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「トリック・オア・トリート！」ひろさきりんごハロウィンを初開催

仮装パレードで大賑わい

多くの親子連れの参加がありました

「トリック・オア・トリート」の合言葉で
お菓子が配られました

街もハロウィンムード一色

10月20、21日の２日間、中心市街地にて「ひ

ルなどが中心となって組織する団体「シャッフ

ろさきりんごハロウィン」が開催され、盛況の

ル」が中心となって、市内保育園や仮装したゆ

うち終了しました。

るキャラなどと、えきどてプロムナード（駅前

あいさつを述べる永澤会頭

この「ひろさきりんごハロウィン」は弘前り
んご博覧会事業のひとつとして、当所が主催し

遊歩道）や土手町商店街を闊歩し、大変賑わい
ました。

今年初めて開催されました。ハロウィンは収

両日とも中心市街地の商店等10店でハロウィ

穫祭として開催されることも多く、当地域では

ンの人気行事である、仮装した子どもが「トリ

「りんごの収穫感謝祭」と捉え、様々なイベン

ック・オア・トリート（お菓子をくれなきゃい

トを実施しました。

たずらするぞ！）」という合言葉を言うとお菓

20日は、津軽弘前屋台村かだれ横丁（百石

子をくれるイベントを実施したところ、思い思

町）において「ひろさりんごハロウィンワーク

いの仮装をした子どもが多く街にあふれ街全体

ショップ〜ハロウィンの準備をしよう！〜」な

でハロウィンムードが高まりました。

どが開催されました。ワークショップでは多く

ハロウィンイベントは全国的に拡大してお

の親子連れが訪れ、ハロウィン衣装のマントや

り、
当所としては、
近い将来に経済効果をもたら

帽子へのデコレーションを体験しました。

すコンテンツに育てることを目的としており、

21日の「ひろさきりんごハロウィンパレー

次年度以降、
更なる盛り上がりみせるイベント

ド」では、弘前大学のアカペラや大道芸サーク

であることを確信しました。＜まちそだて課＞
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部会だより
工業部会
ものづくり交流サロン開催！

事業実施報告
10月３日、工業部会（齊藤嘉春部会長）では

当所名誉議員の工藤正義

「第2回ひろさき・ものづくり交流サロン」を

氏（元㈱丸正工藤代表取締

当会館で開催しました。

役）が10月８日にご逝去さ

これは、弘前地域で「ものづくり」に携わっ

工藤氏は、㈿弘前卸セン

ナーによって知識を深めていただく事と、その

ター理事長をはじめ数々の

後の交流会で新たな取り組みのきっかけになる

要職を歴任。当所議員には昭和42年５月の就任

人脈づくりの場として利用していただく事を期

以来、議員２期、常議員７期を務めこの間、卸

待して開催しているものです。

商業部会（当時）部会長として業界をリードす

今回のセミナーでは、弘前大学地域共同研究
ら、同センターの制度や実績などについて、ユ
ーモアを交えながら分かりやすいミニ講演を行なっていただきました。
その後、当日新たに工業部会の部会長に選任された弘前ガス㈱の齊藤社長の発声により乾杯が
行われ、交流会が和やかに催されました。今回は日本政策金融公庫の方やひろさき産学官連携フ
ォーラムの事務局といった方々にもご参加いただき、アルコールを片手に弘前のものづくりにつ
いての様々な情報交換が行われました。
当部会では今後も継続してこの事業を開催する予定です。ものづくりに携わっている方もそう
でない方も、大切な知識を得る場として、また人脈を広げていく場として大いに活用してくださ
い。

るなど９期27年間の長きにわたりご尽力いただ
きました。
また、平成６年４月の名誉議員就任後も引き
続き貴重なご提言をいただくなど、地域経済の
振興発展に多大な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。

