各商工会議所からの要望事項の説明が行われ、

す。

当所からは清藤哲夫副会頭が説明に立ち、青森

①奥羽本線川部・青森間の高速化の実現並びに
複線化事業の促進、

㈱ユアテック弘前営業所

青い森信用金庫

明彦

当所主催イベントへの
ご協賛ありがとうございます

【協賛企業・個人協賛のご氏名】

取り組み。

（順不同・敬称略）

来、議員３期、常議員３期を務められ、この
間、第一工業部会長（当時）として業界をリー
ドされるなど、６期18年間の長きにわたり議員
弘前藩政時代の「食」の情報をメインにまと

活動にご尽力いただきました。平成３年４月の

めた冊子「弘前藩よろず生活図鑑」ダイジェス

名誉議員就任後も、引き続きご提言やご助言を

ト版が、ＴＥＫＵＴＥＫＵ編集部（エフ・サプ

いただいており、地域経済の振興発展に多大な

ライ）から発行されました。

る貢献をされました。
ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈
り申し上げます。
ご入会ありがとうございました。ただいま会員数2,530件（特別会員含む）

阿部

誠

エネルギー導入への

職を歴任。当所議員には昭和48年５月の就任以

スカイ塗装

桑田

業所の皆様、ご協力ありがとうございました。

櫛引氏は、弘前市物産協

営

長

及び機能強化、⑥新

会会長をはじめ数々の要

代 表 者 住
所
福士 範雄 弘前市神田四丁目6-28 水道工事

二郎

味線2012」にご協賛いただいた方、ならびに事

櫛引元三名誉議員ご逝去

業

内

容

塁 弘前市城東五丁目18-9 建設現場塗装
スポーツクラブ運営（サッカーチーム
能史 弘前市石川村元94

小林

域研究所の移転新築

去されました。行年91歳。

特定非営利活動法人
黒部
弘前Jスポーツプロジェクト

代表取締役社長

当所実施の「ファッション甲子園2012」、

役会長）が６月25日にご逝

名

㈱小林紙工

「2012津軽の食と産業まつり」、「The津軽三

氏（カネショウ㈱代表取締

所

信一

技術センター弘前地

当所名誉議員の櫛引元三

業

長沼

行政法人青森県産業

あいさつを述べる林会長

光設備

長

渡邊

期完成、⑤地方独立

新入会員紹介

所

備促進、③土淵川統

進、④津軽ダムの早

窓口までお越しください。

東北電力㈱弘前営業所

常勤理事

生）事業の整備促

当所で無料配布しておりますので、お気軽に

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。（順不同・敬称略）

西目屋・弘前線の整
合河川整備（河川再

藩政時代の「食」を知る

新しい議員さんです

議員

所

②主要地方道岩崎・

事

平成24年７月15日

ブランデュー弘前FC運営、サッカー教
室、大会運営等）

㈱永澤興業、㈱弘前公益社、㈱菊池薬店、㈱マ
ルノ建築設計、前田酒類食品販売㈱、㈱樽満、
弘前りんご商業協同組合、㈱大高住設、㈱堀江
組、㈱山武、弘前ガス㈱、東奥信用金庫、㈱ア
ルク、㈱福島建設、カネショウ㈱、㈱大伸管工
業所、㈱大川地建、㈱弘前丸魚、㈲三浦造園、
青森三菱電機機器販売㈱弘前支店、㈱スコー
レ、富士建設㈱、㈱菊富士、㈱光美容化学、㈱
第一ビル管理センター、六花酒造㈱、㈱朝日会
館、つがる弘前農業協同組合、㈱産交、津軽警
備保障㈱、Ｋ−ｂｅａｕｌａｘ、㈱千代田信
用、マルエス自工㈱、㈱栄研、㈱ラグノオささ
き、㈱角弘弘前支店、弘和建設㈱、㈱南建設、
東北電力㈱弘前営業所、㈲ジュエリーかまた、
㈱かさい製菓、㈲イーエム総合ネット弘前、
アップルウェーブ㈱、弘南観光開発㈱、藤村機
器㈱、㈱青森銀行、㈱陸奥新報社、㈲小野印刷
所、㈱小林紙工、㈱介護サポート、㈱八木橋薬
局、㈱ホテルニューキャッスル、㈱三喜屋、弘
南バス㈱、㈱西村組、弘前建設業協会、テフコ
青森㈱、㈱カルチャー、㈱青森テレビ弘前支
社、㈱サンワドー、青森朝日放送㈱弘前支社、
マックスバリュ東北㈱、弘前地区電気工事業協
同組合、ＮＴＴ東日本弘前支店、北星交通㈱、
三ツ矢交通㈱、弘前国際ホテル、㈲山中技建、
㈱ミナミ、㈲二唐刃物鍛造所、㈱キタコン、三
上道明商店、ファーストフードペコちゃん、瓜
田建設、㈱ピーアンドディーカワムラ、食事
処「稲穂」、青森放送㈱弘前支社、玉田内科
医院、竹浪釣具店、ベストウェスタンホテル
ニューシティー弘前、弘前銘醸㈱、ニッカウヰ
スキー㈱弘前工場、弘果弘前中央青果㈱、㈱東
奥日報社弘前支社、青い森信用金庫、中畑歯科
診療所、㈱ユアテック弘前営業所、イマジン㈱
※７月５日現在
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中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

