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夜空に浮かぶ火扇！勇壮、華麗大小83台!

なぬかびおくり

ちびっこねぷたのお通りだい

「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。

今年は83団体が出陣。太鼓や笛の祭り囃子にのって連日沿道の観衆を
魅了しました。

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

また、７月29日には本番に先駆けて、市内の園児らによる「ちびっこ

わたって観衆を熱狂の渦に巻き込みました。最終日には岩木川河川敷で

ねぷたのお通りだい」が開催され、元気いっぱいの運行でまつりムード

「なぬかびおくり」が行なわれ、フィナーレとなりました。

を盛り上げていました。

商工会議所会館

貸会場をご利用ください！
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

＜情報調査課＞
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テナントさんご紹介

Vol.1

株式会社 ウェバランス
■新しくホームページを作りたい！

今回からシリーズで、当会館テナントさん
のご紹介をしてまいります。
第１回目は、株式会社ウェバランスです。
株式会社ウェバランスでは、お客様の目的

会議所共済
映画鑑賞会にご招待！
国民的大人気

■ホームページをリニューアルしたい！

シリーズ“踊る”

■低コストで簡単にデジタルサイネージを

が つ い にFINAL

はじめたい！

を迎える。果たし

を達成するためのホームページ制作、誰でも

その他、インターネットを活用した情報配

て、彼らに降りか

使えるデジタルサイネージ（電子看板）、企業

信、新しいシステムの企画・提案から構築・

かる最後の事件と

や地域のプロモーションをサポートする企

運営・保守までトータルでサポート致しま

は…！？

画・制作・運営を行っております。

す。お気軽にご相談ください。

これまでの全シ
リーズ作品を凌駕
する、衝撃のラストダンス！伝説の最後を映画
館で目撃せよ！
当所恒例となった、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。
●上 映 日
●場

2012年春、東京ビックサイトにて開催されたWeb＆モバイルマーケティングEXPOにデジタルサ
イネージ商品を出展した際の模様です。 （株式会社ウェバランス当会館4F