平成24年度全国展開事業
伊勢神宮外宮奉納・奉納市参加

＜経営支援課＞

10月13、14日に三重県伊勢市の伊勢神宮外宮

建設部会（吉川功一部会長）では、10月５日

において、平成２４年度伊勢神宮外宮奉納及び伊

に当会館において「建設業における独占禁止法
と法令遵守について」と題して勉強会を開催い
たしました。

勢神宮外宮奉納市が開催されました。
伊勢商工会議所主催のこのイベントは今回
で３回目の開催となり、全国各地約40の出展が

講師には、㈶建設業適性取引推進機構より指

ありました。伊勢神宮外宮の御祭神「豊受大神

導部長の庄司芳次氏をお招きし、独占禁止法の

（とようけおおみかみ）」は、古くから食と産

概論から実際の適用事例を交えた具体的な違反

業の神様とされており、豊受大神の前で「正直

事項、また事業所で法令を遵守するための体制

なものづくり」を宣誓し、奉納した自慢の逸品

づくりなどについて講演をいただきました。

を奉納市でお披露目・販売いたしました。

参加した38名の部会員は、講師の話に熱心に
耳を傾けていました。

医療福祉専門サービス部会
高齢者福祉施設を視察

れました。行年94歳。

ている事業所の方々に参加していただき、セミ

センターの上平産学官連携コーディネーターか

建設部会
独禁法と法令遵守を学ぶ

工藤正義名誉議員ご逝去

弘前からは㈲イーエム総合ネット弘前が初め

＜情報調査課＞

て参加し、葉ッピーひろさきふじ、葉ッピート

医療福祉専門サービス部会（阿保鉄幸部会

キを奉納・販売しました。また、今年度の全国

長）では、10月15日、高齢者福祉施設の視察会

展開事業・JAPANプレミアム「弘前りんご」

を実施しました。

ブランド構築プロジェクトの一環として、奉納

はじめに、城南にある「おうよう園」を訪問
しました。この施設では食事に力をいれている

市を訪れたお客様に弘前産りんごに関するアン
ケート調査を実施いたしました。

ということで、入所されている方と同じ昼食を

来場者数は２日間合計で約１万人(主催者発

いただきました。見た目、味付け、ボリューム

表)となり、弘前産りんごについて来場者の反

などレストラン顔負けの昼食に、参加した皆さ

応も良く、今後のプロジェクト推進に大いに役

んも大変満足していました。

立つ成果が得られました。

引き続き、施設の概要などの説明を受け、地
下にある岩盤浴設備などを見学した後、平川市
にある「グレイスハウス平川」に移動しました。外観・内装ともに非常にモダンな造りで、施設
内は天井が高く開放感がありました。屋上にはすばらしい景色を見ながら足湯に浸かれる設備も

平成25年新春祝賀会
●日

事 業 所 名
つがる食品㈱
㈱サロン・ド・胡桃
ジャパンライフ㈱弘前支店
㈱ウッドハート
薬師山正人税理士事務所
㈱専栄サービス（日専連旅行センター弘前支店）
めんどころ 心
秋元清掃社

代 表 者
島田 吉雄
福士 るみ子
伊藤 竜也
石郷岡 文子
薬師山 正人
蝦名 文昭
亀田 三津郎
秋元 好幸

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数2,536件（特別会員含む）

住
所
東和徳町１９１
桔梗野二丁目９７
土手町212佛光堂かさいビル１F
神田二丁目４１７
萱町５０１加賀谷ビル２F
駅前町１０５
末広五丁目４７
桜ヶ丘三丁目１０１０

営 業 内 容
りんご加工（ジュース・プレザーブ）
料理教室開催、各種セミナー・イベント活動、講師活動他
家庭用磁気治療器等の製造・卸・販売
住宅プレカット
税理士業務
旅行業
ラーメン店
建築物のガラス・床、その他の清掃・管理

商工会議所会館
貸会場を
ご利用ください！
長島２-１-７

詳しくは総務財政課まで

時／平成25年１月４日㈮
17：00〜（受付16：00〜）

あり、
高齢者福祉施設に対するイメージがすっかり変わった視察会となりました。
＜総務財政課＞

新入会員紹介

＜まちそだて課＞

●場

所／ホテルニューキャッスル

●会

費／4,000円（お一人）

●申込締切日／12月21日㈮

17：00まで

●申込方法／別紙折込チラシの参加申込書に必
要事項を明記の上、会費を添えて商工会議所ま
でお申し込みください。
（電話でのお申し込みは、トラブル等の防止の
ため、お受けいたしかねますのでご了承くださ
い。）

