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◇６商工会議所で
更なる地域連携へ …２面
◇情報・教育文化部会
弘前の魅力発信ＨＰコンテスト …３面
◇補助金・助成金の最新情報は
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（購読料は会費の中に含まれています。）

１号・２号議員を置くことで、会員の意思を

弘前商工会議所の議員の任期は３年で、平成

２８年１０月３１日をもって任期満了となります。 公平に反映できますが、商工会議所の機能を更
それに伴い議員改選が行われ、１１月１日から に強化するため、特に必要な者として３号議員
新体制がスタートします。
Ｑ 商工会議所の議員とは？
商工会議所の議員は、会員の中から選ばれた

が置かれています。
（定数１５名）
Ｑ １～３号議員の違いは？
業種、業態等のバランスがとれた議員構成と

代表で、１号・２号・３号議員で構成されます。 するためとの趣旨から、議員には１～３号の種
（当所の定数は１００名）

別が設けられていますが、選出の方法が異なる

各業界から公正な立場で商工業の振興のため

だけで、議員としての権利や義務に差はありま

に会員の意思を託すことのできる人で、商工会

せん。

議所の組織・事業運営全般に携わります。

Ｑ 選挙権はどのような人にあるのですか？
○会員の場合

Ｑ １号議員とは？
１号議員は、商工会議所の会員と会員以外の

所定の会費を納めた会員に、１号議員の選挙

特定商工業者の投票によって、会員の中から選

権、被選挙権が与えられます。会員の選挙権個

ばれます。

数は、会費口数に応じて決まります。
（表２参照）

選挙によって選ばれるため、会員全体の代表

新しく入会される方あるいは会費口数を増や

という性格の強い議員で、定数も１～３号議員

される場合は、所定の日までにお申込みいただ

の中で最も高い割合を占めます。
（定数５０名）

き、会費を納めていただくこととなります。た

Ｑ ２号議員とは？
商工会議所の会員は業種別部会のいずれかに

だし、特別会員の方には選挙権はありません。
○特定商工業者の場合

所属しています。
（当所の部会は表１参照）

所定の負担金を納められた特定商工業者の方

２号議員は、部会員数や会費口数を勘案し、

には１個の選挙権があります。

部会ごとに割当数が定められ、各部会総会の議

Ｑ 議員が決定した後の流れ
１～３号議員の全てが決定したら、１１月開催

決をもって選任されます。
各業界の代表という性格を持つ議員です。

の臨時議員総会（組織会）において、会頭１名、

（定数３５名）

副会頭４名、専務理事１名、常議員３３名、監

Ｑ ３号議員とは？
３号議員は、会頭が常議員会の同意を得て会

事３名が選任されます。

員の中から選任します。

の部会長、副部会長、幹事が選任されます。

表１

弘前商工会議所の９部会

表２

会員
市内で６ヶ月以上継続営業
している商工業者
（任意加入）

会員の選挙権個数

会員口数

年会費額（円）

の叙勲・褒章で「旭日小綬章」を受章し、５月
１２日に都内ホテルで開催された伝達式と皇居
内で行われた拝謁に出席しました。
新戸部氏は、昭和６３年に常議員、平成１０
年からは会頭に就任。以後、地域経済が低迷す
るなか、地元生産品の愛用推進や誘致企業懇談
会を通じた雇用の確保、
「じょっぱれ弘前！」の
開催等による中心市街地活性化事業の実施、Ｊ
ＡＰＡＮブランド事業による弘前の工芸品の海
外進出、アップルパイのブランド化による農商
工連携の推進事業等が、地域経済活性化に大き
く寄与したとして、日本商工会議所の推薦によ
り受章したものです。

会員と特定商工業者
会員で特定商工業者

食品・農産物部会
生活商業部会
工業部会
建設部会
金融・不動産部会
運輸・交通部会
料飲・観光部会
医療福祉・専門サービス部会
情報・教育文化部会

また、その後９部会の総会においてそれぞれ

当所名誉会頭新戸部満男氏が、平成２８年春

選挙権個数

個人会員

２（最低口数）

６，
０００

２

法人会員

３（最低口数）

９，
０００

３

１口（３，
０００円）増えるごとに、選挙権個数は１個増えます。ただし、上限は
５０個となります。

特定商工業者
市内で６ヶ月以上継続営業し
ている商工業者で、従業員数
が２０人（商業・サービス業
は５人）以上もしくは資本金
額が３００万円以上の方
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平成２８年６月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

