ヘッドライン
◇弘前商業連合会
「復活！全市連合大売り出し」大盛況！！ …２面
◇平成２６年度（下期）
あおもり元気企業チャレンジ助成事業のご案内 …３面
◇労働保険事務組合のご案内
ホームページ

…３面

http://www.hcci.or.jp

５月２７日から２９日までの３日間、ワインで
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毎月１５日発行 １部
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嘆の声が聞かれました。
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〒０３６−８５６７ 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。）

らの花束贈呈、新戸部名誉会頭からはお礼の挨

語ろう会と当所主催による、当所新戸部満男名

また、開催日初日の２７日には、展示会の盛

拶がありました。その後、工藤紀誉美さん・浅

誉会頭の作品を一堂に集めた展示会～多逢勝因

会を祈念したオープニングレセプションも行わ

野清さんによる祝奏が披露され、葛西憲之弘前

展～（多逢勝因：多くの人との出会いが人を育

れ、参加者１３０名が展示会開催を祝しました。

市長の乾杯で宴会が始まりました。

てる）が、百石町展示館で開催されました。

レセプションでは、ワインで語ろう会杉本康

展示会開催期間中は、広く一般市民の方々な

会場には、新戸部名誉会頭がこれまでに制作

雄会長（当日は代理で高田邦洋みちのく銀行頭

ど多数のお客様が来場され、その本格的な作品

された絵画、書、陶器の他、グラスエッチング

取が出席）
・永澤会頭の挨拶があり、新戸部名誉

に魅入られたお客様も多く、中には、趣味活動

や篆刻（てんこく・印鑑）など百数十点が集め

会頭と同じ陶芸教室に通う大前志保子さん、樋

での制作品という説明に対し、改めて驚愕される

られ、その多様さと出来栄えに来場者からは感

口花菜（はな）さん、樋口里桜（りさ）さんか

お客様もいらっしゃいました。＜総務財政課＞

オープニングレセプションで挨拶する永澤会頭

多数のお客様にご来場いただきました

多種多様な作品が展示されました

当所主催（実行委員長：前田賢治副会頭）、 気の中で、受賞者はそれぞれの賞品に歓声をあ
アクサ生命保険㈱の協賛によるゴルフコンペが げておりました。

下記日程で白神山地の利用促進に向けて「まず

５月２４日に津軽カントリークラブで開催され

は、白神を知ろう」という目的で白神ツアーを

ました。
当日は８０名が参加し、イン・アウトの第一

なお、来年度の開催は、５月第３土曜日に予
定しておりますので、皆様のご参加をお待ちし
今回、主な受賞者は次の通りとなりました。

了時間である午後３時３０分まで、予報では午

総合優勝・有賀廣司さん、シニアの部優勝（会

後から雨ということでありましたが、何とか終

頭賞）住吉京一さん、女子の部優勝（実行委員

了まで雨に当たることなく無事終了しました。

長賞）坂本真貴子さん。

また、表彰式では参加者全員に各賞が当たる
こともあり、こちらも和気あいあいとした雰囲

実行委員長の

した。

前田副会頭
（左）と

方など、それぞれのプレーを楽しんでおられま

＜総務財政課＞
総合優勝の有賀さん
（右）

や思い通りのプレーができず、悪戦苦闘された

開催いたします。
新緑の世界自然遺産・白神山地を巡り、魅力

ております。

組が８時５２分にスタート、最終組のプレー終

参加者は普段の実力を遺憾なく発揮された方

料飲・観光部会（小山内康晴部会長）では、

を再発見しませんか。
◆日

時

平成２６年７月８日㈫
８：５０～１５：３０（予定）

◆集合場所

弘前商工会議所１Ｆサロン

◆参 加 費

５,０００円／１人

お申し込みは、下記までお電話にてお願いい
たします。
℡０１７２−３３−４１１１
弘前商工会議所料飲・観光部会担当
＜総務財政課＞

コマツザワ宛
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「復活！全市連合大売り出し」大盛況！！ 〜弘前商業連合会〜
このたび当所が事務受託している弘前商業連
合会（菊池清二会長）では平成２６年度弘前市
オールひろさき『さくら市』実施支援事業費補

