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青森県弘前市上鞘師町 18-1

弘前商工会議所
TEL 0172（33）4111

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

平成24年度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞

「観光立

地域

特別賞」受賞

日本商工会議所では10月２日に平成24年度「全国商工会議所きらり

受賞理由

輝き観光振興大賞の受賞商工会議所を発表し、当所が準大賞に相当す
る「観光立“地域”特別賞」を受賞しました。大賞は鹿児島商工会議

弘前商工会議

所が受賞しております。

所は、魅力あふ

同賞は地域資源の掘り起こしと活用、人材育成によるホスピタリテ

れる地域づく

ィの向上など、地域の「個」が光り、他の「範」となる観光振興活動
を行う商工会議所の表彰する制度で平成20年に創設されました。

ファッション甲子園

岩木山から見る夕日

りを目指し、地

当所では「まち全体を劇場と見立てた弘前感交劇場による交流促

域を一つの「劇

進」をテーマに応募し、東京で開催された審査会でプレゼンテーショ

場」に見立て、

ンをした結果、見事受賞することができました。「弘前感交劇場」の

観光客と地域住

コンセプトは、当所が平成18年度に実施した「世界自然遺産白神山地

民がともに共

のめぐみ開発プロジェクト事業」において弘前まちそだて大使も務め

感・共鳴できる

た工学博士田中央委員長（去る４月６日ご逝去）が取りまとめたもの
で、現在は弘前市の観光振興政策の柱となっています。

りんごの花見

カクテルコンペティション弘前

感動と交流の新
たな観光のスタ

なお、受賞商工会議所の表彰式は10月25日に高知市で開催される

イルとして「弘前感交劇場」を提唱。春夏秋冬の弘前を舞台、白神山地を

「全国商工会議所観光振興大会2012in高知」の本大会にて行われるこ

舞台背景、りんご園やさくらまつりを大道具、そして弘前市民を助演者に

ととなっています。

見立てる等、地域にある様々な観光資源を用い、劇場として捉えている。

【主な受賞商工会議所】

このコンセプトのもと、
「全国高等学校ファッションデザイン選手権大会」

○大賞

（通称：ファッション甲子園）等、様々な切り口の事業を関係機関等と連

鹿児島商工会議所（鹿児島県）
○観光立“地域”特別賞
弘前商工会議所（青森県）氷見商工会議所（富山県）
○振興賞
大垣商工会議所（岐阜県）大阪商工会議所（大阪府）

携しながら展開。また、実施に当たっては、今まで埋もれがちだった地域
資源を発掘するため、市民目線からＮＰＯ法人やＩＴ関係者のほか、農業
者や主婦等で構成される「実務者会議（通称：やわらかネット）」を発足
している。同会議のアイデアをきっかけに、「岩木山八合目から日本海に
沈む夕陽の眺め」「りんごの樹の下でりんごの花見を楽しむ」、「カクテ
ルの街推進事業」といった企画が誕生した。
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ひろさき合コンリーグ秋季大会大盛況‼