ものづくりコーディネーターの
アドバイスを受けてみませんか？

３

助成事業募集のお知らせ

そうだんしょ

問 い
合わせ

平成24年７月15日

公益財団法人21あおもり産業総合支援センタ

助成期間

ーでは、青森県の産業を振興し、地域を活性化

一つの事業計画において、原則として２ケ年

するため、県内の元気な企業の新たなチャレン

を限度とする。
事業採択方法

ジに対する助成事業を公募します。
紙面の都合上、全てはご紹介できませんが、
一部をご紹介します。

提出いただいた事業計画書に基づいて事前
ヒアリング調査を行い、審査委員会での審査

助成対象事業

を経て採択者を決定します。採択者決定後、

創業又は経営の革新を行うために必要なも

採択者名及び助成事業名は公表します。

のであって、調査事業、新商品・新技術・新役

なお、応募者には必要に応じて審査委員会

務の開発、販路開拓及び人材養成を行う事業

に出席して事業計画についてのプレゼンテー

【対象者】

ションを行なってもらいます。
募集期間

弘前市では、経営改善、新製品・新技術開

県内において創業する者又は県内に事業所

発、新事業展開及び販路拡大等に取り組もうと

を有し経営の革新を行おうとする中小企業

するものづくり中小企業を対象に、ものづくり

者、ＮＰＯ法人、農事組合法人等

コーディネーターによるアドバイス支援を行い

【助成率等】

〒030-0801

ます。

・助成率１／２以内（雇用創出を伴う場合は

公益財団法人21あおもり産業総合支援センター

コーディネーターは、現場改善や経営革新で
実績のある箭内武氏です。

２／３以内）

詳細もそちらでご覧いただけます。
【申し込み・問い合わせ先】
弘前市商工労政課

ＴＥＬ 32-8106

すので、ご利用ください。

人材バンク
希望職種
1 美 容 師

希望
月収

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

とご覧いただけます。

2 販

売 14 板柳町 保育士

＜経営支援課＞

歯科助手

4 介

護

青森県の歴史、文化、観光、自然などの多分
野にわたり、あなたの青森通を認定する検定試

初級・中級・上級とも
10：00〜11：30
弘前商工会議所会館

◎受験資格

学歴、年齢、性別・国籍等の制限
はありません。

訪問介護（家事援助 高卒
15 弘前市 ・ 身 体 介 護 ・ 通 院 普通運転免許
介助）
９年 ヘルパー２級

級合格者に限ります。
平成24年７月９日㈪〜
８月27日㈪
初級：一般3,000円
中級・上級：一般4,000円

弘前市内
8：00〜
19：00
弘前市内
時間不問

訪問介護員派遣事務
１年 大卒
中学
（理科）
教員

弘前市内
8:00〜
１年
中・高１種教員免許
18:00
９年
中卒
普通運転免許

6 土木作業 15 大鰐町 パワーショベル操作
６年 大型普通免許
大型特殊免許

不動産営業事務（契約書 高卒

作成等不動産全般事務）秘書検定３級
不 動 産
７年 宅地建物取引主任
7
15 平川市
営
業
ホテルフロント業務 日商簿記２級

３年 英語検定準２級 他

8 調剤事務

※上級試験の受験については、中

◎受 験 料

１年

普通運転免許

◎試験会場

◎申込期間

弘前・板柳・
五所川原
幼稚園教諭２種
時間不問
日本ワープロ検定準２級

（運営・企画含む）普通運転免許
5 教育関係 15 弘前市 学童指導

験です。
平成24年９月30日㈰

弘前市内
9：00〜
18：00

短大卒
普通運転免許

他

第５回初級、第４回中級、第３回上級試験

希望勤務地
時
間

６年 保育士

レ ン タ ル ビ デ オ 店 高卒
販
売
3
12 弘前市 での接客・販売等
（衣料・携帯）
２年 普通運転免許

あおもり検定

◎試験日時

学歴・免許・資格等

専門校卒
24年
13 弘前市 美容師
（自営13年含む） 普通運転免許
美容師

ホームページの情報は、「弘前市ものづくり
コーディネーター」でインターネット検索する

ＦＡＸ 017-721-2514

詳しいパンフレットは当所でも差し上げていま

ご利用には、「ものづくりコーディネーター
市のホームページからダウンロードできます。

青森市新町2丁目4-1

ＴＥＬ 017-723-1040

・限度額500万円

派遣申込書」の提出が必要です。申込書は弘前

平成24年７月31日㈫まで
応募書類の入手先、申し込み・問い合わせ先

9 販

高卒
調剤事務
１年 普通運転免許
10 弘前市 生産管理（伝票作成 調剤報酬請求事務
・在庫管理） ８年
珠算３級
菓子の販売、包装（工場） 高卒
普通運転免許

