ヘッドライン
◇会議所共済
映画鑑賞会にご招待 …２面
◇マル経融資をご利用ください …３面
◇役立つハンドブックを
ご活用ください …３面
ホームページ

http://www.hcci.or.jp

弘前かいぎしょ 2014

TODAY

１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

会報
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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。）

ファッション甲子園関連イベントも開催
＜ファッション甲子園ＰＲ展示＞
最終審査会出場校のデザイン画３５点を公開し
ます。
展示期間：８月２４日㈰まで
展示場所：ルネスアベニュー・弘前市まちなか
情報センター・上土手スクエア・さくら野百貨
店弘前店・ヒロロスクエア
＜百石町夜店まつりファッションショー盛況＞
７月２５日、今年で１０回目となる百石町夜
店まつりファッションショーを開催しました。
学校法人白銀学園専門学校サンモードスクール
オブデザインの学生２０名がモデルをつとめ、
自ら手掛けた３０作品の衣装を披露しました。

昨年度の出場校
８月２４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。

地元校の常連、弘前実業高校からは２チーム
出場します。

今年は全国３，
５４７点のデザイン画から、一次

アトラクションでは、デザイナー岩谷俊和氏

書類審査に通過した３５点（２７都道府県３２校

によるＤＲＥＳＳＣＡＭＰ２０１４〜１５秋冬コ

３５チーム）が公開ファッションショー形式の

レクションを行います。２００９年にパリコレク

最終審査に臨みます。衣装の制作からモデル、

ションでデビューし、国内外で高い評価を得て

作品の紹介まですべて高校生が務めます。

いるデザイナーで、ハイクオリティかつゴー

優勝校には副賞として「パリ招待」が、準優
勝・第３位校には「メルセデス・ベンツ・ファ

ジャスなショーは必見です。

天候にも恵まれ、沿道に詰めかけた観客から
は、拍手や歓声があがり、衣装を撮影する姿も
多く見られました。

デザイン画の展示ＰＲを行っています

その他、会場内で昨年度上位入賞作品などの

ッション・ウィーク東京招待」が提供されます。 展示も行いますので、ぜひ足をお運びください。

ファッションショーの様子
【入場券販売所】

【お問い合わせ先】

入場券（税込５００円・全席自由）は下記販売

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

所において好評発売中です。

ホームページ：http://www.f-koshien.com/

＜弘前市＞弘前商工会議所・弘前市まちなか情

＜まちそだて課＞

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・サンロード青
森１Ｆ総合サービスカウンター
※なくなり次第終了させていただきますので、
お早めにお買い求めください。

職員募集のお知らせ
当所では職員を募集（平成２６年１０月１

日付採用予定）しております。募集要項等に

ついては本会報折り込みでご確認ください。

ＢＵＹひろさき推進本部からのお知らせ

〜サンプル商品出品事業者を募集〜
弘前市や当所などで構成する「ＢＵＹひろさ
き推進本部」では、市内の様々なお土産品を組
み合わせた「オリジナルお土産セット」のグラ
ンプリを決定するコンテストを開催します。コ
ンテストへのエントリーとなるセット商品は、
参加者が商品を実際に組み合わせることとして
いることから、市内に主たる事業所を有し、サ
ンプル商品を出品できる事業者を募集していま
す。詳細についてはお問い合わせください。
■募集締め切り ８月２５日㈪
■お問い合わせ ＢＵＹひろさき推進本部事務局
（市商工政策課内、
℡３５−１１３５）
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【日商所報】社外人脈で会社を伸ばす方法「隠れクール商材で仕掛けてみる」

