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デザイン画による一次審査を勝ち抜いた３５
チーム（２７都道府県・３２校）がファッショ
ンショー形式で行われる最終審査会に出場し、
森中央高校、千葉学園高校の３校・４チームが
出場しました。
審査の結果、魚の美しさをうろこやえらで見

branchial

青森県からは、弘前実業高校（２チーム）、青

見事優勝を勝ち取った弘前実業高校。作品テーマは

が、８月２４日弘前市民会館で開催されました。

（ブランシャル レスピレーション）
respiration

選手権大会（実行委員会会長：永澤弘夫会頭）

魚をモチーフに、その外見の美しさやえら呼吸という人間にはない

第１４回全国高等学校ファッションデザイン

生命維持活動の魅力を表現。ポイントはうろこのグラデーションと

リアルなえら。

最終審査に臨んだ３５チーム

事に表現した弘前実業高校の「ｂｒａｎｃｈｉ
ａｌ ｒｅｓｐｉｒａｔｉｏｎ」
（えら呼吸）が
優勝を飾り、地元校の快挙に会場は大いに盛り

受賞チーム一覧

上がりました。

賞

同校の優勝は２０１１年の「ダンボール」以

学
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青森県

校

名

弘前実業高等学校

来、３年ぶり２度目となります。副賞としてパ

作

品

名

branchial respiration

（ブランシャルレスピレーション）

リ派遣招待が贈られ、３月初旬、パリコレク

準

優

勝

東京都 バンタンデザイン研究所高等部 フォークロア

ション見学・アトリエ訪問を行う予定です。

第

３

位

静岡県

三島学園知徳高等学校

ドットドール

賞

岐阜県

大垣桜高等学校

ゼンマイ

北海道

北海道札幌平岸高等学校

ペーパーフラワー

【審査員講評】
全国的に天候不順が続いている中で、１校も
欠けることなく新しくなった市民会館に集まる
ことができて本当に良かったです。

審

査

員

長

審 査 員 特 別 賞

特

別

（ガッツダイナマイト
キャバレーズ賞）

Marc Chagallか？

審 査 員 特 別 賞 （ ド レ ス キ ャ ン プ 賞 ） 愛媛県

今治工業高等学校

ていましたが、上位の作品はそぎ落とすべきと

審 査 員 特 別 賞 （ ケ イ タ マ ル ヤ マ 賞 ） 東京都

女子美術大学付属高等学校

ロボット

ころをそぎ落とし、コンパクトにまとめられて

観

多くの作品が細かいところまで繊細に作られ

いました。
賞に入ったとか入らなかったとかではなく、
夏に向かって仲間と一緒に努力したことがこの
ような形で結果につながるということを経験で
きただけでも素晴らしいと思います。これを活
かして、１・２年生は来年もこのステージに立
てるように頑張ってください。
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＞

キ

客
ラ

リ

（マルクシャガールか？）

賞

（来場者の人気投票で票数が
１番多かった作品に提供）

北海道

北海道札幌平岸高等学校

ペーパーフラワー

賞

（大会出場教員が選ぶ１番輝
いていた高校に提供する賞）

北海道

北海道札幌平岸高等学校

ペーパーフラワー
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地域内資金循環等新事業開発検討事業採択
この事業は、過疎化・高齢
化・経済活動の縮小など地域が
抱える多様な課題を解決するた
めに、新たなビジネス開発・展
開について、検討する活動を支
援する中小企業庁の補助事業
です。
当所では下記の概要で採択さ