４年
売 10 弘前市 本の買い取り、販売他
書道八段
２年 硬筆五段
大卒

弘前市内
8:00〜
17:00
平川·弘前·
黒石
9：00〜
18：00
弘前市内
8：30〜
18：00
弘前市内
8：30〜
17：00

弘 前市
普通運転免許
販
売
中学教員
２年 中学保健体育教員免許
10
15 弘前市（理科
・保健体育指導）高等学校保健体育科教員 及び近郊
（アパレル）
時間不問
免許

＜経営支援課＞

話題のプロテオグリカンを利用した
商品開発をしてみませんか？
弘前市では、プロテオグリカン（以下PG）を
活用した産業集積の形成を目指すため、PGの特
徴を生かした化粧品や健康食品の開発を支援
する「弘前市津軽美人関連産業育成事業費補助
金」の事業者を募集しています。
その内容を簡単にご紹介します。
【対象者】
①弘前市内に事業所を有する法人又は個人
②「プロテオグリカン」をコアとした津軽ヘ
ルス＆ビューティー産業クラスターの創
生」事業に参画し、大学又は公設研究機関
と共同で実施していること。
③市税を滞納していないものであること
【対象事業】
PGを活用した化粧品や健康食品の試作品開発
【補助金額】
補助対象経費の１／２または100万円のいず
れか少ない額
補助対象経費や募集期間等の詳細、申し込み
などは、弘前市商工労政課へお問い合わせくだ
さい。
弘前市商工労政課