「クールジャパン」という言葉をよく耳にす

こうした「隠れクール商材」は全国各地にた

るようになりました。このテーマと社外人脈の

くさんあるのでしょう。日本酒、お土産用の菓

生かし方について、考えてみたいと思います。

子、工芸品。一工夫すれば、もっと売れる商品

ちなみにここでの“クール”は「冷たい」では

に変貌するのにと感じる商材がないか、目を凝

なく「洗練された、格好いい」という意味。ゲ

らして探してみましょう。きっと、１つや２つ

ームやアニメ、食文化や伝統的な日本文化まで

はあるはずです。そんな、隠れクール商材を見

が対象で、最近は経済産業省をはじめとする日

つけたら、チャンスです。仕掛けませんか？

本政府による文化産業の海外進出を推進する政

例えば、先ほどの和歌山のお菓子。製造会社

策として認識されつつあります。それだけ政府

と社外人脈が連携して仕掛けるのです。商品の

も世界的に価値がある商材が国内に埋もれてい

ネーミングや包装のデザイン、新たな販売方法

ると認識しているからなのでしょう。なお、ク

など、三人寄れば文殊の知恵といいますが、ア

ールジャパンはかつて英国のブレア政権下で推

イデアが幾つも出てくるはず。当方が取材した

し進められた「クール・ブリタニア」を模倣し

別の和菓子店は地元の経営者たちにアドバイス

㈱ユアテック弘前営業所
所

長

松澤

則明

東北電力㈱弘前営業所
所

長

清野

和寛

た政策です。成果については、諸説ありますが

を求めて、東京の百貨店で大人気の商品を開発
「伝統の国」から「伝統とモダンが溶け合う国」 しています。隠れクール商材を持っている会社
へのイメージチェンジに寄与したと評価されて が気付いてくれればいいのですが、気付いてい
います。

当所主催イベントへのご協賛ありがとうございます

ない可能性があります。埋もれさせないために

当所実施の「ファッション甲子園２０１４」、

さて、皆さまの地元にはクールな商材はござ

は社外人脈の力が必要です。あえて、外部から

「ひろさきりんごハロウィン２０１４」
「２０１４

いますか？ 取材していると「ないですね」と回

「一緒にクールな商品に変えてみませんか？」

津軽の食と産業まつり」、
「 Ｔｈｅ津軽三味線

答があった地域で、外国人なら驚嘆するような

と声を掛けることで、きっかけが生まれるので

２０１４」にご協賛いただいた方、ならびに事業

商材に出合うことがあります。きっとその価値

す。皆さまの地元で隠れクール商材を探してみ

所の皆様、ご協力ありがとうございました。

に気付かず埋もれてしまっているのでしょう。

てください。

【協賛企業・個人協賛のご氏名】

例えば、和歌山で見つけた梅を使ったお菓子。

【株式会社セレブレイン代表取締役社長
高城 幸司／たかぎ・こうじ】

外国人旅行者に試食いただいたところ「感動し
た」との声が返ってきました。甘酸っぱい、個
性的な味わいに加えて「見た目」にクールさを
感じたようです。ところが地元では、日常づか
いの商品として埋もれた存在となっています。
非常にもったいない話です。一工夫すれば、外
国人旅行者だけでなく国内外で高い支持を受け
るクールなお菓子へと変身させることができる
かもしれません。

求人セット型訓練制度

１９６４年生まれ。同志社大学文学部卒業後、株式
会社リクルートに入社。６期連続トップセールス
に輝き、
「伝説のトップセールスマ
ン」と呼ばれる。９６年に日本初の
独立／起業の情報誌「アントレ」
を立ち上げ、事業部長、編集長を
歴任。その後、独立し、人事コン
サルティング会社をはじめ３社の
経営に携わる。現在は企業に対す
る人材育成、人事戦略の策定など
を行っている。

利用事業所募集のお知らせ

求人セット型訓練制度とは？
求職者の方を、採用前に訓練生として一定期

利用要件
求人セット型訓練制度のご利用には、次の要

間企業に受け入れ、実際の業務を主とする訓練

件を満たしていることが必要です。

を行った後、企業に雇用をしていただくことを

①雇用保険の適用事業主である。

目的とした制度です。

②公共職業安定所（ハローワーク）を利用して

○訓練期間：１〜３か月
○対 象 者：一般求職者
（受入前に面接することができます。）
○委 託 費：事業主には、訓練実施にかかる経
費として、訓練生１人１月当たり
６４，
８００円（税込）を上限に委託
費が支給されます。
事業主のメリット
①人材育成に要するコストを大きく削減できま

（順不同・敬称略）
北星交通㈱、㈱光美容化学、㈱八木橋薬局、玉
田内科医院、㈱カルチャー、弘前管工事業㈿、
そば処今村、吉川建設㈱、くどうかんばん、
マックスバリュ東北㈱、小山せんべい店、イマ
ジン㈱、㈱ホテルニューキャッスル、弘前堅田
生花㈱、日本たばこ産業㈱弘前営業所、㈱シバ
タ医理科、食事処「稲穂」、つがる弘前農業協
同組合、㈲イーエム総合ネット弘前、㈲二唐刃
物鍛造所、青い森信用金庫
会議所共済

映画鑑賞会にご招待

５日以内に参勤交代を命じられた弱小貧乏藩。
超時間がない！超カネがない！超人もいない！
超難題！なミッションに、果たしてどう挑むのか！？
当所恒例となった、弘前商工会議所共済制度