ＴＥＬ

所

●上映作品

39-7333）

平成24年９月18日㈫18：30〜
ワーナーマイカルシネマズ弘前
『踊る大捜査線THE FINAL
〜新たなる希望〜』

現在、弘前商工会議所共済制度にご加入され
ご入会ありがとうございました。ただいま会員数2,527件（特別会員含む）

新入会員紹介

住

代 表 者

事 業 所 名

所

営業内容

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

㈱A・パートナー

木村

図

堅田神田396

リンゴ生産・販売

招待いたします。ご希望の方は、官製はがき

ハイツまるめろ

舘山

道雄

新寺町68

不動産賃貸業

㈱ユートピアあいのりグループホーム賀田

木村

宏子

大久保西田98−4

介護福祉事業

に事業所名・所在地・氏名・電話番号・希望枚
「弘前商工会議所共済制度・映画鑑賞会」チケ

新入特別会員
事 業 所 名
津軽自然環境㈱

日商

数（１事業所２枚まで）をご記入の上、当所内

代 表 者
齋藤

順一

快進撃企業に学べ

徳島市に、「高橋ふとん店」という社名の各
種インナーウエアを販売する小売店がある。主

住

所

大鰐町大鰐前田48ー27

営業内容
天然水の製造販売

「流行や景気を追わず、地道な経営を
続けるまちのふとん店」
因は多々あるが、とりわけ特筆すべきは以下の
４点と思われる。

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８／31必着）

＜総務財政課＞

当所主催イベントへの
ご協賛ありがとうございます
当所実施の「ファッション甲子園2012」、

たる商品は、ふとん・まくら・毛布・ベッド・カー

第１点は、全社員を雇用者ではなく「共に社

「2012津軽の食と産業まつり」、「The津軽三

ペット・こたつ布団などで、大半の商品はヨー

会貢献する仲間」と評価・位置付けし、全員参

味線2012」にご協賛いただいた方、ならびに事

ロッパやアジアの国々からの輸入だが、一部は

加経営・超ガラス張り経営を貫いてきたこと。

業所の皆様、ご協力ありがとうございました。

これらの国々に生産を委託した商品もある。

第２点は、社員とその家族に「入社してよか 【協賛企業・個人協賛のご氏名】
（順不同・敬称略）

同社の創業は今から45年前の昭和42年、現

った」と言われたり、社員が世間から「良い会

東北通信工業㈱、くどうかんばん、㈱セーフ

社長の父が始めた。当初は、各職場を訪問し商

社で働いていますね」と言われたりするよう

ティロード、設計事務所エクラン、小野貴志、

品を持ち込み販売する「職域販売」だったが、

な、「社員のための良い会社づくり」に愚直一

㈱太平洋画房、弘前糖業㈱、小山せんべい店、

まじめな言動が顧客の支持を受け、49年には18

途に取り組んできたこと。

㈱日産サティオ弘前、㈱角長、キタエアップル

坪の自前の店を構えてスタートした。
その後も「損得より善悪で考える」「お客様
が先、利益は後」といった行動指針で、流行や

第３点は、自社の経営効率ではなく、豊富な

㈱、ブナコ漆器製造㈱、油川社会保険労務士事

品ぞろえや多めの在庫など、常に顧客の利便性

務所、アール・エー・ビー開発㈱、㈱みちのく

を優先した経営を行ってきたこと。

銀行

景気を追わず、地道な経営を続けてきた。多く

第４点は、インターネットが普及するや、い

の「ふとん店」がホームセンターや総合スーパ

ち早くその研究と導入に取り組んできたこと。

ーマーケットの攻勢により廃業や低業績にあえ

ちなみに、
現在の同社の売上高に占めるネット販

ぐなか、同社は逆に創業以来、増収を続けてい

売の比率は約50％、
しかもその多くは東京圏だ。

る。ちなみに、現在の売上高は約40億円、社員

こうして見ると、元気の無い多くの小売商

数は110人、店舗も地元徳島県内に３店舗、香

店が主張する「問題は外にある」「問題は大型

川県内に２店舗と、全国チェーン店を除けば、

店舗」といった見方・考え方は、説得力に欠け

今や業界最大規模の「まちのふとん店」にまで

る、と言わざるを得ないだろう。

成長・発展している。
40年以上も右肩上がりの成長発展を続ける要

法政大学大学院政策創造研究科
教授

坂本光司

※８月２日現在

平成24年度会費納入のお願い
平成24年度会費の納入はお済みでしょう
か？
未納の方はお送りしている振込用紙での
納入をお願い申し上げます。
なお、振込用紙に記載されている金融機
関にて、
手数料無料でご納入いただけます。
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そうだんしょ