左から永澤会頭、葛西市長、佐藤学長

れました。

このたび、当所と弘前市、弘前大学の３者は、
グローバルな視点で地域（ローカル）の課題解
ナノバブル水を活用した弘前型
決に取り組む「グローカル」人材の育成に向け
展開検討事業」
た「学都ひろさき未来基金」を創設することに
事業期間：平成２６年７月８日
～平成２７年１月３１日
におけるプロテオグリカンへの応用を検討しま なりました。
去る８月８日に行われた学都ひろさき連携会
交付決定額：２００万円
す。マイクロバブル、ナノバブルへの混入ガス
事業概要：「安心・安全」をキーワードに、日 による特性を活用した、食品・農林業・環境・ 議において、当所永澤会頭、葛西弘前市長、佐
本が世界的に先行するマイクロナノバブル最先 医療分野における消毒（Ｏ ３）・殺菌（Ｏ ３）・ 藤弘前大学学長の３者が、弘前大学が行う人材
端技術を活用した弘前型展開に向けた産業応用 酸化防止（Ｈ ２）・活性化（Ｏ ２ ）等調査研究 育成事業について当所と弘前市が財政面などで
支援を行うことで合意、それを受けての創設と
を検討します。農業分野では、減農薬・無化学 し、高付加価値をつけた住空間・商品開発を目
なりました。なお、当所と弘前大学とは、平成
肥料化、食品加工における無添加、環境におけ 指し、地域全体のブランド化を目指しナノバブ
２４年度に連携協定を締結しましたが、その連
る水道水・河川の浄化、医療における短命県の ルバレイ構想策定を目指します。
携事業の一環となっております。
＜まちそだて課＞
汚名返上を目指し、ヘルス＆ビューティー分野
基金は、弘大生と市民が一体となって海外研
修などに臨む「学生市民等協働プログラム」
、弘
【日商所報】
トレンド通信「地域のストーリーを掘り起こそう」
大生と留学先大学の学生が連携して問題解決型
先日、静岡県の焼津・藤枝商工会議所が主催 を長年つくっています。これは現代のおやつや
の授業を企画・実施する「学生海外ＰＢＬ（プ
する「志太経営塾」に参加させていただきまし スイーツの感覚でとらえると時代に合わないか
ロジェクト・ベースド・ラーニング）プログラ
た。昨年に続いて２度目で、地元の企業の方に もしれません。縁起ものとしてのギフト需要は
ム」、弘大のグローバル化推進に関わる諸事業
さまざまなビジネス上の悩みなどを伺いました。 ありますが、そこに対応するには、パッケージ 「グローカル人材育成推進事業」の三つの助成
そこで、ちょっと面白い事例に出会ったのでご や分量、価格などを見直す必要があります。私 に充てられることになっております。
紹介します。
はむしろ、親が子どもの世代に歴史や地元の風
永澤会頭は、
「基金への協力を呼びかけるな
「地元の野菜をもっと知ってもらう方法はな 土、食文化などを総合的に教える「食育」の素 ど、地元経済界を挙げて支援していきたい」と
いでしょうか？」。藤枝市の八百屋本陣の村松さ 材としてとらえるとても興味深いものだと思い、 述べました。
んは、いろいろと知恵を絞っているユニークな 「親子をお菓子づくりの現場に呼んだり、学校
「学都ひろさき未来基金」につきましては、
八百屋さんです。奥さまはスイカやモモ、バナ やイベントに出掛けていったり、親が子に語り 今月号の折込チラシにおいて、ご協力のお願い
ナなどの着ぐるみを着て店頭で商品をアピール たくなるような機会をつくってアピールしてい をしております。趣旨ご理解の上、ご協力の程
し、時にはお客さんも一緒に着ぐるみを着て盛 くと良いでしょう」とアドバイスしました。
よろしくお願いいたします。
り上がるという、ちょっと不思議なコミュニケ
地域が持っているストーリーとはそういうも
事業名：「最先端技術マイクロ

ーションをとっているお店です。

のだと思います。単独の商品の宣伝だけでなく、

実は、名前のとおり、１００年ほど前までは

地域全体に貢献できるようなもので、それを商

東海道・藤枝宿の格式ある宿「本陣」を営んで

品やサービスを通じて地域ぐるみで盛り立てて

いたそうです。参勤交代などで殿様が泊まるよ

いく。先に挙げた２つの例では、
「おいしいか」

うな宿で、聞いてみると実家には江戸時代から
伝わる古文書がたくさんあるといいます。
「その当時、藤枝宿ではどんな料理をどんな
素材で提供していたんでしょうね？

それを現

「安いか」といった“モノ”としての価値で競
合と勝負するのではなく、ほかにはない存在と
して消費者に別の興味を持ってもらい、価値を
認めてもらうことが重要なのです。