求人する（している）。

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。

（公共職業安定所に求人票が受理されない場
合、求人セット型訓練を利用することはでき
ません。）

●上 映 日

平成２６年９月９日㈫１８：３０以降

●場

イオンシネマ弘前

所

（旧ワーナー・マイカル・シネマズ弘前）

③訓練人数は、雇い入れ予定数と同数またはそ
れ以下である。

●上映作品 『超高速！参勤交代』
現在、弘前商工会議所共済制度にご加入され

④事業主の施設、現場で実習することができる。 ている方は、担当推進員までお問い合わせくだ
⑤訓練修了後、原則訓練生を採用すること。
さい。
※詳細につきましては下記担当者までお問い合

なお、今回、加入者以外で１０名の方に限り

す。訓練期間中の求職者の身分は、高等技術

わせください。

ご招待いたします。ご希望の方は、官製はがき

専門校の訓練生となるため、賃金の支払いや

＜お問い合わせ先＞

に事業所名・所在地・氏名・電話番号・希望枚

労災保険への加入が不要です。
（訓練生の労

弘前高等技術専門校
〒０３６−８２５３ 弘前市大字緑ヶ丘一丁目９−１

数（１事業所２枚

災保険は県で加入します。）
②採用する前に自社に合った教育をすることが
できます。

ＴＥＬ ０１７２−３２−２７１３

担当

佐藤・山形

まで）をご記入の
上、当所内「弘前
商工会議所共済制
度・映画鑑賞会」
チケットプレゼン
ト係までハガキに
てご応募ください。
（締切は８／３１必
着）
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当所職員外川光則さん逝去

お気軽にご相談を！！
『なんでも相談会』好評開催中

当所職員の外川光則
さんが、病気療養中の
ところ、去る７月５日
にご逝去されました。
行年４６歳。
外川さんは平成４年
４月に当所に入所、中
小企業相談所経営指導
員を経て平成１８年度か

ウェブマッチングサイト
Ｊ−ＧｏｏｄＴｅｃｈ
（ジェグテック）

（ジェグテック）
」は独立行政
「Ｊ−ＧｏｏｄＴｅｃｈ
法人中小企業基盤整備機構（中小機構）が運営を
行うＢ ｔｏ Ｂのウェブマッチングサイトです。
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ら総務課係長、平成２５年度からは経営支援課
長補佐として２２年間にわたり事務局職員とし
て職務に精励されました。
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。

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
８月２０日㈬・９月１７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＞

ニッチトップやオンリーワンなど日本の優良
中小企業に情報を掲載（※）いただき、技術・
製品情報を国内大手メーカーや海外企業に向け
て発信、中小機構の支援による展示会でのリア

マル経融資制度は、小規模事業者の経営改善

ルのマッチングや仲介サポートを通し、新たな

をはかるために必要な運転資金、設備資金を商

取引や技術提携などにより産業界全体のイノ

工会議所の審査会を経て推薦、無担保・無保証

ベーションへの貢献を目指すものです。

人・低金利でご利用できる日本政策金融公庫の

（※掲載には掲載申請及び、審査が必要です。） 制度の一つです。
当所では下記のとおり中小機構による説明会
及び個別相談会を行う運びとなりました。
この機会にぜひご参加ください。
日

時：平成２６年９月９日㈫

場

事業資金として様々な用途にご利用いただけ
ます。

個別相談会

１４：００〜

期間は運転資金が７年以内、設備資金が１０年

説明者：中小機構東北本部

経営支援部

２０人以下の建設業・製造業・その他の業種。
経営指導をうけており、経理内容が明らか

ナスの支払、店舗の改装、車両・機械の購入等

融資限度額２，
０００万円、利率１．
４５％※、返済

所：弘前商工会議所会館会議室

２．従業員が５人以下の商業・サービス業、
３．原則として６カ月以前から商工会議所の

１３：３０〜

明

んでおり、税務申告をしている。

仕入資金、買掛金・手形の決済、給料・ボー

会

説

１．弘前商工会議所管内で1年以上事業を営

以内と大変有利な制度です。※７月３１日現在

である。
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
融資を受けるには、従前から商工会議所の経
営指導を受けていることが必要です。
当所の経営指導員にお早目の相談をおすすめ
します。

申し込みいただける方は、右の通りです。

＜経営支援課＞

詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。
日本の優れた技術・製品.com J-GoodTech
http://www.smrj.go.jp/keiei/j-goodtech/