６商工会議所地域連携事業専務理事会議を函館で開催

情報・教育文化部会新規事業

～函館・弘前・松本・上田・下関・北九州６地域の更なる連携促進を確認～

～若い感性で弘前の魅力情報を国内外に発信！～

『弘前感交劇場』弘前の魅力発信事業

函館・弘前・松本・上田・下関・北九州の６
商工会議所は５月２０日、函館市内において６

（ホームページ制作コンテスト）開催！

商工会議所地域連携事業専務理事会議を開催し
ました。会議では津軽の食と産業まつり「日本

このたび情報・教育文化部会では「ホームペ

列島うまいもの大会」ブースの共同出展など平

ージ（以下ＨＰ）を通じて弘前の魅力発信」を

成２７年度実施事業の報告、並びに「東京など

テーマにＨＰ作品の募集を行います。グルメ・

第三地域での共同物産展開催」など平成２８年

遊びなどジャンルを問わず、中・高校生の目線

度に実施を予定している事業計画（案）が審議

で「弘前の良いところ」を発信してもらいます。

され、全会一致で承認されました。地方創生の

応募者にはセミナーを通して地域の歴史や文化、
産業を学習していただき、その上で中・高校生

手段として、地理的に隔たりがある各地域の魅

挨拶する当所工藤専務理事

力・特長を活かした経済交流の新モデルを構築

の若い感性（アイデア）を活かした、弘前の魅

しようと、２０１５年１月に発足した当事業ですが、 商工会議所には事業活動を通じたアウトプット
今後の連携をさらに促進する方向で６会議所専 の更なる質の向上が重要な使命として求められ

力情報を国内外に売り込むＨＰを制作してもら

務理事の意見が一致しました。

ています。
「本州の中央・両端と北海道、九州の

高生は８月中に開催されるセミナーを受講しな

松本商工会議所・ＴＯＡＳ事業や、北九州商

連携」という全国に誇れるネットワークを活か

がらＨＰを制作します。コンテスト形式で選定

工会議所・新聞社ＯＢによる会報編集など、連

し、各地のノウハウ・特色を取り込んだ多方面

された優秀ＨＰはネット上に公開し、弘前の観

携各所が優れた取組みを行っています。これら

での相互協力をもとに全国に先駆けた広域連携

光振興に役立てます。ＨＰ制作の仕方は丁寧に

先進事例について相互出張を通じて学び合うこ

モデルの構築を目指して参ります。今後の６商

指導しますので、未経験者の方もふるってご応

います。企画書による一次選考を通過した中・

工会議所地域連携事業の展開にご期待ください。 募ください。
理事から要望が出されました。地方創生の時代、 
＜まちそだて課＞ ▽参加資格：弘前市内の中学か中弘南黒エリア
の高等学校に在籍している生徒。
とで、職員の資質向上を図りたい旨、各所専務

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４６５件（特別会員含む）

事

業

所

名

代

表

者

住

所

営

業

内

※参加無料・ＨＰ制作未経験者大歓迎
▽事前説明会：７月３日㈰１０：００～
会場 弘前商工会議所２階大ホール

容

カサイ建装㈱

葛西

誠

弘前市高杉字阿部野２８８−１

塗装業

かみふく

長内

忍

弘前市泉野一丁目７−８

理容業

▽詳細は折込チラシやＨＰをご確認ください。

㈱ＢｌｕｅＴｏｐａｚ’
ｓ

工藤

拓美

インターネット販売およびコン
サルティング業務

URL

㈱プルナインターナショナル

細井

綾

弘前市泉野四丁目２−９
シャーメゾンポラリス１０３号
弘前市駅前一丁目１−１
東横イン１Ｆ

ハラスメントソリューションズ

下山

直樹

弘前市乳井字乳井１０−１

ハラスメント防止に係る研修、
講話、コンサルタント業

㈱ゼロワークス

田村

幸治

弘前市土堂字長瀬３５０−６

自動車鈑金塗装

▽事前説明会参加申込締切：６月３０日㈭



インド・ネパール料理の飲食店

一般の部優勝者の齊藤光二さん

当所主催（実行委員長：前田賢治副会頭）ア
クサ生命保険㈱の協賛によるゴルフコンペが５
月２８日にびわの平ゴルフ倶楽部で開催されま
した。
ゴルフコンペについては、平成１９年度の当
所１００周年記念会員親睦ゴルフ大会を最後に、
しばらく休止しておりましたが、平成２５年度
よりアクサ生命保険㈱の協賛をいただき再開し、
今年度で４回目の開催となりました。
当日は１１１名が参加し、イン・アウトの第一

http://www.hcci.or.jp/hp_contest/
＜まちそだて課＞

津軽の夏到来！！第１７回『よさこい津軽』開催

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１７回目の開催となります。
２９チームが独自の衣装と振り付けで、津軽に
夏の訪れを告げる情熱的な演舞を披露します。
また、よさこい人口の底辺拡大と未来の担い手
育成を目指し、市内保育園の園児による「キッ