TODAY

中小企業庁では、中小企業の取引上の悩みに

中小企業が抱える企業間取引に係る紛争を裁

対して無料で相談に応じる「下請かけこみ寺」

判よりも迅速、簡便に解決するための調停（裁

事業を実施しています。

判外紛争解決＝ＡＤＲ手続）を無料で行います。

企業間取引や下請代金法などに詳しい専門員
が無料で相談に応じます。必要に応じて相談者

◆調停（ＡＤＲ）の主なメリット
・紛争当事者間の和解の調停を行います。
・裁判と異なり非公開で行われるため、当事
者以外には秘密が守られます。

の近くの弁護士に無料で相談を行うことができ

・当事者が合意すれば、自由に調停場所、時

ます。

間等を決めることができます。

◆例えばこのような相談が寄せられています

「初心者向け」知的財産権
制度説明会のお知らせ
特許庁では、特許や商標などの知的財産権の

・支払日を過ぎても代金を支払ってくれない
・原材料が高騰しているのに単価引き上げに
・発注元から棚卸し作業を手伝うよう要請さ

●本部（全国中小企業取引振興協会）
ＴＥＬ 03-5541-6655
●21あおもり産業総合支援センター
ＴＥＬ 017-723-1040

れた

＜経営支援課＞

②調停による紛争解決

会を開催します。

ひろさき実践型ジョブトレーニング事業実施中

参加費は無料で、どなたでも参加いただけま
すので、この機会に奮ってご参加ください。

【下請かけこみ寺の相談窓口】

応じてくれない

基礎的な内容について学びたい方、興味がある
方など、初心者レベルの方を対象に、標記説明

当所が弘前市から業務委託を受けた『ひろさき実践
型ジョブトレーニング事業』が現在実施されておりま

【日時】平成24年８月22日㈬
13：30〜17：00

す。

【会場】アスパム（青森市）

この事業は、40歳未満の若年求職者を就業に繋げて

【定員】50名

いくことを目的としており、実習生は就業に必要な知

【内容】知的財産権の概要について

識・技能を習得するため、職場実習（Ｏ−ＪＴ）と当

●特許法・実用新案法・意匠法・商標
法の概要

所が行う講義（ＯＦＦ−ＪＴ）を組み合わせ、約６カ
月間にわたり人材育成研修を受けます。

●産業財産権に関連する支援策の紹介
【講師】特許庁

産業財産権専門官

ＯＦＦ−ＪＴについては、当所会議室において『好
感を持たれるためのマナーと基本』、『職場での基本

【申し込み方法など】

行動と仕事の進め方』、『円滑な人間関係のための交流分析セミナー』の３つの講義が行われま

申し込み先：青森県発明協会

した。

ＴＥＬ 017-762-7351

今後は『できる社員になるための仕事術〜職場での効果的なコミュニケーション』、『マイナ

E-mail aomoipc@jomon.ne.jp

ス成長時代における社会人としての心構え！』の講義を予定しております。
＜経営支援課＞

申込用紙は当所窓口でもご用意していますの
で、ご利用ください。
＜経営支援課＞

人材バンク
希望職種
1 営

2

3

希望
月収

住所

業 18 弘前市

経理事務
（建設）

18 弘前市

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

弘前市及び
近郊
時間不問

経理事務・庶務
（建設業） 高卒
21年 普通運転免許
栄養士
（保育所・病院等） 栄養士
４年 普通自動2輪免許

弘前市及び
近郊
8：00〜
19：00

ホテル支配人
５年
クッキングスクール
13年 大卒
一般事務
（給与計算等）
２年

4 一般事務 18 弘前市 業務全般

6

高卒
ルートセールス・
普通運転免許
13年 日商簿記2級
業 20 平川市 新規拡張等
精肉の販売
３年 移動式クレーン
フォークリフト

システム
開

発

20 弘前市

希望勤務地
時
間

中古車販売・レンタカー営業 高卒
５年 普通運転免許
携帯電話等の販売 10年 大型1種免許
テレビ・化粧品容器等 小型（3t未満）建築機械運転資格
製造
４年 中古自動車査定士
他

土木作業と事務
（決 高卒
総務事務 10 大 鰐 算書・建設業許可証
の作成）
10年 普通運転免許

5 営

システム開発・保守
（パソ 高卒
コン設置、
設営、
ソフトの 普通運転免許
説明、各種統計資料作成 第2種情報処理技術者
等）
５年 初級システムアドミニス
他 トレータ

大鰐近郊
時間不問
弘前・青森
市内
9：00〜
18：00
弘前市内
8：00〜
17：00
青森・弘前市
近郊
8：00〜
17：00

高卒

金属表面処理
（品質・
弘前市及び
工作機械
生産管理、
機械・めっ 普通運転免許
大型1種免許クレーン
7
15 弘前市 き加工等）
近郊
10年
オペレータ
公害防止管理者（水質2
時間不問
金型機械加工 10年 種）普通自動2輪免許

