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大小８０台・夏を賑わす！ 弘前ねぷたまつり、盛大に開幕！

勇壮の武者絵の数々が津軽の夏を彩る

主催者を代表して挨拶する清藤会頭

壮観！津軽情っ張り大太鼓

大小８０台のねぷたが出陣

津軽地方の夏の風物詩、弘前ねぷたまつりが

り囃子が連日沿道の観衆を魅了しました。

８月１日に開幕しました。夜空を焦がす勇壮で

また、７月３０日にはねぷた本番に先駆けて、

幻想的な武者絵とともに「ヤーヤドー！」の掛

市内の園児らによる「ちびっ子ねぷたのお通り

け声が弘前の中心街に響き渡り、多くの観衆を

だい」が開催され、晴天のなか元気いっぱいの

熱狂の渦に巻き込みました。

声が響き渡りました。

今年は大小８０団体が出陣し、太鼓や笛の祭



＜地域振興課＞

元気いっぱい、ちびっ子ねぷたの様子
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Ｔｈｅ津軽三味線２０１７のチケットが、引き続
き好評販売中です。チケットは当所の他、市内

㈱ユアテック弘前営業所
所長

プレイガイドの他、ＪＲ東日本びゅうプラザ、ホ
ームページからもお求めいただけます。なくな

立花

り次第終了となりますのでお早めにお買い求め

克也

ください。
開催日：平成２９年９月９日㈯
時

間：昼の部：開演１４：００～

当所主催イベントへのご協賛ありがとうございます

夜の部：開演１７：３０～

当所実施の「ファッション甲子園２０１７」
、
「ひ
ろさきりんごハロウィン２０１７」
、
「２０１７津軽の
食と産業まつり」にご協賛いただいた方、なら
入場料：Ｓ席３，
０００円（税込）※全席指定
お問い合わせください。
Ａ席２，
０００円（税込）※全席指定
イベントの詳細は、Ｔｈｅ津軽三味線専用のホ びに事業所の皆様、ご協力ありがとうございま
※ＪＲびゅうプラザ、ホームページ、電話での ームページに掲載しておりますので、
『Ｔｈｅ津軽 した。
チケットのお買い求めは、座席指定ができ 三味線２０１７』で検索いただくか、当所ホームペ 【協賛企業・個人協賛のご氏名】
（順不同・敬称略）
ません。
ージのＴｈｅ津軽三味線２０１７のリンクバナーを
㈱エスケイケイ総合研究所、㈱三喜屋、青森
※当所での販売は昼の部のＳ席が完売、Ａ席 クリックしてください。
三菱電機機器販売㈱弘前支店、藤村機器㈱、
が残りわずかとなっております。夜の部は ［お問い合わせ］
まだ余裕がありますのでお早めに。昼の部
Ｔｈｅ津軽三味線実行委員会事務局 富士建設㈱、㈱産交、㈱さくら野百貨店弘前
（一財）
愛成会、六花酒造㈱、
につきましては調整がつき次第、再販売す
＜経営支援課＞ 店、㈱弘前天賞堂、
㈱アルク、㈲弘前こぎん研究所、㈱小林紙工、
～フェリシモ流！
「 売れる」商品の作り方 ～
産業振興委員会主催
油川社会保険労務士事務所、和電工業㈱、青森
商品開発ワンポイントセミナー開催報告
放送㈱弘前支社、㈱佐藤長、青森朝日放送㈱弘
このたび産業振興委員会では「商品開発ワン
前支社、㈲小野印刷所、テフコ青森㈱、㈱弘前
ポイントセミナー」を開催し、弘前市内及び近
ドライクリーニング工場、㈱青森テレビ弘前支
隣町村の約３０事業所から５０名の参加がありま
社、弘前市旅館ホテル組合、弘前建設業協会、
した。
㈱ひろさき元気会計、㈱堀江組、税理士法人ラ
大手通販会社フェリシモ（本社神戸市）東北事
イズファーム、㈱大伸管工業所、㈱第一ビル管
務所の児島永作所長が講師となり、
「はみ出す
理センター、㈲工由工務店、
（公社）
弘前市物産
発想力」などヒット商品を生み出すコツを事業
協会、フジプラント㈱、つがる弘前農業協同組
