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TODAY
チーム名

ホームページ作品テーマ

石 川 中 学 校

ａｐｐｌｅ

伝統とリンゴの街
ひろさき

附 属 中 学 校

メティス

何度食べてもおいしい街
ひろさき

附 属 中 学 校

◎あおいうみ◎

表情ゆたかな街ひろさき

附 属 中 学 校

弘前桜花組

未来と歴史の街ひろさき

附 属 中 学 校

津軽ためのぶ

城とさくらの街ひろさき
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１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

会報

学校名

NO. 711

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

９月１３日開催の第２９回常議員会において、３
号議員の選任と各部会への２号議員の割当数が
決定し、１０月３１日の任期満了に伴う議員改選
がスタートしました。
常議員会では、８月３１日現在で作成した選挙
人名簿について、選挙権件数が２２
，４６件（特定
商工業者含む）
、選挙権口数が１２８
，９０口数で確
定したことが報告され、引き続き選挙人名簿に
基づく２号議員３５人の各部会への割当数が決
定しました。これを受けて、現在選挙日程に基
づく各部会総会が開催されており、２号議員の

附属中チームメティスによるプレゼン

附 属 中 学 校

洋服の青山

自然豊かな街のひろさき

柏木農業高校

Ｒｉｃｅ

和洋折衷の街ひろさき

柏木農業高校

柏農地域盛り上げ隊

四季のまつりと歴史ある
街ひろさき

弘前実業高校

弘前実業高校
コンピューター部

りんごと活気と文化の街
ひろさき

Ｓ．
Ｋ．
Ｋ．
情報ビジ
ネス専門学校

白くま

わたしの街ひろさき

Ｓ．
Ｋ．
Ｋ．
情報ビジ
ネス専門学校

ソメイヨシノ

桜の街ひろさき

選任が行われています。
また、３号議員については、会頭が商工会議

柏木農チーム Rice Farmer’s によるプレゼン
当所情報・教育文化部会主催「『弘前感交劇
場』弘前の魅力発信ホームページコンテスト」
作品審査会が９月２５日Ｓ．
Ｋ．
Ｋ．
情報ビジネス専
門学校にて開催されました。当コンテストには、
中学校６チーム２０名、高等学校３チーム１１名、
特別参加としてＳ．
Ｋ．
Ｋ．
情報ビジネス専門学校
２チーム６名、合計１１チーム３７名が参加しま
した。８月４日には弘前市についての勉強会、
８月８日には事前研修として弘前市の歴史・文
化・産業を巡るバスツアーを実施し、各チーム
がそれぞれ取材した内容をもとに夏季休暇を利
用してホームページの制作に取り組みました。
作品審査会では、参加全１１チームが各１５分
ずつのプレゼンテーションを実施。当部会役員
が審査員となり、発想力・取材力・構成力・ＨＰ
制作スキル・プレゼンテーション力の５項目を

Ｆａｒｍｅｒ’ｓ

所の運営維持に特に功績がある会員及び学識経
験がある会員等の中から常議員会の意見を聴い
て選任することになっていることから、永澤会
頭が選任案を提示した結果、満場一致で１５人
の３号議員が決定いたしました。
（下表参照）
なお、１号議員については、１０月２４日が選
挙投票日（立候補者が定数５０人を超えない場

○１１月１日㈫より、上記１１チームのホームページ作品を
当事業専用サイト http://www.hcci.or.jp/hp_contest/entry/
にて公開いたします。