平山販促委員長らによる厳正な抽選が行われ、
合計８６０名の当選者が決定しました。
当連合会会員からも「お客様が喜んでいた」

助金を受け、平成１０年度まで当連合会の恒例 「 市 全 体 で の 取 り 組 み は 盛 り 上 げ っ て 良 い 」
事業であった「全市連合大売り出し」を１６年 「さくらまつりも盛況だったので大売出しも盛
ぶりに実施いたしました。

り上がった」などの好意的意見・反応が多数寄

当補助金は今年４月１日からの消費増税にと
もなう買い控えや駆け込み需要の反動が懸念さ
れる中、多くの人出が見込まれるさくらまつり

せられ、当初の取り組み目標が達成できました。
※なお、当選者の発表は６月上旬の当選通知の
送付をもってお知らせしております。

を絶好の商機と捉え、市内商業者・関係団体が

弘前商業連合会事務局担当

一丸となり市内一斉に幅広く実施される販促活

＜まちそだて課＞

動を弘前市が全面的に支援・広告宣伝しようと
いう取り組みであり、当連合会の他１７団体が
制度を活用しました。
「全市連合大売り出し」は、弘前さくらまつ
り期間中（４月２３日〜５月６日）に、市内５００

新規高等学校卒業予定者を
対象とした求人の早期申込を！

店もの当連合会加盟店でお買い物したお客様に、
「選べる国内ペア旅行券」「話題の家電」「ブナ

平成２７年３月に高等学校を卒業する生徒を

コランプ」などの豪華賞品が当たる懸賞事業で、

対象とした求人の申込み受付開始は、６月２０

３９，
３２０件もの応募がありました。

抽選会の様子

５月２７日に行われた抽選会では、菊池会長・

日です。

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４７４件（特別会員含む）
事

業

所

名

代

表

者

住

所

営

業

内

容

翠明荘

奈良

浩志

弘前市元寺町６９

割烹・中華レストランの経営

青森トレーディング（株）

葛西

万博

弘前市小比内福田萢６２−３

青森県産りんごの輸出。その他輸出入及び国内取引

福士土木

福士

陽之

弘前市高田五丁目８−５

土木建設

（有）ベスト

小野

誠吾

弘前市宮園四丁目５−１５

土木工事、建築工事、とび土工コンクリート工事

西沢板金

西沢

和仁

弘前市中野下豊田３７−１

建築板金業

三上英範税理士事務所

三上

英範

弘前市駒越町６３

税理士

ＴＬＣ会

三上美和子

弘前市代官町８９−１

生命保険

（株）イエロースター

小山

弘前市津賀野浅田６２３−１

新車・中古車販売

（有）ＶＡＮＴＯＰ ＣＯＭＰＡＮＹ

葛西由起子

弘前市駅前町１４−２

広告代理業、飲食業、ホテル業

居酒屋 えこへいき

野口

正江

弘前市新鍛冶町４１弘前センター１号館

居酒屋

（有）朝日

大西

康弘

南津軽郡藤崎町西豊田三丁目１−４

娯楽業

博章

弘前市に対する重点要望事項への回答報告
要望項目：外国人観光客に対する総合的な受入

一方で、より効果的・効率的なインバウンド

れ体制の確立について

事業の推進のためには国、県、観光関連団体の

回答「交流人口や宿泊者の増加を目指す当市に

相互連携や情報共有のより一層の強化が不可欠

とって、インバウンド分野は伸び代（のびし

であると認識しており、新たな施策といたしま

ろ）が大きく、将来に期待が持てる分野である

して、平成２６年度、本市の経済３団体、観光

と考えており、地理的な近さに加え、人口や経

関連団体等を構成員とする「（仮称）弘前市イ

済成長率など、多くの面で潜在力が大きい台

ンバウンド推進協議会」を新たに組織し、
「オー

湾、韓国及び上海などの華東（かとう）地域を

ル弘前」体制でインバウンド対策を推進したい

中心とした中国本土といった東アジアを重点

と考えております。弘前市りんご公園は、北に

ターゲットに、インバウンド政策を推進してお

は県道岩崎西目屋弘前線、東に県道久渡寺新寺

ります。具体的には、当市のPRや具体的な商

町線、南にはアップルロードが通っていますが、

談を進める「インバウンドプロモーション事

これらに直接面していないことや、りんご園の

業」と、外国語版観光パンフレットの作成、民