者に伝授しました。フェリシモのヒット商品を
合、㈱ラグノオささき、㈱介護サポート、弘南
例に挙げ、
「何を作りたいかではなく、誰に対し
バス㈱、弘和建設㈱、㈲二唐刃物鍛造所、㈲東
て何をしてあげたいかという思いが商品企画の
北クリーン、㈱アート不動産、東北電力㈱弘前
ベースになった」という解説には、多くの受講 通じて、全国に流通できる新商品の企画開発を
営業所、㈱ユニバース堅田店、弘前りんご商業
者が興味を惹かれていました。
行います。
（※７/２６書類選考を経て本年度のア
協同組合、㈱角弘弘前支店、㈱木村、弘前東栄
当委員会では、弘前のあらゆる地域資源を磨 カデミー受講者を決定しました。
)
ホテル、㈱スコーレ、東和電材㈱、弘前中央食
き上げ、国内外に発信する機能を有した支援機
なお、開発された商品はフェリシモ他、楽天
品協同組合、㈲三浦造園、東北電業㈱、㈱南建
関「弘前ブランドセンター」の構築に向け、フ や仙台三越など全国に販路を持つ大手企業が審
設、ニッカウヰスキー㈱弘前工場、弘前パーク
ェリシモ東北事務所と連携し、全８回にわたる 査員を務める「スター商品誕生オーディション」
ホテル、
（一社）
弘前市医師会、スマイルホテル
「商品企画アカデミー」を開催します。
に出品され、大きな販路開拓にチャレンジしま 弘前・みちのくホテル㈱、セントラル技研㈱、
児島所長他、電通ＯＢの四元正弘氏が講師を す。弘前からスター商品が誕生する瞬間に是非 ㈱永澤興業、㈱マルノ建築設計、弘前地区電気
務め、フェリシモが培ってきた商品企画ノウハ ご期待ください！
工事業協同組合、㈱津軽衛生公社、㈱陸奥新報
ウをカリキュラム化した「超実践型」の講義を 
＜産業振興課＞ 社、東奥信用金庫、㈱みちのく銀行、吉川建設
ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４３５件（特別会員含む） ㈱、㈱日産サティオ弘前、㈱鳴海紙店、フラワ
ー観光㈱、イオンリテール㈱ダブルフォーカス、
事
業
所
名
代 表 者
住
所
営 業 内 容
㈲三照堂、㈱津軽カントリークラブ、㈱カルチ
小山内電設
小山内一郎 弘前市下湯口扇田１３８
電気工事業
ャー、㈱大高住設、㈱シバタ医理科、くどうか
んばん、㈱エクラン一級建築士事務所、㈱セン
ひつじ家
蝦 名 勝 彦 弘前市小比内５丁目４−２０
飲食店
チュリーエール、㈱山武、㈱弘前燃料、大衆食
蘭々
藤ヶ谷瑠衣 弘前市鍛冶町３９−１ 明治屋会館１Ｆ 飲食店
堂三日月、㈱弘前丸魚、弘南観光開発㈱、アッ
ミウラワークス
三 浦 柾 仁 弘前市中崎野脇１７８
内装工事業
プルウェーブ㈱、宗教法人専徳寺、司法書士法
人あおば登記・法務事務所、㈱朝日会館、社会
特別会員
福祉法人つがる三和会、㈱弘前公益社、弘前ガ
事
業
所
名
代 表 者
住
所
営 業 内 容
ス㈱、前田酒類食品販売㈱、㈱角長、㈱栄研
㈱白峰
白 取 浩 史 南津軽郡大鰐町長峰山辺９２−４
有料老人ホーム

※７／２４現在
場

所：弘前市民会館大ホール

出

演：ＮＰＯ法人津軽三味線全国協議会他

る場合がございますが、詳しくは当事務局まで

講師の児島所長
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お気軽に相談を！
！
『なんでも相談会』
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 ８月１６日㈬・９月２０日㈬
●時
間 １３：００〜１７：００
●場
所 弘前商工会議所会館５階
●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が、当日都合の悪い方で
相談がある方も調整が可能の場合もあります
ので、経営支援課までお問い合わせください。