＜総務財政課＞
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平成24年度青森県知的財産事業展開促進事業費補助金
青森県では、県内事業者の方々が知的財産を

TODAY

る経費

新案・意匠の出願を目指すために行う調査費用

・特許等を活用した事業について、実現可能

等を対象に助成します。是非ご活用ください。

性調査または市場化調査について外部の専門
家へ委託する際に要する経費

１事業者当たり30万円を限度に補助金を交付

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

（総事業費の1/2または30万円のいずれか低
い額）

「ワーク・ライフ・バランス等の導入により

◆対象事業期間
平成25年３月31日までの事業が対象
◆受付期間

◆補助対象者

経営講習会開催

・特許等のシーズ、ニーズの把握調査に要す

活用した経営活動を支援するため、特許・実用

◆補助金の額等

無料 ヒント満載

随時（予算がなくなり次第、受付を終了）

県内中小企業者

問い合わせ先／補助金申請書提出先

◆補助対象経費

青森県知的財産支援センター

特許、実用新案、意匠
（以下「特許等」とい

（青森県商工労働部新産業創造課）

社員の定着率をアップしたい！」「想定外の変

う）
の出願を目指すために必要となる次の経

ＴＥＬ 017-734-9417

化に対応できる組織になりたい！」「新たなイ

費
（旅費、謝金、委託料、原材料費など）

E-mail sozoka@pref.aomori.lg.jp

ノベーションを起こしたい！」

・知財専門家に権利可能性について調査（先

〒030-8570

そんなあなたに役立つヒント満載の経営講習
会です。ご参加をお待ちしております。
時：平成24年12月12日㈬

○場

所：青森国際ホテル
（青森市新町1-6-18）

13：30〜

「会社の一番の財産は社員！〜わが社の両立支

行技術調査等）してもらうために要する経費

毎年皆様に好評をいただいているビジネスダ

古志野

これは2013年（平成25年）の業務予定を管理
するのに大変便利な内容となっています。

援、仕事で成果が出るしくみ〜」

毎月はじめのページには、キーワードと事務の

純子氏

「名著「失敗の本質」から学ぶ、変化を勝ち抜

チェックポイントを、巻末には経営に役立つ

く組織戦略」

色々な情報も掲載されています。

鈴木

博毅氏

表紙は２種類。茶色をベースにしたシックな

○主

催：㈳青森県中小企業診断協会

デザインのものと、木々の緑と明るい日差しが

○共

催：青森県、青森市、青森県中小企業団

若々しい生命力とさわやかな風を感じさせるも

体中央会、青森県商工会連合会、青森県商工会

のです。いずれも会員限定で当所窓口において

議所連合会、(一社) 青森県中小企業診断士協会

先着順に差し上げております。数に限りがあり

お問い合わせ・お申し込みは、青森県商工労
働部地域産業課（電話017-734-9373）まで
＜経営支援課＞

人材バンク
受講訓練
受講期間

青森市長島1-1-1県庁北棟１階

イアリーができました。

○講演テーマ

講師

FAX 017-734-8116

来年のビジネスダイアリーができました

○日

講師

３

特許、実用新案、意匠の出願を目指す事業者を支援します！

そうだんしょ

問 い
合わせ

平成24年11月15日

普通運転免許
WEBクリエイター初級
マイクロソフトオフィススペシャリストWord
マイクロソフトオフィススペシャリストExcel

希望月収
希望勤務地

美術展、
コンサート企画
運営、
フリーペーパー編
集 、ラ イ タ ー 等 貸 ギ ャ
ラリー業
６年
歯科衛生士
５年

１５
弘前市
近郊

1

DTPデザイン科
弘前市
６か月

2

普通運転免許
運行管理及び事務 ８年
DTPデザイン科
２０
Photoshopクリエイター
CADオペレーター２年
藤崎町 エキスパート
弘前市内
６か月
プログラマ
17年
Illustreatorエキスパート