中に位置するためにアクセスは良好とは言いが

間事業者が取り組む受入環境整備事業費の一部

たく、観光客への道案内に窮することも多いこ

を補助する等の「インバウンド受入対策事業」

とから、その解消策が求められているところで

の2つを柱としております。その結果、市内宿

す。よって、誘導案内の充実を含め、当該公園

泊施設における外国人宿泊者数は下記のとおり

の機能強化を進める中で、今後もアクセス向上

増加しており、取組みの効果があったものと考

に努めてまいります。」

えております。
※ 外国人宿泊者数
（ ）内は東アジア圏域の数値
平成２２年３，
６２０人（１，
４７３人）
平成２３年１，
９０４人（１，
０７０人）
平成２４年３，
２７８人（１，
７０８人）
平成２５年５，
３２１人（２，
８９６人）

新規高等学校卒業予定者の地元就職促進と各
企業においては優秀な人材の確保のため、求人
の早期申込みをお願いします。
【お問い合わせ・受付先】
弘前公共職業安定所

求人企画部門

０１７２−３８−８６０９（内線３１＃）

仙台国税局では、税務のスペシャリストとし
て活躍するバイタリティーあふれる税務職員を
募集しています。
国の財政を支える税務職員に、あなたもチャ
レンジしてみませんか？
○受験資格
１ 平成２６年４月１日において、高等学校
又は中等教育学校を卒業した日の翌日から
起算して３年を経過していない者及び平成
２７年３月までに高等学校又は中等教育学
校を卒業する見込みの者
２ 人事院が１に掲げる者と同等の資格があ
ると認める者
○受験申込受付期間
・インターネット：
平成２６年６月２３日㈪から
平成２６年７月２日㈬まで
・郵送又は持参：
平成２６年６月２３日㈪から
平成２６年６月２６日㈭まで
○受験申込方法
受験申込みは原則インターネット申込みとする。
郵送又は持参用受験申込書の請求は、最寄り
の税務署、仙台国税局人事第二課又は人事院東
北事務局へ行う。
○第１次試験日
平成２６年９月７日㈰
○試験に関するお問い合わせ先
仙台国税局人事第二課試験研修係
０２２−２６３−１１１１ 内線３２３６
人事院東北事務局 ０２２−２２１−２０２２
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− 平成２６年度（下期募集分）−
平成２６年度（下期）あおもり元気企業チャレンジ助成事業のご案内
〜（公財）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
革新を援し、地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、
「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。
新商品の開発や販路開拓に取り組もうとお考えの方は当センターまでご相談ください〜

お気軽にご相談を！！
『なんでも相談会』好評開催中
行政書士を招いて毎月開催している『なん
でも相談会』を下記により開催します。
日常、事業や業務を行う中で、許認可の必
要性や商取引でお困りの方はどうぞお気軽に
ご相談ください。
●開 催 日
６月１８日㈬・７月１６日㈬
※原則毎月第３水曜日
●時
間
１３：００〜１７：００
●場
所
当会館５階相談コーナー
●相談内容 許認可申請他法律全般について
※お待ちいただくことのないよう予約制とさ
せていただきます。相談ご希望の方は、事前
にご連絡くださいますようお願いいたします。
＜経営支援課＞

事業対象者

県内で創業する者又は中小企業者、
ＮＰＯ法人、農事組合法人等

県内の商工団体、産業支援機関、大学

助成対象
事
業

調査事業、新商品･新技術・新役務
の開発、販路開拓及び人材養成

普及啓発、人材育成、情報提供及び調
査研究

助成率等

１／２以内
２／３以内（雇用創出あり）

１０／１０以内

助成限度額

５００万円

１００万円

助成対象
経
費

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、調査費、職員旅費、消耗品費、
機器借上料、借損料等
③原材料費
④機械装置･工具器具備品費（汎用機器、量産用設備は対象外）
⑤外注加工費、研究開発費、委託費（全ての業務委託は不可）