下請かけこみ寺（中小企業庁委託事業）
中小企業の取引上の悩み相談に相談員や弁護

♢事業計画の立て方と経営改善♢

♢消費税率引上げをきっかけに

当所では経営にお役立ていただけるハンド
ブックを作成しました。

経営力強化しませんか？♢
昨年に引き続き、本年も消費税に関するハン

今回作成したものは「売上が伸びない時代の

ドブックをご用意いたしました。今回のハンド

相談は無料で秘密厳守、匿名での相談も可能。

事業計画の立て方と経営改善策」というタイト

ブックでは、販売方法や禁止行為等、消費税率

こんな相談が寄せられています

ルです。経営ビジョンの考え方をはじめ借り入

引上げで考えられる問題を業種ごとに６つの

れや補助金申請の際は絶対に欠かせない事業計

ケースに分けて解説しております。こちらを参

画等の策定の仕方についてわかりやすく解説し

考に今一度経営方法を見直し、経営力を強化し

ております。

て消費税率引上げ対策をしましょう！

士が無料で相談に応じます。

・支払日を過ぎても代金を払ってくれない
ので困っています。
・「歩引き」と称して、代金から一定額を
差し引かれました。
・長年取引をしていた発注元から突然取引
を停止されてしまいました。

まずはお電話を！
相談員が訪問し相談に応じます！
フリーダイヤル（無料）０１２０−４１８−６１８
（公財）２１あおもり産業総合支援センター
総合支援室
相談員

下請かけこみ寺

今回、これらのハンドブックを無料で差し上げております。先着順につき無くなりしだい
頒布を終了しますので、ご希望の方はお早めにどうぞ。

＜経営支援課＞

郡川（こおりかわ）
ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４８１件（特別会員含む）

調停による紛争解決
中小企業が抱える企業間取引に係る紛争を裁
判よりも迅速、簡便に解決するための調停（裁
判外紛争解決（ＡＤＲ）手続き）を無料で行い

事

業

所

名

代

表

者

住

所

農業生産法人（株）ムナカタアップル 棟 方 良 逸 弘前市鬼沢山ノ越２２６

営

業

内

容

りんごの生産・加工・販売

ＢＯＮＨＥＵＲ

高 橋 信 勝 弘前市土手町８５−１弘前中央食品市場内 食品販売

（株）太陽総建

佐 藤 太 陽 弘前市茂森町８４−１

足場組立

ます。

オザキクリエイティブペイント 尾 﨑 真 也 弘前市原ケ平三丁目１−７

屋根、壁の塗装

（株）北海道レストラン

飲食店経営、食品・酒類・飲料水等の販売

消費税の転嫁等に係る取引上相談にも応じてい

マコ

ます。フリーダイヤル（無料）０１２０−３００−２１７

田 中 秀 明 弘前市城東北三丁目１０−７１

葛西美奈子 弘前市石渡三丁目４−２１
スナック
Thapa Yam 弘前市百石町２−１津軽弘前屋台村かだれ横丁内 ネパール料理およびお酒などの提供
インドアンドネパール風居酒屋カンティプール （タパ
・ヤム）
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弘前かいぎしょ TODAY
【医療福祉・専門サービス部会】