組が９時１５分にスタート、最終組のプレー終
了時間である午後５時３０分まで、晴天のもと

参加者全員に各賞が当たることもあり、こちら

ズよさこい」を昨年に引き続き実施いたします。

に無事終了しました。

も和気藹々の雰囲気の中で、受賞者はそれぞれ

園児達の元気一杯の演舞に是非ご期待ください。

の賞品に歓声をあげておりました。

●日時

参加者は普段の実力を遺憾なく発揮された方
や思い通りのプレーができず、悪戦苦闘された
した。
また、午後６時３０分からは「弘前パークホ

９：５０～１５：３０

なお、主な受賞者は次の通りとなりました。

方など、それぞれのプレーを楽しんでおられま

一般の部優勝・齊藤光二さん、シニアの部優
勝（会頭賞）住吉京一さん、女子の部優勝（実

●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
よさこい津軽実行委員会事務局担当

行委員長賞）松岡綾子さん。

テル」
（土手町）において表彰式が行われました。 

平成２８年６月２６日㈰

＜総務財政課＞



＜まちそだて課＞
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ホームページに補助金・助成金等の
最新情報をＵＰしました。

お気軽に相談を！
！
『なんでも相談会』

当所ではＨＰに「国、県等の補助金・助成金・
融資情報、イベント・セミナー・研修情報」の
バナーを開設しました。これは「青森県リレバ
ン推進情報メールマガジン」を基に、みなさま
の経営に役立つ最新の情報を提供するものです。
是非ご覧になってください。
また、弘前市の補助金・助成金等の情報につ
いても、市ＨＰとリンクしておりますので、
○ 市ＨＰトップページ > 働く・産業 > メニュー
○ 市ＨＰトップページ > 市政情報 > 計画・取り
組み > 商工・観光の中小企業応援ガイドブック
から必要な情報をご覧ください。

◇所得税及び復興特別所得税（第１期分）の納

弘前商工会議所ホームページ
http://www.hcci.or.jp

すので、納期限前日までに口座の残高をご確認

日常、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

税をお忘れなく◇
所得税及び復興特別所得税の予定納税が必用
な方には、６月中旬に所轄税務署から「平成
２８年度分所得税及び復興特別所得税の予定納
税額の通知書」が送付されますので、お忘れな
く予定納税額（第１期分）の納期限（平成２８
年８月１日㈪までに納付してください。
また、振替納税を利用している方は、納期限
に指定の金融機関口座から自動的に納付されま
ください。
なお、予定納税の減額申請をする場合は、同

方に無料相談会を開催しております。
●開 催 日

間 １３：００〜１７：００

●場

所

●相 談 員

こちらをクリック

当所５階相談コーナー
桔梗行政書士事務所
行政書士

●相談内容

年７月１５日㈮までに「予定納税額の減額申

６月１５日㈬・７月２０日㈬

●時



竹内知弘

法人の設立、建設業の許可申請他

各種許可・登録申請、相続の手続き等について
※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。

＜経営支援課＞

新規高等学校卒業予定者を
対象とした求人の早期申込みを！
平成２９年３月に高等学校を卒業する生徒を
対象とした求人の申込み受付開始は、６月２０日
です。
新規高等学校卒業予定者の地元就職促進と、

＜経営支援課＞

彦（デザインオフィス アイディオ）
、渋谷和生
（㈲オフィスＫＡＺＵ）、田中長佳（㈲ナカジ

開催されました。振興委員は２１名が委嘱され、 マスポーツ）、漆澤知昭（㈲アサヒ印刷）、葛
当所と市内の事業所とを結ぶパイプ役として、 西孝昭（㈱かさい材木店）、佐藤勝幸（佐藤勝
１年間務めていただきます。『商工会議所に経