当所主催イベントへの
ご協賛ありがとうございます

当所主催（主管：当所青年部、鍛治町防犯協

当所実施の「ファッション甲子園2012」、

会、鍛治町創造委員会）の「ひろさき合コンリ

「2012津軽の食と産業まつり」、「The津軽三

ーグ・秋季大会」が９月８日、29日に開催され

味線2012」にご協賛いただいた方、ならびに事

ました。

業所の皆様、ご協力ありがとうございました。

このイベントは弘前市の鍛冶町・土手町地区

【協賛企業・個人協賛のご氏名】

を中心とした夜の繁華街の活性化を図るととも

㈱ジャパン・アート・トラベル青森メディア事

に、独身男女への出会いを創造することで、街

業部

も人も元気にすることを目的とし開催されてい

※９月20日現在

青年部だより

ます。

当所青年部では９月13

れ同性３人１チームとなり、当日配布された指

日平成24年度第１回臨時

度開催の要望にお応えしての第２弾の開催とな

示書に従い、指定された居酒屋やバー等の３件

総会を開催し、次期会長

りました。

のお店で、３組の異性グループとそれぞれ会話

に現副会長の一戸勝美氏

やお酒、食事を楽しんでいました。

（アップルウェーブ㈱専

開会セレモニーでは、
主催者代表として当所
永澤会頭が挨拶をし、
「皆さん、結婚しよう！」

今回の参加店は60店舗、参加者は２日間で

勝美氏

得て、参加者、参加店をはじめ多くの皆様の再

一戸

多くの参加者で賑わいました

今回は、今年２月に第１回目を開催し好評を

〜次期会長 に
一戸勝美氏〜

務取締役）が推薦され、

と参加者にエールを贈りました。また当所青年

1,880人となりました。当日の鍛冶町・土手町

満場一致で可決承認されました。任期は平成

部清藤会長のキックオフ宣言と同時に花火が打

地区を中心とした夜の繁華街は多くの独身男女

25・26年度です。

ち上げられ、大いに盛り上がりを見せました。

で賑わい、大盛況となりました。

その後、参加者たちは前回同様に男女それぞ

中心市街地情報

次回開催は来年２月の予定です。

土手町に「ごちそうプラザ」がオープン！

弘前市土手町通りにアップルコミュニケーシ

女性会だより

カルチュアロードに
出展しました！

当所女性会では９月16日、土手町通りで開催
されたカルチュアロードに出展し、会員が日用
品や衣類をはじめ、りんごジュースやパウンド

ョンズ（清藤哲夫社長）が建設している複合施

ケーキなどの食料品等を販売しました。

設「土手町コミュニティパーク」の飲食商業棟

残暑厳しい中、女性ならではの気配りと接客

「ごちそうプラザ」が完成し、10月20日㈯に先

で予想を超えた売り上げとなりました。お買い

行オープンすることとなりました。

上げいただいた方ありがとうございました。

「土手町コミュニティパーク」は弘前市中心
市街地活性化基本計画に民間事業者が整備する
目玉事業として位置づけられ、土手町街区の活
性化の起爆剤として期待されている施設です。

出店します。また国内最大手のベーグル専門

「ごちそうプラザ」に隣接する鉄骨３階建ての

店「BAGLE&BAGLE」の商品を取り扱う健康

情報発信交流棟「コミュニケーションプラザ」

志向の惣菜店「ヒロゴチ」も注目を集めそうで

は12月22日のグランドオープンを目指して建設

す。その他、輸入食品、お好み焼き、創作和食

中となっています。

店、スポーツダイニングバーなど、魅力的で個

「ごちそうプラザ」のコンセプトは「土手町

性的な店舗が集まりました。

でしか出会うことのできない“新しいコンセプ

土手町コミュニティパークは繁華街鍛冶町

トとスタイル”のフード＆ダイニングコート」

へ続く「かくみ小路」の商店街側入り口に立地

としており、飲食店７店が入居します。なかで

しており、中心市街地の昼と夜を結ぶ施設とし

も、モスバーガーでお馴染みのモスフードサー

て、中心市街地の賑わいを創出することが期待

ビスが全国展開するアメリカンワッフルと紅

されています。

茶のカフェ「マザーリーフ」が北東北で初めて

中心市街地活性化協議会担当＜まちそだて課＞

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2,530件（特別会員含む）

代 表 者

住

所

城東北三丁目10-1
さくら野百貨店弘前店３階

さくらミュージック

大髙

順一

㈱弘前ベストケア＆フーズ

清藤

崇

稲津工業

船水

竹秀

城東北三丁目4-7

弘城商事

熊谷

一敏

城西二丁目3-6

相馬ボディー

相馬

学

㈲forte

葛西

純

末広四丁目1-1

独狐松ヶ沢20-3
城東一丁目13-2
メゾンつつみ202号室

営業内容

楽器販売
音楽教室運営

飲食店(持ち帰り惣菜店)の運営

有料老人ホームの運営
建築、土木、橋梁

不動産・金融アドバイザー
地場産品のネット販売等

自動車の鈑金塗装

システム開発､Web構築･運用

イベント企画・運営

チャリティーダンスパーティー
チケット好評発売中
第21回目を迎える弘前商工会議所女性会チャ
リティーダンスパーティーを今年も開催しま
す。
◆開催日

平成24年11月20日㈫
開場18：00

◆会

場

開演18：30

ホテルニューキャッスル

麗峰の間

◆デモンストレーション
「大溝ソーシャルダンススタジオ」
大溝幹夫先生・大溝隆子先生
◆チケット代

3,500円

お問い合わせは女性会会員または女性会事務
局までお願いします。
女性会担当＜経営支援課＞
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そうだんしょ