代の食材と比べてみて、地元野菜をアピールす

各地を訪ねると、貴重な地域のストーリーを

るストーリーをつくってみてはいかがでしょう

掘り起こす前に、とりあえずキャラクターをつ

か」。そんなふうにアドバイスしました。早速、 くってしまう例をよく見かけます。しかし、大
地元の大学関係者に古文書を読んでもらうそう 切なのは、従来からあるものでも、ストーリー
です。
もう一件、藤枝市の和菓子屋さん「紅家 紅粉
屋久右衛門」は寛永９年から続く老舗。和菓子
の原点ともいえる干し柿をベースにした長寿柿

を加えることで、消費者にとって新しい価値を

弘前商工会議所『街づくり大賞』は、弘前市

提案することなのです。
日経ＢＰヒット総合研究所

昨年『地域文化振興部門大賞』を受賞した
サンモードスクールオブデザイン

学校法人白銀学園

上席研究員

内の商工業や農業をはじめとした、各分野での

渡辺

活動を通して地域の発展に寄与し、活力ある街

和博

づくりに貢献された方々を発掘・調査・顕彰し
て、
その不断の努力と功績を称えるために制定
されたものです。
今年で１４回目を迎える『街づくり大賞』へ
の多数のご応募・ご推薦をお待ちしております。
※詳しくは折込みチラシをご覧ください。
＜まちそだて課＞
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「ミラサポ」とは、専門家の無料派遣、公的

さらに、サイト内の特集ページでは補助金申

機関の支援情報・支援施策（補助金・助成金な

請のポイントなどを紹介する記事を掲載し、申

ど）や、経営の悩みに対する先輩経営者や専門

請をサポートしています。

家との情報交換の場を提供する、中小企業・小

○ミラサポコミュニティ

規模事業者の未来を支援するサイトです。
「ミラサポ」は中小企業庁の委託により運営
されています。

「ミラサポ」には約４万人のユーザーが集う
コミュニティ（ＳＮＳ）と、匿名でも書き込み・
相談が可能な掲示板があります。

○専門家の活用

同じ事業に取り組む仲間、同じエリアで活動

中小企業・小規模事業者の経営に関わる専門

する仲間との出会いはもちろんのこと、コミュ

家の派遣を年間３回まで無料で受けられます。

ニティを通じた新しいビジネスマッチングも盛
専門家については、
「ミラサポ」内で経営課題、 んに行われています。
エリアなどから各分野の専門家を検索できます。 ○事業展開サポートツール

お気軽にご相談を！！
『なんでも相談会』
日常、事業や業務を行う中で、許認可の必
要性やその他、商取引でわからないこと、お
困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
●開 催 日 ９月１７日㈬・１０月１５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＞

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２０１４」、

○補助金・助成金

事務手続きの簡便化支援、人材マッチング支

自社にあった補助金制度がなかなか見つから

援、ホームページ作成支援など、ビジネスをサ

ない、補助金を申請するのはとても面倒…。こ

ポートする様々なツールやサービスを多数取り

れまで情報が一か所に集約されておらず、知っ

揃えています。

た時には申請期間が終わっていた、などという

詳細は以下のＵＲＬ（ミラサポサイト）をご覧

ことも多くあった補助金に関する「検索・申請」 ください。
の悩みが、
「ミラサポ」で一気に解決できるよ
https://www.mirasapo.jp/
うになります。

＜経営支援課＞

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）がサポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
【ご 融 資 額】お子さま１人あたり３５０万円以内