＜経営支援課＞

１

２

経理事務
基礎科
４ヶ月

経理事務
基礎科
４ヶ月

住所

免許・資格・
希望月収（万）
職歴・経験等
希望勤務地
専門知識・技術等

弘前市 ワード３級

普通自動車免許
ホームヘルパー２級
弘前市 介護福祉士
ワード３級
エクセル３級

普通自動車免許
オフィス事務
医療事務
弘前市 医療コンピュータ
３
秘書科
４ヶ月
秘書検定２級
日商簿記３級

経理事務
１０

２０年３ヶ月 弘前市

１０
介護職 １年７ヶ月
（パート）
介護職 １年
介護職 １年６ヶ月 弘前市内

日商所報

（横山航平法律事務所

弁護士

横山航平）

地域の産品を大都市圏の市場で売るためには

うことではなく、お客さんに価値を説明して納

何が必要でしょうか。そのヒントとなる面白い

得してもらえるかどうかが重要です。そのため

お店が東京・神楽坂にあります。昨年秋に開店

には、売り手が商品の良さを納得していること

した「土佐の酒とうまいもの 神楽坂 ぼっちり

が大切だそうです。

や」は１０坪ほどの小さい店舗で、高知県産の地

地方発の産品をつくる際には、その加工やパ

酒や加工食品などを扱っています。ちょっと見

ッケージデザインにおいて「余計なことをしな

ると自治体や商工会議所などが運営するアンテ

い」という考え方が大切だといいます。素材の

ナショップのようですが、アンテナショップが

良さや珍しさが特徴ならそれをお客さんがスト

あれこれ「見せる・並べる」ことを主眼として

レートに感じられるような味付けや加工をすべ

いるのに対して、こちらは「売る」ための店だ

きで、おいしくなるからといって味を付け過ぎ

というのがよく分かります。

ることや、保存性を高めるために添加物を多用

オーナーの石元握美さんは、高知の商業高校
を出て、東京でお酒の販売・卸売業の有名な会

することは、お客さんのニーズに反するという
のです。

社に就職後、高知県が運営する銀座のアンテナ

お客さんには、地域食材が素材として持って

ショップなどを経て独立しました。神楽坂のお

いる味をまず楽しんだ上で、それを普段食べて

店は、彼女にとって東京で２店舗目の高知の物

いる料理に足すなど応用し、それぞれの暮らし

産を扱う店です。

に持続的に取り込んでもらうことが理想です。

生鮮野菜を扱って普段使いの需要を取り込む

そうすることで、お客さんがリピーターに育つ

ことは東京のどのアンテナショップでもやって

可能性があるからです。味を付け過ぎたりパッ

いますが、ぼっちりやではそれに加え、高知の

ケージに凝り過ぎたりすると、お客さんの利用

食材を使った和食や中華風のお総菜も販売して

シーンを狭めてしまうことにつながりますし、

います。これが店頭での「角打ち」（販売した

また、素材が持つ味以外を付加すると、他の産

酒や缶詰などを店頭で飲食すること）のつまみ

地でも似たような商品をつくることができてし

にもなっています。オーナーが女性であること

まいます。

から、女性の１人客が野菜や果物を買い、つい
でにちょっと一杯お酒を飲みながら総菜のつく
り方を聞いて帰るといった光景が珍しくありま

はじめての
介護と
弘前市 普通自動車免許
パソコン科
４ヶ月

２０
スーパー店員
弘前市

２６年１０ヶ月 または
県外

ころ、いくつかのヒントがありました。まずア

普通自動車免許
ガーデニング
大型自動車免許一種
５ （園芸）科 平川市 大型特殊自動車一種
６ヶ月
小型車両系建設機械運
転資格

２５
新聞印刷及び新聞
発送業務 ３７年 弘前市
平川市
電話工事

１年４ヶ月 近郊

普通自動車免許
パソコン事務
簿記２級
弘前市 所得税法３級
基礎科
６
４ヶ月
ペン字２級
中型二輪免許

総務事務員
１２

１５年９ヶ月
弘前市
サービス １３年

普通自動車免許（ＡＴ
パソコン簿記
限定）
弘前市 珠算初段
７
速習科
３ヶ月
数学検定３級
英検準２級

他方、相続人間で争いがあるような場合、
すなわち当事者間で協議しても解決しない場
合、遺産分割の調停を申立てして裁判所で話
し合う方法があります。調停で解決しない場
合、遺産分割の審判を申立てして裁判所の判
断を仰ぐ方法があります。
いずれの方法で分割するにしても、安易に
妥協したりわからないものに署名・押印する
ことはせず、弁護士・司法書士等の専門家に
相談の上、十分に理解・納得した上で判断し
て下さい。

トレンド通信 「『余計なことをしない』の大切さ」

１２
医療事務４年４ヶ月
弘前、
医療事務４年
黒石市

４

せん。
石元さんに地域産品の売れるこつを聞いたと
ンテナショップと違うのは「売れるものしか置
かないこと」だそうです。ここでいう売れるも
のとは、単に人気があるとか知名度があるとい