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

を下記により開催いたします。事業資金・教育
ローン等全般の相談に応じておりますので是非
ご活用ください。
10月17日㈬・18日㈭・19日㈮

小規模事業者
経営改善資金

お申し込みいただける方は、
①弘前商工会議所管内で１年以上事業を営んで

工会議所の審査会を経て推薦、無担保・無保証

おり、税務申告をしている。

人・低金利でご利用できる日本政策金融公庫の

②従業員が５人以下の商業・サービス業、20人

制度の一つです。

以下の建設業・製造業・その他の業種。

仕入資金、買掛金・手形の決済、給料・ボー

③原則として６カ月以前から商工会議所の経営

ナスの支払、店舗の改装、車両・機械の購入等

指導を受けており、経理内容が明らかである。

事業資金としていろいろな用途にご利用になれ

④納付すべき税金をすべて完納している。
はじめてご利用の方へ

融資限度額1,500万円、利率1.75％（設備資

日本政策金融公庫と当所では合同融資相談会

融資を受けるには、従前から商工会議所の経営

金は、当初２年間の利率が0.5％低減されま

指導を受けていることが必要です。

す。）返済期間は運転資金が７年以内、設備資

当所の経営指導員にお早目の相談をおすすめし

金が10年以内と大変有利な制度です。

ます。

11
13

＜経営支援課＞

年末移動経営金融相談所開設

年末の資金繰りや様々な経営課題のご相談の

様の様々な相談に応じます。予約は不要です。

●時

間

10：00〜15：00

為、当所では年末金融相談所を開設いたしま

この機会をぜひご利用ください。

●場

所

17日㈬・19日㈮は公庫相談ブース

す。当日は日本政策金融公庫（中小企業事業、

●開催日

18日㈭は当所２階203号室

国民生活事業）、商工中金、青森県信用保証協

●時

間

10：00〜16：00

会、青森県商工政策課、弘前市商工労政課、青

●場

所

当所３階301号室

お問い合わせ等は当課まで。
＜経営支援課＞

海外ビジネスセミナー開催
内容：拡大するアジア市場をターゲットに、食

とバル街の視察を行いました。
函館と弘前は昨年から本格的な経済交流が始

13：30〜16：00
２階視聴覚室

ジェクトマネージャー 太田光雄氏

希望職種

2

3

4

5

営

事

営

住所

FAX 0178-72-1503

学歴・免許・資格等

希望勤務地
時
間

務

事務（伝票整理・接 高卒
客・パソコンで伝票
普通運転免許
13 大鰐町
作成）POP作成 等
全商簿記３級
４年

弘前市内
8：00〜
他
17：30

業

25 弘前市

医療機器の販売営業
３年 高卒
医療検査
（機器の操作・点
検等）
実臨床に立会 ４年 普通運転免許
水道設計図作製等 ６年

青森県内
時間不問

15 弘前市

郵便・窓口
（預金の受払・高卒
定額定期の勧誘営業等） 普通運転免許
７年 日商簿記２級
信用金庫の出納・窓口
（預 全商簿記１級
金の受払等） １年 他 全商情報処理１級

弘前市内
8：00〜
18：00

務

業

（農業関係）

他

農協、農家に対して農
業資材の営業
11年 大卒

25 弘前市 雑 貨 の 卸 問 屋 の 営 業

20年

ホテル等
20 弘前市
フロント

普通運転免許

洋服・服飾小物等の商品 高卒
開発・企画・販売、
在庫管 普通運転免許
理、
インターネット運営・日商簿記３級
情報処理３級
管理、
POP作成等
13年 ワープロ３級

中南地域
8：00〜
17：00
弘前市及び
近郊
時間不問

6

事

務

20 弘前市

家電メーカーのサー
弘前市内
ビス受付事務
（電話・来 高卒
客応対、契約・見積・請 家電製品総合エンジニア 8：00〜
求書作成 他）
家電製品アドバイザー
18：30
22年