助成期間

最長２年間

募集時期

平成２６年６月中旬〜平成２６年７月３１日㈭

お問い合わせ先：（公財）２１あおもり産業総合支援センター 設備投資課
ＴＥＬ：０１７−７７５−３２３４ ＦＡＸ：０１７−７２１−２５１４
詳しくは Web で http://www.21aomori.or.jp/jyosei/challenge『元気チャレンジ』で検索

労働保険事務組合のご案内
受講訓練
受講期間

住所

希望月収（万）
免許・資格・
職歴・経験等
希望勤務地
専門知識・技術等

営業３年
普通自動車免許
介護福祉科
１
販売１年
弘前市
介護福祉士実務者研修
６ヶ月
販売３年

２０
弘前近郊

普通自動車免許
放送３ヶ月
ホームペー
MOS W/E 2007
ホール業務５年
１３
２ ジ制作科 弘前市
Webクリエイター上級 ホール業務
弘前市内
６ヶ月
Illustratorスタンダード
２年６ヶ月
３

ホームペー
普通自動車免許
事務補助３ヶ月
１０
ジ制作科 弘前市 MOS /E 2007
事務３年
弘前近郊
６ヶ月
Webクリエイター上級 営業事務４年

普通自動車免許
営業３年６ヶ月
ホームペー
運行管理者・衛生管理者 一般事務
２５
４ ジ制作科 弘前市
危険物取扱者乙種４類
１４年２ヶ月 弘前近郊
６ヶ月
Webクリエイター上級 運行管理１３年
介護職
パソコン事
普通自動車免許
１３
５年４ヶ月
５ 務基礎科 平川市 介護福祉士
弘前・黒石
看護助手４年
３ヶ月
Word３級
平川市
介護職２年
普通自動車免許
臨時講師２ヶ月
パソコン事
（パート）
小学校・幼稚園教諭免
１０
学習支援員１年
６ 務基礎科 弘前市
弘前市内
許（第一種）
幼稚園教諭８年
３ヶ月
Word３級
普通自動車免許
９
（パート）
経理事務科
ホームヘルパー２級 介護２年
７
弘前市
弘前市内
販売１０年
４ヶ月
ケアクラーク３級
日商簿記３級
製造業１ヶ月
パソコン事
１５
普通自動車免許
工場作業員
８ 務基礎科 弘前市
弘前市
Word３級
１年３ヶ月
３ヶ月
近郊
ピッキング作業員
普通自動車免許
１５
介護支援専門員
介護福祉士・介護支援
藤崎町・
経理実務科
６年
９
藤崎町
専門員・大型自動車免
弘前市・
５ヶ月
介護員１０年
五所川原市
許（一種）
・自動二輪免許
パン製造３年２ヶ月
パソコン事
普通自動車免許
和菓子製造３年５ヶ月
１３
１０ 務基礎科 弘前市 ワード技能検定３級
登録業務（携帯電話）弘前市内
３ヶ月
エクセル技能検定３級
２年
※ハローワークに登録をしている人材の紹介を希望する場合は、
求人の申し込みが必要です。

平成２６年度会費納入のお願い
平成２６年度会費の納入はお済みでしょ
うか？
まだ納入がお済みでない方はお送りして
いる振込用紙での納入をお願いいたします。
お振込みの際は、振込用紙に記載されて
いる金融機関をご利用いただくと、手数料
無料でご納入いただけます。

労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労
働保険の事務を処理することについて、厚生労
働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
弘前商工会議所においても労働保険事務組合
が設立されており、労働保険業務に関する事務
代行を行っておりますので、加入手続・制度等
でご不明な点がございましたらお気軽にご相談
ください。（社会保険の事務代行は行っており

【委託可能な事業主の範囲】
常時使用する労働者が…
１．金融・保険・不動産・小売業にあっては
５０人以下の事業主
２．卸売・サービス業にあたっては１００人
以下の事業主
３．その他の業種にあっては３００人以下の
事業主
※上記に該当する場合でも、条件によっ