１５
７年 弘前市
近郊

普 通 運 転 免 許、W e b ク リ エ イ

WEBショップ
タ ー 上 級、W o r d ３ 級、E x c e l マシンオペレーター６年 １５
4 エンジニア科 弘前市 ３ 級 、P o w e r p o i n t 初 級 、２ 重油等配達、ガソリン 弘前市
級 ボ イ ラ ー 技 士 、３ 級 ガ ソ スタンド
５年 近郊
６か月
リ ン 整 備 士 、危 険 物 乙 四 類
5

普通運転免許
断裁機オペレーター、
電
WEBショップ
８
Webクリエイター上級 子組版オペレーター、編
エンジニア科 弘前市 ワープロ技能検定
集オペレーター等製本業（パート）
６か月
25年 弘前市内
試験３級

6

普通運転免許、Webクリエイター上級
WEBショップ
８
接客業
４年
VisualBasicプログラミング２級
受 注・配 送 手 配 等 事（パート）
エンジニア科 弘前市 C言語プログラミング２級
務職
７年
６か月
弘前市内
簿記実務検定２級、流通経済３級

7

経理事務科
日商簿記検定３級
１０
弘前市 マイクロソフトオフィス 衣料品等販売業 ２年
弘前市内
４か月

普通運転免許

スペシャリストExcel

8

医療事務
実践科
４か月

弘前市

普通免許
医事コンピューター 清掃、
調理補助 ２年 １３
準１級・２級
食品製造
11年 弘前市内
Word2007、
Excel2007

9

医療事務
実践科
４か月

弘前市

普通免許
ワープロ検定２級
接客業
医事オペレーター技能
検定２級

10

医療事務
実践科
４か月

弘前市 ワープロ検定１級、文書デザイン H24年３月専門学校卒

１０

３年 弘前市

普通免許、医事コンピューター２
級、全経簿記２級、秘書検定３級、
１級、表計算１級、電卓２級

※希望月収…本人希望によるものです。

青森県アパレル工業会「工場交流会」開催
（ファッション甲子園実行委員会共催）の工場

職歴・経験等

普通運転免許
WEBショップ
Webクリエイター上級
3 エンジニア科 弘前市 Word１級 Excel２級 製造業
６か月
ITパスポート

＜経営支援課＞

11月２日、当所で青森県アパレル工業会主催

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎38─8609）

住所 免許・資格・専門知識・技術等

ますのでお早めにどうぞ。

近郊
２０
不問

交流会が開催されました。
この交流会は縫製工場のスキルアップを目的
としており、今回は講師に大塚陽子氏（東京フ
ァッションデザイナー協議会議長・ファッショ
ン甲子園審査員長）をお招きし、「現在の日本
のファッションシーンとデザイナー達が縫製工
場に望むこと」と題した講演がありました。
終了後、青森県アパレル工業会会長から、
「初めて業界の現状を知った方もいたと思う。
今回の話を踏まえ、具体的な解決策等を検討
し、実現に向けて協力していきたい」とコメン

トがありました。
ファッション甲子園実行委員会事務局担当
＜まちそだて課＞
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「ひろさき☆グルメスター誕生 」グランプリ決定
今年度弘前市では地元食材を生かした新しい

体となり「ひろさき☆グルメスター誕生！」と

人出 77,000 人！
！
津軽の食と産業まつり大盛況！
！

食の提案を通じて、地産地消と交流人口の増加

題してコンテストを開催し、10月13日の最終審

10月12〜14日の３日間、克雪トレーニングセ

を目的とした「オリジナルグルメ創出事業」を

査にておいてグランプリ、準グランプリ、入賞

ンターと野外のエントランス広場において、
「津

実施しております。

がそれぞれ決定いたしました。入賞作品は以下

軽の食と産業まつり」
が開催されました。

今回、津軽の食と産業まつり運営協議会が主

のとおり。

グランプリ

両会場あわせて144件の出展があり、それぞ

入

れ食料品、工芸品、雑貨、衣類、建築関係等の

賞

物品を販売・PRし、来場者の中には両手いっ
ぱいに荷物を抱える人もみられました。
また、友好都市の北海道斜里町、群馬県太田
市の物産販売コーナーと、今年２度目の参加と
なる函館市のコーナーは行列が出来るほどの盛
況ぶりとなりました。
期間中には各種イベントも行われました。保
育園児による演奏・演技や中高生によるブラ