採点しました。各チームは弘前市の食・まつり・

合には無投票当選）となっています。

＜総務財政課＞
平成２８年 弘前商工会議所議員改選に伴う３号議員選任名簿
任期：平成２８年１１月１日～平成３１年１０月３１日
所属部会名

歴史的建造物など様々な題材をテーマにしたホ
ームページを紹介。下湯口のフクロウや弘前市
マにしたユニークなホームページや、５ヶ国語
工

業

建

設

イアウトを工夫した大人顔負けの出来栄えのホ
ームページもありました。
１０月６日の当部会役員会にて中学・高等学校
各部門の最優秀賞・優秀賞を決定。１１月１日㈫

所在地又は住所
和徳町１１３

六花酒造㈱

向外瀬豊田２１７

つがる弘前農業協同組合

城東北４－１－１

弘前りんご商業協同組合

堀越字川合２０－２

弘前ガス㈱

松ヶ枝１－２－１

㈱永澤興業

撫牛子２－３－４

藤村機器㈱

高田３－６－２

フジプラント㈱

高田２－５－１

食品・農産物

が舞台のアニメ「ふらいんぐうぃっち」をテー
を用い、スマートフォンでも見やすいようにレ

名称又は氏名
前田酒類食品販売㈱

㈱青森銀行弘前地区営業本部 親方町１９
金融・不動産

より当コンテスト専用サイト上にて全１１チー

㈱みちのく銀行弘前営業部

代官町３９

ムのホームページ作品を公開する予定です。若

運 輸 ・ 交 通

三ツ矢交通㈱

神田４－１－１

く柔軟な感性（アイデア）を活かし、若者の目

医 療 福 祉 ・
専門サービス

㈱弘前公益社

松森町１６

㈱朝日会館

土手町４

㈱陸奥新報社

下白銀町２－１

㈱ムジコ・クリエイト

和泉１－３－１

線で「弘前の良いところ」を国内外に発信する
ホームページは今後弘前の観光振興に大いに役
立ててまいります。

＜まちそだて課＞

情報・教育文化
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第711号

平成２８年１０月１５日

弘前かいぎしょ TODAY
２つの部会で事業を実施しました

料飲・観光部会

『ＨＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会』が開催されました！

医療福祉・専門サービス部会

ブランデュー弘前ＦＣのＪリーグ加盟を目指して

〜松本山雅ＦＣ試合観戦ツアーに参加〜

ボウリングで交流を深める

アル ウィンス タジ アムにて
人で溢れるコミュニティパーク

このたびブランデュー弘前ＦＣを運営する

過去最多の参加でプレイ

ＮＰＯ法人、弘前Ｊスポーツプロジェクトが主催

医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会

する「松本山雅ＦＣ試合観戦ツアー」が開催さ

長）では９月１２日、昨年に引き続き部会員親

れ、Ｊスポーツプロジェクト関係者、行政担当

睦ボウリング大会をアサヒボウルで開催いたし

者、スポンサー企業の他、当所からは高木常務、

ました。

事務局職員の２名が参加しました。

今回も、さまざまな業界から申し込みがあり、

盛りあがりを見せた抽選会

松本山雅ＦＣは視察時点でＪ２の２位につける

７事業所３８名の方々に参加していただき、過

強豪であり、一試合平均の入場者数が常時

去最多の参加者数となりました。

１２０
，００人を超える人気クラブです。

料飲・観光部会（小山内康晴部会長）では、

ハイスコアを目指して力投した結果、今大会

試合前日には松本山雅ＦＣ幹部との意見交換

部会員の交流機会拡大を目的としたビアパーテ

の優勝者は㈱産交の八木橋正秀さんに決定いた

会・懇談会が催されました。Ｊリーグ入りには

しました。

競技レベルの向上とともに、クラブ・スポンサ

のうりょうえんかい

ィー『ＨＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会』を土手町コミュニ
ティパークにて９月７日に開催いたしました。

大会後は朝日会館１Ｆの三楽にて表彰式を兼
部会事業所による各種飲食ブース出店のほか、 ねた懇親会が開催されました。
部会員事業所からも多くの協賛をいただいたお
当部会の表彰は、くじ引きで参加者全員に賞