〜身体と呼吸と心を整える〜坐禅会開催
７月２２日の早朝、医療福祉・専門サービス

【料飲・観光部会】

白神山地を知ろう！ 白神ツアー開催

料飲・観光部会（小山内康晴部会長）では、
７月８日に白神ツアーを実施いたしました。

されました。
当日は、天候にも恵まれ、当部会会員の㈲ヒ
ーリングエコツアーＰＲＯガイド

エコ・遊の

部会（阿保鉄幸部会長）では、毎年の恒例行事

料飲・観光部会は、大きく料理・飲食業と観

である坐禅会を、西茂森町の盛雲院にて開催し

光業の会員事業所で構成され、各業種に対応し

土岐氏の先導のもと短い距離ではありましたが、

ました。始めに、三浦住職から手や足のくみ方

た事業を実施しており、今回は、主に観光業を

白神を歩き、その中で植生や成り立ち、生えて

などのレクチャーを受け、その後坐禅堂に場所

対象として実施いたしました。

いる植物などについて学びました。

を移して、曹洞宗様式の坐禅を約３０分間行い

白神山地は、世界自然遺産に登録されてから、

参加者もガイド付きで入山する機会が初めて

ました。当日は１３名の参加があり、終了後に

２０余年を迎えておりますが、登録当時に比べて

だったこともあり、興味深く周囲を見回しなが

は皆でお粥の朝食をいただきました。日頃とは

入山者は年々減少しており、部会としてもその

ら、真剣に土岐氏の声に耳を傾けていました。

違った一日の始まりを過ごし、身も心も洗われ

活性化について取り組むべきではないかという

また、部会員同士の交流という側面も持ってい

るような、さわやかな朝となりました。

意見から、そのためにもまず「白神を知る」事

た今回事業を通じて、部会員同士の交流を図る

が必要であることから今年度の事業として実施

ことができました。

＜総務財政課＞

＜総務財政課＞

人事異動のお知らせ
氏
山本

名
肇

小松澤真弥
吉澤

佳苗

新 職 名
経営支援課
課長補佐
情報調査課
主事
総務財政課
主事

旧 職 名
情報調査課
課長補佐
総務財政課
主事
まちそだて課
主事

（平成２６年８月１日付）

７月５日、
「函館・道南を感じる一日ＩＮひろ
さき土手町」
（主催：北海道渡島総合振興局・函
館商工会議所・函館西部地区バル街実行委員会）
が土手町コミュニティパークで開催されまし
た。会場では、弘前市と交流が深まっている函
館市をはじめ、北斗市・木古内町・七飯町が、
ご当地キャラクターとともに特産の味覚や観光
のＰＲをしました。引き続き当日開催された
「弘前バル街」では、函館の料理人集団「クラ
ブガストロミーバリアドス」による道南の食材
を使った「ピンチョス」の提供など会場は道南
一色となりました。
また、当日は「弘前バル街と初夏の弘前を感
じるツアー」の参加者
３３名も、
「弘前バル街」
ました。
当所では、引き続き

１０月４日
独身同性３人１チーム
（男女各１５０チーム）
参加資格 ２０歳以上４９歳以下
（開催日時点）
参 加 費
男性１チーム１３，
５００円（１人あたり４，
５００円）
女性１チーム１０，
５００円（１あたり人３，
５００円）
申込締切９月１９日㈮

★ひろさき合コンマスターズ★
男女各１００人（１人でもグループでも参加できます）
参加資格 男性４５歳以上・女性４０歳以上の独身者（開催日時点）
参 加 費 男性４，
５００円／１人・女性３，
５００円／１人

函館商工会議所と連携
をしながら、両市の経
済活性化に取り組んで
＜総務財政課＞

★チーム戦★
９月２０日
同性独身２人１チーム
（男女各１５０チーム）
参加資格 ２０歳以上４９歳以下
（開催日時点）
参 加 費
男性１チーム９，
０００円（１人あたり４，
５００円）
女性１チーム７，
０００円（１人あたり３，
５００円）
申込締切９月５日㈮

※いずれの日程も、１５０チーム中１０チームはリザーブ（補欠）チームとなります。
※１０月４日開催分のみチーム３名の内１名盛り上げ役（仲人役）として合コンサポーター（既婚者
可）を入れることができます。そのため、対戦チームに既婚者が１名入っている場合があります。

や「街歩き」を堪能し

いきます。

９月２０日㈯、１０月４日㈯の２日間の日程で、ひろさき合コンリーグ
（主催：弘前商工会議所、主管：弘前商工会議所青年部・鍛冶町防犯協会・鍛冶町創造委員会）
秋季大会が開催されます。
また、今回より、参加人数・参加費用・お申込みの方法などが変更になってお
りますので、詳しくは、下記のホームページ、または各プレイガイド等に設置し
ているポスター・チラシをご覧ください。
さらに、今回は『ひろさき合コンマスターズ』も開催されますので、皆様ふ
るってご参加ください。

当日は、グッズの
販売もありました。

道南地域を代表するゆるキャラたち

いずれかの方法で、チケットを購入してください。
インターネットでチケットを購入
下記のホームページアドレスよりチケットを購入してください。
チケット代金＋送料のお振込みを確認後に、チケットを郵送いたします。
プレイガイドでチケットを購入
中 三 弘 前 店（営業時間１０：００〜１９：００）
ヒ
ロ
ロ（営業時間１０：００〜２０：００）
さくら野百貨店弘前店（営業時間１０：００〜２０：００）
各店１階のインフォメーションで販売しております。
※参加するにあたっての注意事項を必ずご覧いただき、ご了承のうえ、チケットをご購入ください。

【お問い合わせ】弘前商工会議所青年部事務局 ℡０１７２−３３−４１１１
ホームページ ＵＲＬ http://www.hcci.or.jp/txt/gocom

＜情報調査課＞