日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所
上席研究員 渡辺 和博
日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所上席研
究員。１９８６年、筑波大学大学院理工学修士課
程修了。同年、日本経済新聞社入社。日経パソ
コン、日経ビジネス、日経トレンディなどＩＴ分
野、経営分野、コンシューマ分野の専門誌編集部
を経て現職。全国各地の商工会議所などで地域振
興や特産品開発のための講演・コンサルを実施。
消費者起点のものづくりをテーマに地域発のヒッ
ト商品育成を支援している。

２，
０００万円

１．
１１％（８月１日現在）
１３
弘前市内

普通自動車免許
ヘルパー２級
製造
１ヶ月
パソコン簿記
書道師範 水難救助員 りんご選果袋詰め
１３
平川市 陸上特殊無線技士
８
速習科

１ヶ月 中弘南
ワード３級
３ヶ月
営業
１ヶ月
MOSエクセル３級
日商簿記３級
※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。

3

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第１２回：相続のキホンその６（最終回）
先日、当社の経営者が亡くなりました。妻
と２人の子がいますが、うち１人は先に死亡
しておりその子（孫）が２人います。誰がど
のような相続を受けるのか、教えてください。
※第７回～第１１回と同内容です。
Ａ 今回は、具体的な遺産の分割方法について
説明します。
遺産分割について相続人間で争いが無い場
合には、法定相続分や遺言の内容とは異なる
遺産分割をすることが可能です。その際、で
きる限り遺産分割協議書を作成し、後でトラ
ブルとならないようにするべきです。
Q

受講訓練
受講期間

平成２９年８月１５日

4
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ファッション甲子園２０１７開催迫る！！
８月２０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。
今年は全国３，
００９点のデザイン画から、一次