「ひろさきりんごハロウィン２０１４」
「２０１４
津軽の食と産業まつり」、
「 Ｔｈｅ津軽三味線

【金

２０１４冬」にご協賛いただいた方、ならびに事
業所の皆様、ご協力ありがとうございました。
【協賛企業・個人協賛のご氏名】

利】年２．
３５％固定金利
※母子家庭または世帯年収（所得）２００万円（１２２万円）以内の方は年１．
９５％
（平成２６年８月１３日現在）

ケーアンドイー㈱東北支店、東弘電機㈱、㈲ジ

【ご返済期間】１５年以内
（交通遺児家庭、母子家庭または世帯収入（所得）２００万円（１２２万円）以内の方
は１８年以内）

ュエリーかまた、ＮＴＴ東日本弘前支店、㈱ム

【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など

（順不同・敬称略）

ジコ・クリエイト、㈲あるふぁ萢中
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
受講訓練
受講期間
１

住所

医療クラーク
普通自動車免許
養成科 平川市
医療事務
６ヶ月

医療クラーク
２
養成科 弘前市
６ヶ月

３

４

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

医療・調剤薬
局事務科 板柳町
５ヶ月

普通自動車免許
ホームヘルパー２級
介護福祉士
メディカルクラーク、
ドクターズクラーク

介護員４年

普通自動車免許、英検準２級、
数検準２級、日本語ワープロ
検定２級、プレゼンテーショ
ン作成検定２級、情報処理技 食器洗浄１ヶ月
能検定２級、調剤事務管理士、
医療事務管理士

経理実務科
普通自動車免許
弘前市
５ヶ月
フォークリフト

ビジネス
普通自動車免許
５ ＯＡ事務科 弘前市 准看護師
４ヶ月
エクセル３級
ビジネス
６ ＯＡ事務科 弘前市
４ヶ月

品出し１０ヶ月
デジカメの製造ラ
イン１年８ヶ月

普通自動車免許
調理師、日本語ワープ
ロ検定準２級、エクセ
ル表計算処理技能検定
試験３級

１１
弘前市
平川市
１２
弘前市内

１０
津軽近郊

製造６ヶ月
１５
フォークリフト作
弘前市
業員３ヶ月
及び近郊
調理１年
准看護師
計１９年１１ヶ月
営業３年

【保

証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）
詳しくは、ＨＰ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター
（０５７０－００８６５６（ナビダイヤル）または（０３）５３２１－８６５６）
までお問い合わせください。
直接支店にお問い合わせ、お申込みになる場合は下記の日本政策金融公庫弘前支店
までお願いいたします。

日本政策金融公庫弘前支店
〒０３６－８３５４ 弘前市大字上鞘師町１８−１ 弘前商工会議所会館１階
℡ ０１７２−３６−６３０３

２０
弘前市

調理３ヶ月
居酒屋７ヶ月
飲食業７ヶ月

１５
弘前市内

ビジネス
普通自動車免許
７ ＯＡ事務科 弘前市 ワード２級
４ヶ月
エクセル２級

製造３ヶ月
製造２年
製造１年１０ヶ月

１５
弘前市内

ビジネス
普通自動車免許
８ ＯＡ事務科 弘前市 ワード３級
４ヶ月
エクセル３級

クリーニング工場
１０
での選別１０ヶ月
弘前市内
販売２年
ペット販売３年

ゼロから始め
普通自動車免許
１０
るＯＡ事務員
日商簿記３級
ホールスタッフ
弘前市
弘前市
養成科
ワード３級
２年６ヶ月
３ヶ月
エクセル３級
ゼロから始め
普通自動車免許
クリーニング仕上げ
１０
るＯＡ事務員
弘前市 ワード３級
３ヶ月
１０
弘前市内
養成科
エクセル３級
接客５年
３ヶ月
※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。
９

２，
０００万円

１．
４５％（９月２日現在）
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弘前かいぎしょ TODAY