ー企業・行政・関係機関が一体となった機運醸

楽しみ抽選会やタヒチアンダンスショーなどで

品を差し上げており、参加された皆さんは非常

特産品をプレゼントし「松本市」のリピーター

満員となった会場は大いに盛り上がりました。

に満足されている様子でした。

になってもらうことで、クラブを通じたお金の





＜まちそだて課＞
業務改善・効率化に
是非ご活用ください！

＜総務財政課＞

「電子証明書」当所会員様向け割引購入のお知らせ

成が不可欠であること。地元商店街との連携に
より、アウェイサポーターの人達にドリンクや

かからない観光施策を行ってきたことなど、
２００９年の北信越リーグ優勝から６年でＪ１まで
上り詰めることができた要因を詳しく聞くこと

電子証明書とは、会社・法人の登記情報に基

うことで、行政機関窓口までの交通費が節約で

づき、会社代表者等に対して発行される証明書

き、待ち時間も短縮されることで業務コストの

観戦した試合は松本山雅ＦＣが京都サンガＦＣ

です。

削減になるだけでなく、行政機関窓口の対応時

を２−０で下し、観客の熱気・勝利の大合唱に参

間外でも申請が出来るメリットがあります。

加者は大いに驚嘆していました。今後この熱気

行政機関窓口に申請する場合は、添付書類と

ができました。

して印鑑証明書を提出しますが、電子申請を行

また電子証明書は証明期間中であれば何回で

う場合は印鑑証明書に相当するものとして電子

も複数の手続きにおいて使用することが可能

しをしてまいります。

証明書を提出します。

です。

日頃の鍛錬の成果を競う ～第63回五市四郡
珠算競技大会開催～

電子証明書を取得すると電子入札、国税・地

日本商工会議所では、企業による電子政府・

方税電子申告、電子納税、社会保険・労働保険

電子自治体への対応を支援しており、電子証明

関係手続き等の様々な電子行政サービスを利用

書の割引販売制度を実施しております。

することができます。
（自治体によって利用でき
るサービスが異なります）

をブランデュー弘前で再現すべく、当所も後押
＜まちそだて課＞

当所の会員であれば、会員割引価格により電
子証明書を購入することができます。

電子証明書を使い、オフィスで電子申請を行



＜まちそだて課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４６１件（特別会員含む）
事

業

所

名

㈲アップルペクチン研究所
丸嘉架設

代

表

成 田

者
愛

住

所

弘前市大町二丁目１０−８

営

業

内

容

りんご加工食品製造販売

笹 森 宏 一

弘前市独狐字松ヶ沢５３−７

鳶工事

オステリア エノテカ ダ・サスィーノ

笹 森 通 彰

弘前市本町５６−８
グレイス本町１０２

イタリアンレストラン

ｂｏｓｃａ ｈａｉｒ

舘 岡 拓 耶

弘前市土手町１８１−６

美容業

ＺＡＣＲＯ

工 藤 花 奈

弘前市大町三丁目１１−６
ミハルセンターＺＡＣＲＯ

バー

６８名の選手が集まりました
当所主催の『五市四郡珠算競技大会』が９月
２５日、当所２階大ホールにて開催されました。
本大会は今年で６３回を数え、青森県内で最も
歴史のある大会として継続しており、毎年、弘
前市内はもとより、黒石市、五所川原市、つが
る市、平川市とその近隣町村から多数の選手が
参加しています。
今年は総勢６８名が集まり、そろばん競技、
あんざん競技、読上暗算競技、読上算競技が行
われ、日頃の鍛錬の成果を競い合いました。最
近は単に計算能力の向上だけに限らず、脳を鍛
えるものとして珠算が再評価されてきていま
す。競技終了後はビンゴゲームなどのアトラク
ションも行われ、会場は子供たちの熱気で大い
に盛り上がりました。

＜総務財政課＞

第711号

平成２８年１０月１５日

弘前かいぎしょ TODAY
企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第３回：こんなにこわい消滅時効期間？！

時効を中断する必要があります。会社から請

Q．当社は小売業です。昨年売った商品の代金

求書を出すだけでは時効は中断しませんの

を未だ払ってくれない顧客がいますが、時効
で消滅しませんか。会社から請求書を送って

ヒント満載

経営講習会のご案内

「企業不祥事はなぜ起きたのか学びたい！」

代金は３年など、時効消滅の期間は様々で
すので、債権の種類毎の時効の管理が必要

「愛され続ける店になる１２の処方箋」
お店を取り巻く
環境は、かつてな
い速さで変化して
お り、
しかも複雑
さや不透明さを増
しています。お客
様から見てどんな
店が魅力的なのでしょう。
お店の現状を簡単に把握できるチェックリス
トをもとに、お店の魅力を高め、愛されて生き
残っていくための、１２の処方箋をお届けします。