ませんのでご注意ください。）

ては事務委託いただけない場合もご

★事務委託された場合の３大メリット★

ざいますのでご了承ください。

１．労災保険に加入することができない事業

【委託できる事務の範囲】

主・役員や家族従事者の方も労災保険へ

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の

特別加入することができます。

範囲は以下のとおりです。

※特別加入するには、労災保険・雇用
保険の両方を事務委託する必要があ

１．概算保険料、確定保険料などの申告およ
び納付に関する事務

ります。特別加入のみの事務委託は

２．保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保

出来ませんので、ご注意ください。

険の事業所設置届の提出等に関する事務

※一人親方の特別加入につきましては、
お取り扱いいたしておりません。
２．労働保険料の金額に関係なく、３回に分
割納付できます。

３．労災保険の特別加入の申請時に関する事務
４．雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
５．その他労働保険についての申請、届出、
報告に関する事務

※委託開始月により、分割できない事

６．一般拠出金の申告および納付に関する事務

がございますのでご了承ください。

なお、印紙保険料に関する事務ならびに労災

３．保険料の申告・納付および従業員に関

保険および雇用保険の保険給付に関する請求等

する手続等の労働保険事務を事業主に代

の事務は、労働保険事務組合が行うことができ

わって行いますので、事務負担が軽減さ

る事務から除かれています。

れます。
最後に、労災保険は、パート・アルバイト従業員でも加入の必要があります。
雇用保険は１週間の所定労働時間が２０時間以上で３１日以上の就労の見込みがある従業員
は加入の必要があります。
これから事業を始める方、個人では労働保険手続きが難しい方など、どなたでもお気軽に
弘前商工会議所労働保険事務組合までご相談ください。
お問い合わせ
弘前商工会議所労働保険事務組合担当
＜情報調査課＞
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ファッション甲子園２０１４
「第１４回全国高等学校ファッションデザイ

最終審査会出場校決定

今年は、４３都道府県１５１校１,８３９チーム３,
５４７点（昨年：４４都道府県１５１校３,１１８点）の
デザイン画が寄せられ、厳正なる審査の結果、２７
都道府県３２校３５点（チーム）が選出されました。

第１４回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会
（ファッション甲子園２０１４）第一次審査通過校一覧

てほしい。今年は、ボタニカルや花のモチーフな

ン選手権大会（ファッション甲子園２０１４）」 どが全国的に散らばって表れている傾向がある。
の書類選考（第一次審査）を５月２３日、２４ また、ここ数年は、劇画から影響を受けているも
日に当所で実施いたしました。