7

営

業

15 弘前市

高卒
建設関係の営業
普通運転免許
16年 他
調理師免許

8

警

備

15 藤崎町 空 港 保 安 検 査 業 務
空港保安警備１級

弘前市及び
近郊
時間不問

CADやエクセルを使用
して基盤の設計
１年 高卒
空調設備工事の施工管 普通運転免許
理補助、
図面、
書類作成 第２種電気工事士
１年 他

弘前·黒石·
青森
８：00〜
17：00

事務
（発注、
納品管理、
見積書作成、
エクセル

弘前市内
9：00〜
18：00

貴 重 品 運 搬 業 務 大卒
２年 普通運転免許
12年

他 貴重品運搬警備２級

9

設

計

20 弘前市

10

事

務

18 弘前市 を使用しての資料作 大卒
成等）

なりました。
う経済界の動きについてお話を伺った後、バス

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎38─8609）

職歴・経験等

まっており、今回はその推進も兼ねての開催と
はじめに、函館商工会議所で新幹線開業に伴

問い合わせ：㈱八戸港貿易センター

希望
月収

駅の建設予定地

取引に精通した専門家がお話します。

人材バンク

お問い合わせ等は当課まで。＜経営支援課＞

北海道新幹線 新函館駅＆バル街 視察会

９月７日、８日に運輸交通部会・料飲観光部

講師：（独）中小企業基盤整備機構国際化支援プロ

事

部会だより

会・広報委員会合同で、北海道新幹線新函館駅

ＴＥＬ 0178-72-1505

11月13日㈫

などの機関が一堂に会して金融相談をはじめ皆

をするために必要な事柄について、海外

場所：弘前市総合学習センター

1

森県中小企業診断協会、産業復興相談センター

品分野における海外との貿易と企業展開

日時：11月７日㈬

３

をはかるために必要な運転資金、設備資金を商

ます。

日本政策金融公庫との
合同融資相談会のご案内

●開催日

商工会議所が推薦するマル経融資
マル経融資制度は、小規模事業者の経営改善

TODAY
問 い
合わせ

平成24年10月15日

４年

※希望月収…本人希望によるものです。

弘前市内
9：00〜
18：00

で40分ほどかけて、駅の建設予定地（北斗市）

回り、各店舗自慢のおつまみ１品とアルコール

に向かいました。

１杯のセットをいただく。函館が元祖で、弘前

現地では北斗市の新幹線対策課の方から駅周

でも３回開催されている）を視察しました。

辺の造成や店舗・ホテル等の建設に係る助成金

さすがに長年続けているだけあって、地元に

についてお話がありました。また、鉄道運輸機

しっかり根付いており、お客さんも店側も一緒

構の方からは開業までのスケジュールについて

に楽しむイベントとして定着していました。

ご説明いただきました。まだ予定地周辺には田

店はどこも行列ができていましたが、短時間

んぼが広がっている状態でしたが、試運転など

で回転するため、あまり待たずにテンポよく店

を考慮すると、実質あと１年半ほどで仕上げて

を回ることができました。

いくとのことでした。
夜はいまや全国的に開催されている「バル
街」（５枚つづりのチケットを持って飲食店を

参加者同士、弘前が参考にできる点などを飲
み歩きながら語り合っていました。
＜総務財政課＞
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弘前かいぎしょ TODAY