じょっぱりむすび

り、そば打ちの体験コーナー、バルーンパフォ

清水森のナンバのグリーンシチュー

準グランプリ

スバンドの演奏、ストリートダンス、和菓子作

入

準グランプリ

賞

ーマンスの他、当所青年部が企画実施したキッ
ズカンパニーコーナーでは「ひろさきスウィー
ツ」を販売し、来場した子供から大人までが大
いに楽しめる内容でした。
また、当所が進めるJapanブランドコーナー
や、下関商工会議所物産コーナー、当所青年部
が実施した林檎づくしの和菓子茶屋コーナー、
ひろさきグルメ☆スター誕生最終審査と表彰式

弘前シードルシチュー
鶏の手羽元と香味野菜の
シードル煮・弘前風

新☆いがめんちサンド

など、さまざまな取組みが紹介され、こちらも
３日間とも大盛況となりました。
会期中、第11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

なお、入選した５作品（レシピ）は権利がフ

す。レシピ内容は弘前商工会議所青年部ホーム

寄せられた約1,566枚の作文と絵が展示されま

リーとなっております。市内飲食店にて自由に

ページをご覧ください。詳細については担当課

した。最終日には優秀作品の表彰式が行われ、

ご活用いただき、新しい郷土グルメとして観光

までお問い合わせください。

入賞者には賞状と記念品が手渡されました。

客の皆様にご提供いただきたいと考えておりま

＜情報調査課＞

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

フォメーション

手踊り等、当地の文化・芸能を披露するステー

／メディアイン

ジイベント「The津軽三味線2012」が今年も下

（城東店、樹木

記のとおり開催されます。

店）／日弘楽器

期間中の人出は昨年を上回る77,000人（実行
委員会発表）にのぼり大いに賑わいを見せてい
ました。

＜情報調査課＞

フランス ･Metz(メッス)市主催
見本市出展

毎年、東北各地や首都圏、北海道から1,000

／弘前市立観光

人を超える観光客を迎えて開催されている弘前

館／まちなか情

の冬季観光イベント
「The津軽三味線」
、
チケット

報センター／弘

は10月１日㈪から販売開始となっております。

前商工会議所

開催日：平成24年12月８日㈯

※ 上 記 の 他 に、

時

間：昼の部：開演14：00〜

The津軽三味線

夜の部：開演17：30〜

ホームページか

所：弘前市民会館大ホール

らもチケットが

当所、「弘前な空間デザイン」ブランディン

購入できます。

グプロジェクトは、10月12〜14日フランス北東

場

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

詳しくは下記URLにアクセスしてください。

部Metz（メッス）市で開かれた見本市に出展

The津軽三味線ホームページ

して参りました。津軽塗・津軽打刃物・こぎん

【チケット販売所】

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

刺し・木工等、優れた伝統工芸品の海外での販

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】

路開拓を目指す当プロジェクトは、これまで

前店５階サービスカウンター／さくら野弘前

The津軽三味線実行委員会事務局

Maison et Objet（メゾン・エ・オブジェ）とい

出

演：NPO法人津軽三味線全国協議会他

店１階インフォメーション／弘前中三１階イン

＜情報調査課＞

った、プロのバイヤー向けの展示商談会に出展
してきました。
今回のMetz市主催見本市は、バイヤー以外
の一般の消費者も多数来場したため、フランス
人の好みや購買力を肌で感じることができる貴
重な機会となりました。今回の経験を、今後の

7

欧州での販路開拓へ繋げていきます。
＜まちそだて課＞