ゆるキャラたちも大集合

当所役員、葛西市長も
仮装で参加

弘前商工会議所青年部

中心市街地が多くの
人で賑わいました

土手町をねり歩く参加者
！！

（写真はいずれも昨年のもの）

今年も克雪トレーニングセンターで津軽の
食と産業まつりが開催されます。期間は１０月
１７日～１９日の３日間。地元生産品や生活関
連商品を一堂に紹介します。
お馴染となった交流都市斜里町、太田市コー
ナーでは海産物、農産物などの特産品を販売し
ます。また、武道館前エントランス広場の屋外
テント村ではラーメン、そば、肉料理のほか
様々な津軽の味をお楽しみいただけます。
その他保育園児の演奏・演技、フラダンスや
バルーンパフォーマンス、和菓子作り体験など
の楽しい日替わりイベントが盛りだくさんと
なっております。

＜情報調査課＞

３００人大合奏
お楽しみに

あいさつを述べる
一戸会長

今年も秋のりんご収穫感謝祭として、ハ
ロウィン仮装パレード、仮装コンテストを
メインとした「ひろさきりんごハロウィン
２０１４」が開催されます。
◆実施日：平成２６年１０月１２日㈰
◆主な内容
●ハロウィンカーニバル：１０：３０～
「まちなか情報センター前特設会場」
ダンスバトル、ヲタ芸、大道芸、マジッ
ク、バルーンアート等を披露します。
●仮装コンテスト：１３：３０～
「まちなか情報センター前特設会場」
参加者がそれぞれハロウィン仕様の仮
装を行い、コンテストに臨みます。
●仮装パレード：１５：００～
まちなか情報センター前交差点から土
手町コミュニティパークまでを仮装参
加者がパレードを行います。
＜まちそだて課＞

津軽三味線３００人大合奏をメインに、民謡や
手踊り等、当地の文化・芸能を披露するステー
ジイベント「Ｔｈｅ津軽三味線」が今年も下記
のとおり開催されます。
毎年、東北各地や首都圏、北海道から１，
０００

８月３０日弘前商工会議所青年部（一戸勝美
会長

以下、青年部またはＹＥＧ）の創立２５

人を超える観光客を迎えて開催されている観光
イベント「Ｔｈｅ津軽三味線２０１４冬」、チケッ
トは１０月１日から販売開始の予定です。

周年祭が開催されました。
青年部は、平成元年に弘前商工会議所会員の

！！

開催日：平成２６年１２月１３日㈯

有志によって結成され、現在会員数は１４７名で、 時 間：昼の部：開演１４：００～（開場１３：３０） ーション／メディアイン（城東店、樹木店）／
地域商工業の発展、弘前商工会議所の事業活動 （予定） 夜の部：開演１７：３０～（開場１７：００） 弘前市立観光館／まちなか情報センター／弘前
場 所：弘前市民会館大ホール
商工会議所
への寄与などを目的に活動しています。
２５周年祭セレモニーでは、青年部会員をはじ

入場料：Ｓ席２，
０００円（税込）※全席指定

め来賓、ＯＢなど約１７０名が参加し、創立して

Ａ席１，
５００円（税込）※全席指定

からの四半世紀の歩みを映像で振り返りました。 出 演：ＮＰＯ法人津軽三味線全国協議会他
また一戸会長は、これまでの活動とその目的 チケット販売所（予定）

※上記の他に、Ｔｈｅ津軽三味線ホームページ
からもチケットが購入できます。
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

を通し、次の四半世紀に青年部に求められるも

ＪＲ東日本びゅうプラザ／ヒロロ１階インフォ

のとして平成２５年度から青年部の手帳にも記

メーションコーナー／イトーヨーカドー弘前店

載されている「弘前ＹＥＧみらい創造ビジョン

５階サービスカウンター／さくら野弘前店１階

Ｔｈｅ津軽三味線実行委員会事務局

『地域満足度∞（無限大）のまち弘前』」につ

インフォメーション／弘前中三１階インフォメ

＜情報調査課＞

いて発表し、
「ＹＥＧメンバーとして」
「地域経
済人として」
「地域住民として」青年部の活動
の方向性を示しました。
引き続き土手町コミュニティパークで開催さ
れた大懇親会では、会場の特性を活用し、全体
セレモニーの後、各店舗に分散し移動しながら、
交流を深めました。

＜情報調査課＞

http://www.hcci.or.jp/txt/samisen/index.html
［お問い合わせ］