幸土地家屋調査士事務所）、船水誠人（じゅん

営相談をしてみたいけど、初めてなので利用の

フォト）、鈴木健司（㈲鈴健不動産）、樋川新

仕方がわからない』そう思っている方は、ご近

一（㈲樋川自動車）、下山悟（㈱光建自動車整

所の振興委員にお気軽にご相談ください。ご相

備）
、吉川義人（㈲吉川砂利店）
、木村崇之（㈲

談は無料、秘密は厳守いたします。

木村木品製作所）
、竹内三佳子（かしち商店）
、
委嘱された小規模企業振興委員は次のとおり。 竹浪盛弘（竹浪板金店）、須藤節雄（丸正商
秋田麗子（㈱あきたや）
、佐藤道代（安弘堂）
、 会）
、鈴木登（石川そろばん教室）
印房）、渋谷龍一（㈲銘茶の玉雲堂）、竹谷貞

弘前公共職業安定所 求人企画部門
電話０１７２−３８−８６０９（内線３１＃）

ＯＡ事務員
１ （ＦＰ）養成科 弘前市
４ヶ月

普通自動車免許
大型自動車免許二種
危険物取扱者乙種
フォークリフト

バス運転手 ６ヶ月
タクシー運転手

３年５ヶ月
灯油販売
１０年

１７
弘前近郊

はじめての介護
２ 職員初任者研修科 弘前市
３ヶ月

普通自動車免許、全商簿記 サービス接客
３級、ペン字３級、習字３級、
１年８ヶ月
日商パソコン３級（エクセ 営業
４ヶ月
ル、ワード）、損害保険
事務 ３年２ヶ月

１５
弘前近郊

はじめての介護
普通自動車免許
３ 職員初任者研修科 弘前市
介護職員初任者研修
３ヶ月

清掃
７ヶ月
１０
レストラン接客
弘前市内

２年

はじめての介護
４ 職員初任者研修科 平川市 介護職員初任者研修
３ヶ月

製造業
１０

１４年１１ヶ月 弘前市
縫製
１０年 平川市

５

ゼロから始める
普通自動車免許
調剤薬局事務 弘前市
（ＡＴ限定）
パソコン科 ３ヶ月

１２
弘前市内
・近郊

６

ゼロから始める
普通自動車免許
調剤薬局事務 弘前市
調剤事務管理士
パソコン科 ３ヶ月

製造、販売
１０

１０年９ヶ月 弘前市内

７

ゼロから始める
調剤薬局事務 弘前市
パソコン科 ３ヶ月

普通自動車免許
接客
日商簿記３級、ワード・
エクセル、販売士３級、 一般事務
販売
調剤事務管理士

＜経営支援課＞

８

ゼロから始める
調剤薬局事務 弘前市
パソコン科 ３ヶ月

普通自動車免許
珠算３級
医療事務管理士
調剤事務

９

ゼロから始める
調剤薬局事務 弘前市
パソコン科 ３ヶ月

普通自動車免許（ＡＴ限定）、 事務
英検２級、ＴＯＥＩＣ５７０、ＭＯＳ
ワード・エクセル２００３、ＭＯＳ 事務
エクセル２０１０、調剤薬局事務 事務

〜（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
革新を支援し、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〜
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（雇用創出を伴う事業、
県の推進する戦略等に基づく支援
重点分野に関する事業）
５００万円

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、会場借上料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、
集計・分析費、調査費、広告宣伝費、翻訳費、原稿料、職員旅費、受講料、
消耗品費、機器借上料、借損料、雑役務費等の事務経費
③原材料費（量産品等には使用不可）
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。原則リース、
レンタル対応）
⑤外注加工費、研究開発費、委託費（全ての業務委託は不可）
※人件費、工事費用（機械装置設置に伴う軽微な工事を除く。
）は対象外。