8

9

土木工事
20 弘前市
施工管理

高卒
土木工事の現場管理 普通運転免許
1級土木施工管理技士
20年 1級建設機械施工管理
技士

中・南・津軽
8：00〜
17：00

美容師
（婚礼支度、
衣装コ 高卒
美
容
ーディネート）
６年
20 弘前市（シャンプー、
カット、
パ 普通運転免許
（着付等）
ーマ、
着付等）
７年 美容師

弘前市内
8：00〜
18：00

熱帯魚、
関連用品販売
13年 高卒
売 20 平川市 鮮魚仕入、販売
普通運転免許
17年

平川・弘前市
近郊
時間不問

10 販

３

下請取引でお困りの方へ「下請かけこみ寺」

①無料相談

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

平成24年８月15日

※希望月収…本人希望によるものです。

経営診断を受けてみませんか？
社団法人青森県中小企業診断協会では、県内

分析を中心とした経営診断を実施し、診断報告

中小企業の皆様に対する財務的なアドバイスを

書の作成と内容の説明を行います。

行なっています。

【申込方法】

自社の財務状況を第三者的な視点から分析す
ることは、自社の今後の経営戦略を立案する上
で重要な判断材料となります。
概要は以下の通りです。

まずは当所経営支援課までご連絡ください。
なお、今年度は全県で先着15件までの診断
件数となっておりますので、お申し込みはお早
めにどうぞ。

【診断内容】

＜経営支援課＞

上記協会に所属する中小企業診断士が、財務

情報・教育文化部会、弘前商業連合会合同「すみだ観光IT観察」
７月27日、情報・教育文化部会と弘前商業連合会合同で、墨田区
観光協会が取り組んでいる、携帯端末を利用したまち歩き観光ＩＴ
（情報技術）活用の現場を視察いたしました。
墨田区では、今年５月22日に東京スカイツリーが開業し、従来の
シニア層を中心とした来街者から、幅広い年齢層、外国人観光客へ
とターゲットを広げています。
墨田区観光協会は、滞在客や来訪外国人を増やすことを目的とし
て公衆無線ＬＡＮを整備しており、加えて観光ルートを利用者の目的により選択することができ
る、多言語対応のまち歩き観光ナビゲーションアプリ“下町そら散歩”を開発し、活用しています。
情報・教育文化部会では、弘前市への要望事項として“無線ＬＡＮ活用による弘前城を中心と
した中心市街地商業活性化”を提出しておりましたが、今年要望が実り、さくらまつり時期から
弘前公園内に無線ＬＡＮが整備されております。今年度は、観光地から街に足を運んでもらえる
しくみを構築することを事業計画として挙げている当部会にとって、今回の視察は大変有意義な
ものとなりました。
今後は、合同視察をした弘前商業連合会と連携し、地域活性化に繋がる観光ＩＴの推進に取り
組んでいきたいと考えております。