平成２６年６月１５日

のも多い。選ばれたチームは、絶対に手を抜かず、

都道府県
１
２

５

校

名

北 海 道 北海道札幌平岸高等学校

３
４

学

弘前実業高等学校
青

森

作品テーマ
少女の夢と現実と。
ペーパーフラワー

branchial respiration（ブランシャル レスピレーション）
サッカー

千葉学園高等学校

大人への目覚め

青森中央高等学校

７岩

手 盛岡中央高等学校

Block（ブロック）
vitality（バイタリティ）

現実に洋服にするのは大変な作業だが、良い形で

８宮

城 東北生活文化大学高等学校

毒キノコ

９秋

田 金足農業高等学校

白雪姫

実現したものが勢揃いするのを楽しみにしている。

１０ 栃

木 宇都宮白楊高等学校

嘘と真実

素材やバランスに細かく注意して作ってほしい。

ファッション甲子園実行委員会担当

青森県内からは、弘前実業（２チーム）、千

＜まちそだて課＞

葉学園、青森中央の３校４チームが選ばれ、８

６

１１
１２
１３
１４

埼

玉 越谷総合技術高等学校

東

京

影
天界

バンタンデザイン研究所高等部 フォークロア
女子美術大学附属高等学校

ロボット

１５ 神 奈 川 学校法人石川学園横浜デザイン学院 旋律

月２４日に弘前市民会館で開催するファッショ

１６ 富

山 富山第一高等学校

摩天楼

１７ 長

野 長野高等学校

Crystal（クリスタル）

伊東高等学校

あなたにメロンメロン

ンショー形式の最終審査会に出場することにな

１８

りました。

２０ 愛

知 鳴海高等学校

２１ 岐

阜 大垣桜高等学校

ゼンマイ

２２ 滋

賀 大津高等学校

２３ 京

都 京都共栄学園高等学校

２４ 大

阪 泉尾工業高等学校

DNA×RNA（ディーエヌエー カケル アールエヌエー）
Y's pierrot（ワイズ ピエロ）
Tussock moth（タソック モス）

２５ 兵

庫 六甲アイランド高等学校

樹要

２６ 岡

山 岡山南高等学校

顔

２７ 広

島 学校法人小井手学園 小井手ファッションビューティ専門学校 魔女っ子

２８ 山

口 熊毛北高等学校

２９ 香

川 坂出第一高等学校

カイジュウ

３０ 愛

媛 今治工業高等学校

Marc Chagall（マルク シャガール）か？

１９

最終審査会出場校一覧は右表のとおりです。
審査員講評（原由美子審査員）
今年で１４回目の開催となり、いつも洋服になっ
た姿を想像しながら選んでいる。現実社会の洋服
だけにとらわれず、思いっきり夢や希望を表現し

３１
３２

５月１４日、１５日の２日間、室蘭・伊達・
登別の３商工会議所１４名（団長：登別商工会
議所上田俊朗会頭）が視察に訪れました。

くことが確認されました。

静

福

岡

岡

学校法人三島学園知徳高等学校 ドットドール

flower candy（フラワー キャンディー）

希望の輝（ヒカリ）
プリンセス

杉森高等学校

〜エジプト〜生命の象徴花

福島高等学校

tradition（トラディション）

３３ 佐

賀 牛津高等学校

３４ 熊

本 菊池女子高等学校

ステンドガラス
バレーボール

３５ 沖

縄 北中城高等学校

Bad Girl（バッドガール）

１５日は、４月にオープンした弘前市りんご
公園内のシードル工場「Ｋｉｍｏｒｉ」の視察

３会議所は、北海道新幹線新函館駅（仮称） や、
「弘前路地裏探偵団」による街歩きを体験し、
開業に向けて、観光振興と地域経済の活性化を 次の視察地函館へ向かいました。
図る目的で『室蘭・伊達・登別北海道新幹線連

＜総務財政課＞

６月の祭りとしてすっかり定着した『よさこ
い津軽』は、今年で１５回の節目の開催となり
ます。

携会議』を組織しており、今回、新幹線新駅か

３０チームが独自の衣装と振り付けで元気

ら一定の距離を持つ地理的環境が共通している、
当市の東北新幹線新青森駅開業時の取り組み等

いっぱいの踊りを披露します。情熱的な演舞に

を先進事例として学ぶために来弘しました。

ご期待ください。

事例発表では、当所担当者から「弘前感交劇

実行委員会では、観客や参加者とともに感動

場」、「新青森駅開業時の取り組み」について説

を共有できるボランティアスタッフを募集して

明し、その後活発な意見交換が行われました。

います。よさこい津軽を是非間近に感じてみま
せんか。

終了後の懇親会では、当所正副会頭も参加し、
今回の視察を機に引き続き情報交換を続けてい

視察団へ歓迎の挨拶をする当所工藤専務理事

●日時

平成２６年６月２９日㈰
９：５０〜１５：３０

●会場

※雨天決行

弘前土手町通り及び３．
３．
２号線（一部）

●お問い合わせ
平成２６年度女性会定時総会が５月２１日ホ

強運動の実施を始め、カルチュアロード出展、

テルニューキャッスルにて開催され、３７名の

チャリティーダンスパーティー開催、定例会開

会員が出席しました。

催などを決定しました。

議案では、平成２５年度事業並びに収支決算

総会に引き続き懇親会が開催され、来賓とし

について報告、平成２６年度事業計画（案）並

て葛西弘前市長を始めとする９名の方にご出席

びに収支予算（案）について審議、承認されま

いただき、親睦を深めました。

した。平成２６年度の主な活動として、会員増

これからの事業運営をより活発にしていく
ためにも、新規会員を募集しております。当
所会員事業所で、女性経営者または経営に従
事されている方は、是非ともご入会ください
ますようよろしくお願いいたします。女性会
の活動について興味のある方、入会を希望さ
れる方は、お気軽に女性会会員または女性会
事務局までお問い合わせください。
＜経営支援課＞

よさこい津軽実行委員会事務局担当
＜まちそだて課＞

ただいま、
会員増強キャンペーン中です
当所では、現在会員増強キャンペーンを
実施しております。
経営相談、融資、税務申告の他福利厚生
や共済制度のご利用などご関心のある方を
ご存知でしたら、ご紹介ください。
職員がご説明にお伺いします。