助成期間
募集時期

最長２年間
平成２８年６月１６日㈭〜平成２８年７月２９日㈮

１３
弘前市内

４ヶ月
９
６ヶ月（パート）
８ヵ月 弘前市
１５
弘前周辺

※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。

１０／１０以内

助成限度額

８ヶ月
９
９ヶ月（パート）
４年 弘前市内

製造工 ５年７ヶ月



平成２８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

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

普通自動車免許
調剤事務管理士
エクセル３級
ワード３級

（敬称略・順不同）

− ２１あおもり産業総合支援センターからのお知らせ −

お問い合わせ・受付先

ゼロから始める
１０ 調剤薬局事務 弘前市
パソコン科 ３ヶ月

http://www.nta.go.jpをご覧ください。

５月２４日、商工会議所において小規模企業振

人の早期申込みをお願いします。

医療事務 ２ヶ月
クリーニング受付

１３年４ヶ月
一般事務
２年

これらの詳しい内容は、国税庁ホームページ

興委員の委嘱状交付式並びに第１回連絡会議が

齋藤信治（さいとう金物店）、太田秀穂（太田

住所

請書」を所轄税務署に提出してください。

当所と会員事業所とのパイプ役・振興委員２１名を委嘱

各企業においては優秀な人材の確保のため、求

受講訓練
受講期間

3

１００万円

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：０１７−７７７−４０６６
詳しくはWebで http://www.21aomori.or.jp/jyosei/challenge『元気チャレンジ』で検索

4

第707号

平成２８年６月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

ファッション甲子園２０１６

一次審査通過校が決定！

「第１６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２０１６）
」の書類
選考（第一次審査）を５月２０日、２１日に当所で
実施いたしました。
今年は、４２都道府県１４１校１，
９５３チームか
ら３，
１９０点（昨年：４０都道府県１３７校１，
７５９
チーム３，
２８３点）のデザイン画が寄せられ、
厳正なる審査の結果、２８都道府県３２校３５点
（チーム）が選出されました。
青森県内からは、弘前実業高校、弘前柴田女

ファッション甲子園２０１６第一次審査入選校一覧
都道府県
１北 海 道
２
３
４青
森
５
６
７岩
手
８宮
城
９福
島
１０ 埼
玉
１１ 栃
木
１２
東
京
１３
１４ 神 奈 川
１５ 千
葉
１６
静
岡
１７
１８ 愛
知
１９ 富
山
２０
岐
阜
２１
２２ 奈
良
２３ 兵
庫
２４ 大
阪
２５ 京
都
２６ 愛
媛
２７ 岡
山
２８ 香
川
２９ 広
島
３０ 福
岡
分
３１ 大
３２ 佐
賀
本
３３ 熊
３４ 鹿 児 島
３５ 沖
縄

学
校
名
作品テーマ
北海道札幌平岸高等学校
百二単
青森県立弘前実業高等学校
ｏｐｐｏｓ
ｉ
ｔｅ
青森県立弘前実業高等学校
孔雀
柴田女子高等学校
モダンな花魁
舘田学園五所川原第一高等学校 Ｃｕｐ ｇ
ｉ
ｒ
ｌ！
八戸工業大学第二高等学校
スプリング♡ミリタリー
岩手県立花巻南高等学校
鼓動
東北生活文化大学高等学校
「宮城県」
今泉女子専門学校
ストライプとドッド
埼玉県立越谷総合技術高等学校 嘘吐き。
栃木県立宇都宮白楊高等学校
むしばまれるもの
東京都立農業高等学校
ｃｏｒ
ａ
ｌ
国本女子高等学校
紙と折りの探究
学校法人石川学園横浜デザイン学院 網羅
千葉県立市川工業高等学校
海底
三島学園知徳高等学校
蝶
三島学園知徳高等学校
ＥＧＤ～Ｅａｒ
ｔ
ｈＧ
ｌ
ｏｂａ
ｌＷａｒｍｉ
ｎｇ～
愛知県立鳴海高等学校
Ｍｏｓａ
ｉ
ｃ
富山第一高等学校
表・裏
清凌高等学校
無機質な湖
清凌高等学校
私達にできること…
奈良県立高円高等学校
デジタル化
神戸市立六甲アイランド高等学校 みにくいアヒルの子
東洋学園高等専修学校
インスタグラム
Pｒｏｇｒ
Pｒｏ
Pｌ
京都共栄学園高等学校
○
ｅｓｓ
ｉ
ｖｅ○
ｊ
ｅｃｔ
ｉ
ｏｎ○
ａｎ
愛媛県立今治工業高等学校
ロープＤＥネットＷｏｒｋ
岡山県立岡山南高等学校
静電気
坂出第一高等学校
ガムテープなレトロワンピース
小井手ファッションビューティ専門学校 ネクタイ
福岡県立稲築志耕館高等学校
英字紳士～ｎｅｗｓｐａｐｅｒｍａｎ～
大分県立日田三隈高等学校
Ｃａｂｂａｇｅ
佐賀県立牛津高等学校
Ｍｉ
ｇｒａｔ
ｉ
ｎｇｂ
ｉ
ｒｄ～渡り鳥～
熊本県立大津高等学校
Ｈｅａ
ｌ
ｔｈｙｇｉ
ｒ
ｌ
鹿児島県立武岡台養護学校
リボン×リボン
沖縄県立那覇工業高等学校
鶴∞平和