－コーポレート・ガバナンス、コンプライアン
ス、内部統制システムの意義と限界－
講師

佐賀

卓雄氏

『江戸の街づくりに学ぶ中小企業経営』
－必読のベストセラー「家康、江戸を建てる」
に学ぶ「課題発見力」
「計画力」
「創造力」
－
講師

門井

慶喜氏

○受講料
無料
○主催：
（一社）
青森県中小企業診断協会
（一社）
青森県中小企業診断士協会
○共催：青森県、青森市、青森県商工会議所連
合会、青森県中小企業団体中央会、青
森県商工会連合会
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＞
大震災の影響や厳しい経営でお困りの経営者の皆さん！
「事業再生」に向けた取り組みをお手伝いします！
例えば・・・・
・大震災以降、売上げが伸びずに借入金の負担が大きい。
・過剰債務・過剰設備により財務内容が悪化している。
・事業の継続の見通しはあるが、事業見直し・金融機関調整が必要。
その他様々なケースのご相談に応じます。また、ご希望に添えない場合もあります。

窓口相談は無料です。秘密は厳守します。お気軽に相談を。
公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター（http://www.21aomori.or.jp/jigyou/）

青森県中小企業再生支援協議会（℡ ０１７−７２３−１０２１）
青森県産業復興相談センター（℡ ０１７−７５２−９２２５）

横山航平）

日本政策金融公庫と当所では合同融資相
談会を下記により開催いたします。事業資
金・教育ローン等全般の相談に応じており
ますので、この機会に是非ご活用ください。
●開催日 １０月１９日㈬、２０日㈭、２１日㈮
●時 間 １０：００～１５：００
●場 所 １９日㈬・２１日㈮は１階公庫
相談ブース
２０日㈭は当所２階２０２会議室
お問い合わせ先
日本政策金融公庫弘前支店０１７２−３６−６３０３
当所経営支援課
０１７２−３３−４１１１

＜経営支援課＞

また台風、豪雨による洪水や土砂崩れなど、自

前に策定する事業継続計画がＢＣＰです。

然災害がしばしば発生して、多くの犠牲者が出
る甚大な被害がありました。
重要業務に対する被害を最小限にとどめ、最低

『企業の不正行為は何故、なくならないのか』

弁護士

限の事業活動の継続、早期復旧を行うために事

そんなあなたに大変役立つ経営講習会です。
１４：００～
○場所：青森国際ホテル（青森市新町１−６−１８）
○講演テーマ

（横山航平法律事務所

「小さい会社の防災対策Ｑ＆Ａ」
近年、東日本大震災、熊本地震などの地震、

企業が災害等により大きな被害を受けた場合

ご参加をお待ちしております。

です。

経営に役立つハンドブック差し上げます

「江戸の街づくりに経営のヒントを得たい！」

○日時：平成２８年１１月４日㈮

民事債権は１０年、商事債権は５年、工事

いれば大丈夫と聞きましたが本当ですか。

リスクがありますので、訴訟提起などにより

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
方に無料相談会を開催しております。
●開 催 日 １０月１９日㈬・１１月１６日㈬
●時
間 １３：００〜１７：００
●場
所 当所５階相談コーナー
●相 談 員 桔梗行政書士事務所
行政書士 竹内知弘氏
●相談内容 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＞

で、注意して下さい。

A．小売商人の売買代金債権は２年で消滅して
しまいます。昨年の売掛であれば時効消滅の

お気軽に相談を！！
『なんでも相談会』
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会員の皆さまに活用していただきたく、上記
２冊を無料で差し上げております。先着順につ
き無くなりしだい配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＞