＜まちそだて課＞

4
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フ ァ ッ シ ョ ン 甲 子 園 2012

８月26日㈰に弘前市民会館で「ファッション
甲子園」がいよいよ開催となります。
今年は全国3,667点のデザイン画から、一次

市立観光館インフォメーション

＜青森市＞成田本店しんまち店地下ＣＤ売場・
ショッピングタウンサンロード青森１Ｆ総合サ

書類審査に通過した35点（27都道府県34校35チ

ービスカウンター

ーム）が公開ファッションショー形式の最終審

＜八戸市＞チーノはちのへ１Ｆインフォメーシ

査に臨みます。

ョン

優勝校には副賞として「パリ招待」が提供さ

ファッション甲子園関連イベントも開催

れます。果たして、高校生ファッションの頂点

＜ファッション甲子園ＰＲ展示＞

に立つのはどのチームになるでしょうか！？

最終審査会出場校のデザイン画を公開します。

昨年優勝を勝ち取った地元校の常連、弘前実

展示期間：８月26日㈰まで

業高校は工芸品ブナコをモチーフにした衣装

展示場所：ルネスアベニュー・弘前市まちなか

（タイトル：ワッツ

情報センター・上土手スクエア・さくら野百貨

ブナコ？）で今年も出場

します。
アトラクションは、ブランド「モードアコテ

開催迫る

店弘前店
＜ルネスアベニューファッションショー＞

＜百石町夜店まつりファッションショー盛況!!＞
７月20日㈮百石町において、恒例となった路

＆エムエーバイモードアコテ」の2012秋冬レデ

ルネスアベニューとファッション甲子園がタ

上ファッションショーが開催されました。学校

ィースファッションショーです。一般公募で選

イアップ。メンズ＆レディース秋冬ファッショ

法人白銀学園サンモードスクールオブデザイン

ばれた県内のボランティアモデルが出演します

ンショーを開催します。

の学生22名がモデルをつとめ、自ら手掛けた40

ので、こちらもお楽しみに！

ファッション甲子園審査員のＡＫＩ氏が手掛

作品の衣装を披露しました。

けるブランド「ガッツダイナマイトキャバレー

沿道に詰めかけた観客からは、拍手や歓声が

売所において好評発売中です。

ズ」の衣装も登場し、最終審査会前日を盛り上

あがり、衣装を携帯カメラで撮影する姿も多く

【チケット販売所】

げます。

見られました。

＜弘前市＞弘前商工会議所・日弘楽器・弘前市

日時：８月25日㈯１回目11:00〜２回目14:30〜

【お問い合わせ先】

入場缶バッジ（500円・全席自由）は下記販

まちなか情報センター・上土手スクエア・メデ
ィアイン城東店・さくら野百貨店弘前店・弘前

各回とも約40分を予定

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

場所：ルネスアベニュー１Ｆメイン通路

トランジットモールで中心市街地が賑わう！

＜まちそだて課＞

ひろさき合コンリーグ
秋季大会開催

７月15日㈰土手町通
りにおいて、バスなど
の公共交通以外の一般
奮ってご応募ください

車両の通行を制限し、
歩行者空間を広げるト
ランジットモール事業
が実施されました。こ
の事業は弘前市が行う
公共交通の活用と中心
市街地のにぎわい創出
を目的としたライド・

!!

トゥー・パーク社会実
験のひとつです。
土手町商店街では広
くなった店頭で均一セ
ールやワゴン販売を行

９月８日㈯・29日㈯ひろさき合コンリーグを

ったほか、飲食店ではオープンカフェなども展

「釜石復興プロジェクト・かまいしキッチンカ

開しました。また、蓬莱広場では弘前市がスマ

ー」が上土手町エリアにて出店するほか、蓬莱

20歳以上の独身3人1組の同性グループで参

ートシティ構想として推進する新エネルギー設

広場では手ぶらで楽しむバーべキューガーデン

加申し込みを行い、参加費は男性チーム12,000

備展示も行われました。当日は早朝から雨模様

「どてショク」もオープンします。また、駅前

円（お一人4,000円）、女性チーム9,000円（お

でしたが、雨があがった午後から少しずつ土手

大通りでは「駅前サマーフェスタ」、えきどて

一人3,000円）です。

町を散策する人が増え、来街者は主催者発表で

プロムナードでは「弘前マルシェFORET」も開

１万人を数えました。

催され、
中心市街地がイベント一色となります。

このトランジットモール事業は、今後８月19

土手町（中土手町−下土手町間）や駅前大通

日と10月20日、21日の両日に実施されます。８

りが車両規制となりますが、駐車場に車を止め

月19日は、全国のイベントからお呼びがかかる

て街歩きを楽しんでみてはいかがですか？

開催します。

応募締め切りは９月８日分が８月29日まで、
９月29日分は９月19日までとなっております。
男女とも先着150チームです。お問い合わせは
担当課まで。
＜情報調査課＞