ＴＥＬ 32-8106

※希望月収…本人希望によるものです。

＜経営支援課＞

※高校生以下は初級、中級、上級
試験ともに2,000円
※10名以上の団体申込みの場合、
割引制度がございます。詳しくは
あおもり検定事務局（青森商工会
議所内

ＴＥＬ 017-734-1311）まで

お問い合わせください。
◎申込方法

払込取扱票（申込書）に必要事項
を記入して、ゆうちょ銀行または
郵便局にて払込取扱票を使って受
験料を払込みしてください。

※詳しくは、下記ＨＰをご覧ください。
http://www.acci.or.jp/kentei/
＜情報調査課＞

お問い合わせは

中小企業相談所へ
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弘前かいぎしょ TODAY

ファッション甲子園2012入場缶バッジ販売中
高校生のファッション全国№１を競う「ファ

優秀賞が決定されま

ッション甲子園」が８月26日㈰に弘前市民会館

す。（いずれも応募

で開催されます。

締切は７月31日㈫ま

第12回を迎える今年は、全国212校・3,667点

で）

のデザイン画の応募があり、書類選考によって

その他、昨年度大

選ばれた35点（27都道府県34校35チーム）が弘

会優勝作品展示や出

前に集い、ファッションショー形式の公開審査

場校デザイン画展

で上位を競います。

示、来場者が審査に

６月16日、
岩木川河川敷運動公園で、
ひろさき

参加できる企画など

市民花火の集い実行委員会（ユースサミット弘

青森県からの出場は４校４チーム。弘前市か
らは昨年初優勝を勝ち取った弘前実業高校が再
び栄冠に挑みます。
今年のゲスト審査員は、東京スカイツリーや

入場缶バッジ

盛り沢山の内容となっています。

前・岩木町商工会青年部で構成）
が主催する第７

入場缶バッジ（一律500円：全席自由）をご

回古都ひろさき花火の集いが開催されました。

購入いただくとどなたでもご覧いただけます。

当日は雨まじりの天候でしたが、会場には

青森県立美術館のユニフォームのデザインを手

【第12回全国高等学校ファッションデザイ

５万５千人が訪れ、午後７時からの開会セレモ

掛けている「ミナ

ン選手権大会（ファッション甲子園2012）

ニーのあと打ち揚げが開始されました。

ペルホネンデザイナー」皆

川明氏に決定しました。

入場缶バッジ販売所】

今年も全国有名花火師製作の名人尺玉共演に

毎年恒例のアトラクションは、ファッション

＜弘前市＞弘前商工会議所・日弘楽器・弘前市

より、名人技の華麗な花火が打上げられ、よさ

デザイナーの安達稔氏が手掛けるブランド「モ

まちなか情報センター・上土手スクエア・メデ

こいチームの演舞と花火のコラボレーションも

ードアコテ＆エムエーバイモードアコテ」2012

ィアイン城東店・さくら野百貨店弘前店・弘前

あり、会場は大いに盛り上がりました。

秋冬レディースファッションショーとなってい

市立観光館インフォメーション

ます。現在出演モデルを募集中です。

＜青森市＞成田本店しんまち店（地下ＣＤ売り

城401年目のスタート〜」により弘前市の夜空

場）・ショッピングタウンサンロード青森（１

を鮮やかに彩り無事終了いたしました。

また併催で「ファッション甲子園おしゃれコ
ンテスト」を開催します。自分のコーディネー

Ｆ総合サービスカウンター）

トをデジカメやケータイで撮影し、ご応募く

＜八戸市＞チーノはちのへ（１Ｆインフォメー

ださい。１次審査通過者にはプロのカメラマン

ション）

最後はフィナーレワイドスターマイン「〜築

また今年は「花火de合コン」を企画し、男女177
名が花火を見ながら合コンを楽しみました。
佐藤浩之実行委員長のコメント

が撮影（写真プレゼント）、最終審査会にご招

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

待します。会場内で来場者の人気投票により最

＜まちそだて課＞

「第13回よさこい津軽」盛大に開催
よさこい津軽実行委員会主催による「第13回

『今年も多くの会員企業様からご協賛をいただ
き、ありがとうございました。』
ひろさき市民花火の集い実行委員会事務局・
青年部担当

＜情報調査課＞

第27回ちびっ子ねぷたのお通りだい開催

よさこい津軽」が６月24日、土手町通りにて開
催され、県内外の30チームが10万人（実行委員

弘前市内の幼稚園・保育園児たちが製作した

会発表）の観客を魅了しました。今年は、北里

ねぷたを土手町通りで披露する「ちびっ子ねぷ

大学獣医学部よさこいチーム「北里三源色（き

たのお通りだい」（主催：同実行委員会）が今

たさとさんげんしょく）」、岩手県奥州市の人

年も開催されます。

気チーム「飛勇凛（ひゆうりん）」、また地元

今年、第27回目となるこのイベントは、弘前

弘前からは「神龍（しぇんろん）」「和んど〜

ねぷたまつりのオープニングとして、また次代

なごみ〜（わんどなごみ）」の合計４チームが

を担う子ども達のまつりへの参加意識を高め、

よさこい津軽初参加となりました。

弘前ねぷたの保存継承に寄与するものとして開

出陣式では、第４回大会からの連続出場と

催されております。

なった「弘前厚生学院」「津軽もつけんど蒼天

本年も、９団体の参加が予定されております

飛龍（そうてんひりゅう）」「よさこいチーム

ので、当日はぜひ土手町通りにお集まりいただ

〜ＺＥ零ＲＯ〜（ぜろ）」の３団体に、西谷洌

き、子どもたちの運行をご覧ください。

実行委員長から10年連続出場賞が贈呈されまし
た。また、先日の札幌「ＹＯＳＡＫＯＩソーラ
ン祭り」において、準ＹＯＳＡＫＯＩソーラン
大賞を受賞した「夢想漣（ゆめそうらん）えさ
し」にもお祝いの言葉が贈られました。

夢想漣（ゆめそうらん）えさし
の迫力溢れる演舞
アピールした大会でした。

◆日

時

平成24年７月29日㈰
14：50〜16：15（予定）

◆コース

恒例となった「よさこい教室」では、参加団

弘前市役所土手町分庁舎
→土手町

体が講師となり、観客に「よっちょれ（よさこ

→一番町

参加30団体の先陣を切って、地元ＡＯＭＯＲ

い踊りの基本型）」等を指導、祭りのラストを

◆その他

Ｉ花嵐桜組が太宰治の小説「津軽」をテーマに

飾る「旗振り・合同乱舞」にはたか丸くんも参

◆お問い合わせ

した新作をお披露目すると、沿道からは大きな

加し、参加者全員で「タッタカ♪たか丸くん」

㈳弘前観光コンベンション協会内

拍手が贈られていました。今回は、従来の鳴子

を踊ってのフィナーレとなりました。

ちびっ子ねぷたのお通りだい

に加え、ギターやお面を用いるなど、参加各チ

よさこい津軽実行委員会事務局担当

ームが趣向を凝らした演舞でそれぞれの個性を

＜まちそだて課＞

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

→桜大通り

（土手町通り順行）
小雨決行（決定は12：00）

実行委員会事務局
ＴＥＬ 0172−35−3131