青森県信用保証協会主催

～ 創業に関するご相談は青森県信用保証協会へ！
！～

～ 創業フォローアップセミナーを開催します（参加無料）～

【創業資金調達のサポート】
制度名：サクセス（青森県未来を変える挑戦資金 青森県・
弘前市連携枠）
保証限度額：１０００万円 金利：１％
保証期間：運転１０年・設備１５年
保証料：不要
要件：弘前市内で創業される方及び創業後１年未満の方

開業したものの売上がいまいちぱっとしない…本セミナ
ーはそのようなお悩みを抱える経営者、創業５年未満の方
を対象に経営のヒントをわかりやすく無料で学べるセミナ
ーです。
【講師】
【テーマ】
㈱ＡＢＣオフィス
⑴ 思うように売れない理由
代表取締役 伊藤 朗
⑵ 販売促進策
（中小企業診断士）
⑶ 集客方法のヒント
【日時】
⑷ マーケティング戦略
平成２８年１１月９日㈬
⑸ 組織のマネジメント
１３：３０～１７：００
（開場１３：００） ⑹ 資金繰り
【場所】
⑺ 創業後５年未満の支援策
弘前市総合学習センター
「視聴覚室」

【創業計画作成のサポート】
当協会を利用（予定を含む）している創業予定の方を対象
に、財団２１あおもり産業総合支援センター所属の専門家に
よる個別相談会を開催しております。創業準備段階から事
業開始までに必要な事項について「伴走型」での創業にかか
る各種支援・アドバイス等のサポートを実施しております。
【創業後のサポート】
当協会を利用している創業後５年未満の中小企業者を対
象に、青森県中小企業診断士協会より、中小企業診断士を
派遣しております。各種経営課題の解決及び各種計画の策
定等のサポートを実施しております。

創業５年未満の経営者の方が対象ですが、一般の方の受
講も可能です。
事前予約制となっております。下記までお申込ください。
詳しくは、以下の窓口までお問い合わせください。
＜お問い合わせ先＞
＜お問い合わせ先＞
青森県信用保証協会 経営支援課
青森県信用保証協会 創業サポート窓口
（県共同ビル４Ｆ）
〒０３０−８５４１ 青森市新町２−４−１
〒０３０−８５４１ 青森市新町２−４−１
（県共同ビル５Ｆ）
℡０１７−７２３−１３５６ fax０１７−７２２−９８７０
℡０１７−７２３−１３５４

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
【金
利】年１．
９０％ 固定金利

※母子家庭、父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．
５０％
（平成２８年５月１０日現在）

【ご返済期間】１５年以内

（交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭または世帯年収（所得）２００万円（１２２万円）以内の方は１８年以内）

【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
【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）
【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、下記の教育ローンコールセンターまたは日本政策金融公庫弘前支店まで
お問い合わせください。
〔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
〔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
ＴＥＬ ０１７２－３６－６３０３
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平成２８年１０月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