街がりんご色に染まる！ 弘前りんご博覧会

弘前市では実行委員会を組織し、今年から10月、11
月を「弘前りんご博覧会」と称して、「生産量日本一
のりんごの街」ＰＲするために、様々なイベントや取
り組みを行っています。味、品質ともトップレベルで
ある弘前りんごを世界に向けて強く情報発信をする
ことを目的としており、2015年には「世界りんご博覧
会」へ発展させることを目指しています。
実行委員会にも参画する当所は、「りんご生産者
フォーラム」「りんごハロウィン」「林檎づくし和菓
子茶屋」（当所青年部事業）を実施し、「はこだてス
イーツフェスタ」に出店します。
ひろさきりんごハロウィン
10月20日㈯、21日㈰に、ハロウィンを「りんごの収
穫感謝祭」と位置付け様々なイベント展開することに
より中心市街地の活性化を図ります。また、全国的に
急速拡大しているハロウィン市場を当地域でも取り込
み、数年後には経済効果をもたらすコンテンツとして
育てることを目指します。
主なイベント
＜「Trick or Treat?」
〜お菓子をくれなきゃいたずらするぞ！〜＞
仮装してきた子どもにお菓子をあげます。合言葉は
「トリック・オア・トリート？」。中心商店街店舗10
か所程度。
（20，21日両日）
＜「ハロウィンだよ！全員集合」
       〜仮装してまちに集まれ！〜＞
中心商店街の協賛店に仮装して来店し、お買い物（飲
食）される方へ優待サービスします。
（20日，21日両日）
＜ひろさきりんごハロウィンワークショップ
〜ハロウィンの準備をしよう！〜＞
20日 11：00〜15：00
津軽弘前屋台村かだれ横丁（弘前市百石町）
マントや帽子などの衣装から、キャンドルや雑貨クラ
フトまで様々なハロウィングッズを作るワークショッ
プです。（材料費程度有料）
＜どてショク
〜ひろさきりんごハロウィン前夜祭〜＞
20日 17：00〜
蓬莱広場（弘前市土手町）
飲食や物販ブースを設けて、ひろさきりんごハロウィ
ンを盛り上げます。
＜ぷらっとホール・こども×みんなの広場
ｂｙひろさきりんごハロウィン＞
21日 10：00〜15：00
蓬莱広場及び中三弘前店１階ガレリアホール
「木製玩具広場」や「手作りおもちゃのワークショッ

プ」「ミニコンサート」や「マジック」など親子で楽
しむハロウィン広場を創出します。（NPO法人弘前こ
どもコミュニティ・ぴーぷる企画運営・無料）
＜ひろさきりんごハロウィンパレード＞
21日 10：30えきどてプロムナード並木通りスタート
午前：弘前マルシェFORET会場
午後：土手町通り
弘前大学のアカペラ・大道芸サークルShuffle（シャッ
フル）を先頭に、市内保育園、仮装したゆるキャラな
どが続きます。飛び入り参加も大歓迎です。
＜ひろさきりんごハロウィンフィナーレ＞
21日 15：00〜
蓬莱広場
ひろさきハロウィンパレードが入場しフィナーレイベ
ントが開催されます。大道芸やアカペラ音楽を、飲食

しながら楽しみます。
はこだてスイーツフェスタ出店
〜「りんごの街のアップルパイ」出店〜
当所が連携を進める函館市の人気イベント「はこだ
てスイーツフェスタ」に招待出店し、弘前市内の個性
豊かなアップルパイの数々を試食販売します。「りん
ご生産量日本一」の当市シティセールスを行い、弘前
りんご博覧会をＰＲします。
＜はこだてスイーツフェスタ2012＞
日 時 10月26日㈮〜28日㈰
    10時〜19時（28日のみ16時まで）
場 所 棒二森屋本館7階（函館市若松町17-12）
主 催 はこだてスイーツフェスタ実行委員会
    事務局 ＴＥＬ 0138-24-0033

The 津軽三味線 2012

チケット
好評発売中

津軽三味線300人大合奏をメインに、民謡や

ォメーション／メ

手踊り等、当地の文化・芸能を披露するステー

ディアイン（城東

ジイベント「The津軽三味線2012」が今年も下

店、樹木店）／日

記のとおり開催されます。

弘楽器／弘前市立

毎年、東北各地や首都圏、北海道から1,000

観光館／まちなか

人を超える観光客を迎えて開催されている弘前

情報センター／弘

の冬季観光イベント
「The津軽三味線」
、
チケット

前商工会議所

は10月１日㈪から販売開始となっております。

※上記の他に、
The

開催日：平成24年12月８日㈯

津軽三味線ホーム

時

間：昼の部：開演14：00〜

ページからもチケ

夜の部：開演17：30〜

ットが購入できま

場

所：弘前市民会館大ホール

入場料：S席2,000円（税込）※全席指定
A席1,500円（税込）※全席指定
出

演：NPO法人津軽三味線全国協議会他

す。
詳 し く は 下 記 URL に ア ク セ ス し て く だ さ
い。
The津軽三味線ホームページ

【チケット販売所】

http://www.hcci.or.jp/txt/samisen/index.html

ＪＲ東日本びゅうプラザ／イトーヨーカドー弘

【お問い合わせ】

前店５階サービスカウンター／さくら野弘前店

The津軽三味線実行委員会事務局担当

１階インフォメーション／弘前中三１階インフ

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＞