また、会場に１８mのランウェイと３００インチ
大画面を設置して、よりファッションショーら
みに！

３５チーム）が公開ファッションショー形式の最

【入場券販売所】

紹介まですべて高校生が務めます。

入場券（税込５００円・全席自由）は下記販売
所において好評発売中です。

優勝校には副賞として「パリ招待」と今年か

＜弘前市＞弘前商工会議所・まちなか情報セン

ら新たに「商品開発へのコラボレーション」
（イ
オンリテール㈱Doublefocus）が、準優勝校へ

ター・さくら野百貨店弘前店・弘前市立観光

は「デザインシステムNEW APEX3一式（㈱島
精機製作所）が提供されます。準優勝・第３位

ア店・弘南鉄道弘前駅/中央弘前駅・弘前市民

校には「東京ファッション・ウィーク招待」が

＜青森市＞成田本店しんまち店・サンロード

提供されます。

青森

弘前市からは、弘前実業高校（２チーム）
、柴
田女子高校（１チーム）が出場します。

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＞

しい会場づくりとなっておりますのでお楽し

書類審査に通過した３５点（２４都道府県３３校
終審査に臨み、衣装の制作からモデル、作品の

８／２０（日）

館・中三弘前店・ヒロロ・弘前大学生協シェリ
会館

百石町夜店まつりファッションショーの様子
７月２１日、今年で１３回目となる百石町夜店

＜五所川原市＞ＥＬＭ（エルム）

まつり路上ファッションショーを開催しました。

＜八戸市＞ラピア

学校法人白銀学園専門学校サンモードスクール

その他、観客賞の特別投票者を一般公募して、 ※なくなり次第終了させていただきますので、
「プレミアムシート」にご招待します。
お早めにお買い求めください。

オブデザインの学生がモデルをつとめ、自ら手
掛けた３３作品の衣装を披露しました。
沿道に詰めかけた観客からは、拍手や歓声が

アトラクションは、デザイナー真木喜久子氏
による「GARDÉ COLLECTIVE」の２０１７−１８年

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＞

あがり、衣装を撮影する姿も多く見られました。

秋冬ファッションショーを行い、その他、会場

最終審査会出場校のデザイン画３５点を公開し

【お問い合わせ先】

内では新たにインスタグラムコーナーや昨年度

ます。

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

上位入賞作品や過去の優勝作品の写真などの展

展示期間：８月２０日㈰まで

ホームページ：http://www.f-koshien.com/

示も行いますので、ぜひ足をお運びください。

展示場所：弘前市まちなか情報センター・さく



坐禅会で清々しい朝を過ごす

料飲・観光部会主催

〜医療福祉・専門サービス部会〜

『第２回ＨＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会』今年も開催決定！
！

７月２４日の早朝、
医療福祉・専門サー
ビス部会（阿保鉄幸
部会長）では、毎年
の恒例行事である坐
禅会を、西茂森町の
盛雲院にて開催しま
した。
はじめに、三浦住職から手や足のくみ方などのレ
クチャーを受け、その後坐禅堂に場所を移して、曹
洞宗様式の坐禅を約３０分間行いました。
当日は１７名の参加があり、終了後には皆でお粥
の朝食をいただきました。心地よい緊張感の中、日
頃たまった心の垢を落とし、身も心も洗われた清々
しい朝となりました。
＜総務財政課＞

このたび料飲・観光
部会（福士圭介部会長）
では、昨年に引続き当
所会員同士の「ご縁」
と「交流」を目的とし
たビアパーティー『第
２回ＨＩＲＯＳＡＫＩ
のうりょうえんかい
納涼縁会』を９月６日
㈬に開催いたします。
当部会員による各種
飲食ブース出店のほか、
超豪華景品が当たる抽
選会などお楽しみ企画も満載です。本紙折込みに
てチケット及びお席のご予約ついての案内をして
おりますのでご確認ください。従業員やご家族、
ご友人と一緒にぜひお越しください。

金融・不動産部会

講演会開催のご案内

当所金融・不動産部会（石川啓太郎部会長）では
下記のとおり講演会を開催いたします。会員の皆さ
ま是非ご参加ください。
日 時：平成２９年８月２３日㈬
１６：００～
場 所：弘前商工会議所会館２階大ホール
講 師：東北財務局青森財務事務所
所長 安田充里（やすたみつむら）氏
テーマ：
「日本の財政の現状等（仮題）
」
※参加を希望される方は当所経営支援課までご連絡
ください。
＜経営支援課＞

ブナコ㈱西目屋工場・
津軽ダム視察研修会・異業種交流会のご案内
工業部会

当所工業部会（川瀬郁朗部会長）では、今年の４
月に操業を開始したブナコ㈱西目屋工場や津軽ダム
の視察及び異業種交流会を下記のとおり開催いたし
ます。工業部会員以外の皆様もぜひご参加ください。
開 催 日 ９月２５日 ㈪
集合時間 １１：００（予定）
場
所 弘前商工会議所会館１階ロビー
視察研修 会議所よりバスにて移動→ブナコ㈱西目屋
工場にて施設の説明及び施設内見学・昼食
→津軽ダム等視察・水上バス試乗→会議所
到着後会場を移し、異業種交流会（懇親会）
参 加 費 １人５，
０００円（昼食・懇親会費含む）
申込締切 ９月８日㈮
申
込 お電話にてお申込みください。
（担当：経営支援課 髙木・野呂）
※行程は予告せず変更になる場合がございます。

＜経営支援課＞

■開 催 日
■時
間
■場
所

平成２９年９月６日㈬
１８：００〜２１：００
（時間内出入り自由）
土手町コミュニティパーク多目的ホ
ール、及びポム広場（中庭）
■チケット ３，
０００円（５００円×６枚、抽選券１枚）
弘前商工会議所５階事務局にて好評発売中！
！
≪お席の予約について≫
チケット１０枚以上の購入で席の予約が可能とな
ります。予約希望の方は本紙折込みの申込み用
紙にご記入の上、事務局までご返信ください。
※当日のお支払いはすべてチケット制となります
ので、事前にチケットをお求めください。
お問い合わせ 料飲・観光部会担当
＜地域振興課＞

＜産業振興課＞

！

会議所共済加入者のための 映画鑑賞会実施

「スパイダーマン」
「アメイジング・ス
パイダーマン」に続
く待望の新シリーズ
始動！今度の主役は
１５歳！圧倒的スケ
ールとドラマが展
開する、最高のヒ
ーローアクション超
大作！
毎年恒例となった、
弘前商工会議所共済制度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。
●上映日時

平成２９年９月７日㈭１９：００～

●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）
●上映作品 『スパイダーマン ホームカミング』
現在、弘前商工会議所共済制度にご加入され
ている方は、担当推進員までお問い合わせくだ
さい。
なお、今回、加入者以外で１０名の方に限り
ご招待いたします。ご希望の方は、官製ハガキ
に事業所名・所在地・氏名・電話番号・希望枚
数（１事業所２枚まで）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）