青年部第１回臨時総会開催

９月８日、青年部平成
２８年度第１回臨時総会
が開催され、次期（平
成２９・３０年度）会長
に、㈱大伸管工業所
表取締役

代

奈良岡次期会長

～次期会長に奈良岡隆人氏選出～

奈良岡隆人氏

（現副会長）が選出さ
れ、採決の結果満場一致
で可決承認されました。

＜情報調査課＞

青年部主催

大学生と職業人の交流会「業コン３」開催！
９月２１日、弘前大
学内弘大カフェにて大
学生と職業人との交流
会「業コン」の第３回

！
迫力の３００人大合奏！

目が開催されました。

「圧巻‼津軽三味線３００人大合奏。響け、魂

キャンペーン」のイベントの１つとして盛り込

の音。
」をテーマに「Ｔｈｅ津軽三味線２０１６」が

んでおり、昨年とは異なる時期の開催で来場者

のイベントは、弘前で活躍する職業人との交流

９月２４日、弘前市民会館で開催されました。

数の減少が懸念されましたが、おかげさまで昼

を通して、将来をイメージするきっかけを提供

の部は完売、来場者数は昼の部夜の部あわせて

しており、当日は１０名の大学生にご参加いた

津軽三味線３００人の大合奏をメインに、民謡
や手踊りなども織り込みながら繰り広げられ、

青年部が主催するこ

本場ならではの迫力と感動を体験できる津軽三

約２０
，００人と、昨年を上回る結果となりました。 だきました。
来年の開催時期等につきましては、今回実施し
Ｅａｓｙ Ｌｉｖｉｎｇの葛西康人さん、ク

味線の魅力満載のステージとなりました。初の

たアンケートをもとに協議していく予定です。

リエイティブアート１０１デザインズの花田カ

試みとして披露された、津軽三味線とブラスバ

当日ご来場いただきました皆様には感謝申し

ズオさん、㈲二唐刃物鍛造所の吉澤剛さんとい

ンドがコラボした「じょんがらラッパ」は、会

上げますとともに、無事終了いたしましたこと

った職業人の方々のお話に大学生の皆さんは聞

場を大いに沸かせていました。

をご報告申し上げます。

き入り、多くの質問をする熱心な姿が見られま

今回は、
「青森県・函館ディスティネーション



＜情報調査課＞

した。
次の開催が決まりましたら、青年部ホームペ
ージにてご案内いたします。 ＜情報調査課＞

カルチュアロードに出展しました！
９月１８日、土手
町通りで毎年恒例の
カルチュアロードが
開催されました。女
性会では日用品や衣

引き続き連携を誓う永澤会頭（左）と
函館松本会頭（右）

相互の活動報告をした両会議所の
女性会と青年部

９月２３日、函館商工会議所（会頭松本榮一） 対し函館松本会頭は、
『弘前商工会議所とは非常
の役員一行２０名が当所を訪れ「弘前商工会議

にいい形で連携できている。何より実績が出て

所・函館商工会議所連携事業懇談会」を開催し、 いる。北海道新幹線は開業したが、両会議所の
当所からは、正副会頭、女性会、青年部の正副 連携は、両地域の発展に必要なものであり、さ
会長等が参加しました。永澤会頭は挨拶の中で

らに発展させていきたい。
』と挨拶しました。

類をはじめ、茹でたての嶽きみや、ジャム、山
菜などの食料品を販売いたしました。
当日は天候にも恵まれ、たくさんのお客さ
まにお立ち寄りいただき、２００本の嶽きみも
早々に完売しました。

＜経営支援課＞

チャリティーダンスパーティーチケット好評発売中です！
『弘前商工会議所女性会２０１６チャリティー

『５年前、この場所で松本会頭と連携を誓い、

その後、これまで実施してきた連携事業やそ

固い握手を交わした。以来、ヒト・モノ・カネ

の成果について事務局から説明があったほか、

の新たな流れを作り出し、産業振興のけん引役

今後の連携を見据え、両会議所女性会、青年部

今年はみちのくダンススタジオの工藤先生に

として多くの事業を実施してきた。特に「はこ

の正副会長から、それぞれの活動紹介を行いま

デモンストレーションを披露していただきます。

だてクリスマスファンタジーひろさきナイト」

した。

ダンスパーティー』を開催いたします。

また、ダンスタイムでは弘前大学競技ダンス
部の方々と一緒に踊ることもできます。

でのシティセールスや観光商品の造成、両市コ

一行は、翌２４日、ＪＡつがる弘前の河東地

ミュニティＦＭや新聞社による情報の相互提

区りんご施設（選果場）の見学、弘前市りんご

女性会会員一同おもてなしの精神でお出迎え

供、これらの気運から実現したＪＲ北海道の

公園で開催された「りんご大収穫祭」への参加

させていただきますので、多数のご参加をお待

「特急白鳥

後に「Ｔｈｅ津軽三味線」を鑑賞、秋の弘前を

ちしております。

や各種団体と一体的に取組み、所期の目的を果

堪能していただきました。

○開催日

たすことができた。
』と振り返りました。これに



弘前・函館直通列車」など、行政

平成２８年１１月２１日㈪
開場１８：００

＜総務財政課＞
○会

場

開演１８：３０

ホテルニューキャッスル

麗峰の間

○デモンストレーション
「みちのくダンススタジオ」
工藤剛先生・工藤万里子先生
○チケット代

３，
５００円

女性会会員事業所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＞