講師の中島篤氏

子高校、五所川原第一高校、八戸工業大学第二
高校の４校５チームが選ばれ、８月２１日に弘前

ファッション甲子園実行委員会ではファッシ

市民会館で開催するファッションショー形式の

ョンデザイナーを目指す方、ファッション業界

最終審査会に出場することになりました。

に興味がある方を対象に毎年基礎知識講座を開

第一次審査を通過した３５校の一覧は左表の

催しています。

とおりです。
審査員講評（ＡＫＩ審査員）
「今年は地震などもあり、折鶴などをモチー

ト審査員中島篤さんをお招きして実施しました。

フにした作品もあったが、全体的にカラフルで

開催日：平成２８年５月１６日㈪

元気な作品が多くみられました。将来に向けた

時

間：１３：３０～１５：００

希望が反映されているのではないかと感じまし

場

所：弘前商工会議所会館２階大ホール

た。新しいシルエットなどもあり、どのように

参加者：８０名

今回は第１６回ファッション甲子園大会ゲス
テーマ：
「デザイナーになるためには」

制作していくかが楽しみで、ドキドキしていま
す。過去の作品を研究し、テイストがリアルで

中島篤さんは、自身のブランド「ＡＴＳＵＳ
ＨＩ

プロに近い感じがしました。服は着て歩くもの、 ２月に出展したミラノコレクションの映像をみ
遠くで見て、目線を離して制作していくと良い ながら、デザイナーに必要な資質として①情熱
ものになります。今回入選しなかったところ

②人間力③センス④デザイン力⑤資本の５つを

も、才能がないわけではなく、挑戦し続けるこ

取り上げ、先人が積み上げてきたデザインを柔

とが大事、ファッションの世界は楽しいので、

軟に吸収し、自分の感覚でデザインをしていく

諦めないで頑張って欲しいです。
」

ことが重要であるとアドバイスし、参加者から

ファッション甲子園実行委員会担当


の質問に丁寧に応じていました。

＜まちそだて課＞

ファッション甲子園実行委員会担当


平成２８年度会費の納入はお済みでしょうか？
納入期限は７月１５日までとなっております。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
機関のご利用いただくと、手数料無料でご納入いた
だけます。
なお、本年は議員改選の選挙年となっておりま
す。実施にあたって選挙権・被選挙権ともに会費を
お納めいただくことが必要となります。
つきましては、納入期限以降、お振り込みを確認
できない事業所様へは、当所職員が直接お伺いさせ
ていただきますので、よろしくお願いいたします。

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」
。今年は青森県・
函館デスティネーションキャンペーンに合わせ、
９月の開催が決定いたしました！
毎年、東北各地や首都圏、北海道から約１，
５００
人を超える来場者を迎えて開催されている観光
イベント「Ｔｈｅ津軽三味線２０１６」
、チケットは
７月１日から販売開始の予定です。
インフォメーション／弘前中三１階インフォメ

時

間：昼の部：開演１４：００～（開場１３：３０） ーション／弘前市立観光館／まちなか情報セン
夜の部：開演１７：３０～（開場１７：００） ター／弘前商工会議所（予定）

場

所：弘前市民会館大ホール

※上記の他に、Ｔｈｅ津軽三味線ホームページか

入場料：Ｓ席３，
０００円（税込）※全席指定

らもチケットが購入できます。

Ａ席２，
０００円（税込）※全席指定
出

演：ＮＰＯ法人津軽三味線全国協議会他

チケット販売所

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

ＪＲ東日本びゅうプラザ／ヒロロ１階インフォ

［お問い合わせ］

メーションコーナー／イトーヨーカドー弘前店
５階サービスカウンター／さくら野弘前店１階

＜まちそだて課＞

平成２８年度会費納入のお願い

津軽三味線３００人大合奏をメインに、民謡や

開催日：平成２８年９月２４日㈯

ＮＡＫＡＳＨＩＭＡ」を立ち上げ、今年

Ｔｈｅ津軽三味線実行委員会事務局


＜情報調査課＞

