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（購読料は会費の中に含まれています。）

德川氏による記念講演
て、創業５０年以上の会員事業所表彰が行われ、

ホテルニューキャッスルで開催されました。当

３４０会員事業所を代表して、六花酒造株式会社

日は来賓・会員ら約２５０名の出席のもと創立

北村裕志代表取締役に表彰状が授与されました。

１１０周年を祝いました。

引き続き、来賓の三村申吾青森県知事、葛西憲

記念祝賀会では、国歌斉唱並びに物故者への

之弘前市長より祝辞をいただいたあと、鏡開き

黙祷を捧げた後、清藤会頭が式辞に立ち、
「明治

が行われ、青森県商工会議所連合会の若井敬一

４０年１２月２７日の創立以来、弘前出身の実業家

郎会長の発声で乾杯いたしました。

であり、初期の日本商工会議所に関係した藤田

また、記念祝賀会に先立ち、同日午後３時か

謙一氏を輩出した弘前商工会議所が、このたび

ら創立１１０周年記念講演会をホテルニューキャ

創立１１０周年を迎えることができたことは誠に

ッスルで開催し、２５０名を超える会員並びに一

意義深く、その伝統の重さを思うとき万感胸に

般市民の皆様に聴講いただきました。このたび

迫る思いであり、多くの先人の方々の功績に深

の記念講演会は、公益財団法人德川記念財団理

く敬意と感謝を申し上げる次第である。創立

事長、德川宗家１８代当主の德川恒孝氏を講師

１１０周年を契機として、今こそ弘前商工会議所

にお招きして、「江戸時代に学ぶ現代企業経営

は、先人の掲げた理想を受け継ぎながら、地域

術」と題して講演をいただきました。

総合経済団体として、委員会活動をはじめ各業
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１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

挨拶する清藤会頭
当所創立１１０周年記念式典が１１月２１日に

NO. 725

鏡開きの様子

なお、このたび特別功労者表彰を受けられた

種別の部会活動、未来に希望を繋ぐ青年部活動、 方々は次のとおりです。
女性ならではのきめ細かいセンスを活かした女 ＜共済事業への貢献＞アクサ生命保険株式会社
性会の活動など、全会員の団結のもと役員、議

＜長年にわたる会議所事業への貢献＞名誉会

員、職員一体となって地域経済の振興発展のた

頭：新戸部満男、永澤弘夫、名誉副会頭：工藤

め邁進する覚悟である」と述べました。

順巳、菊池清二、野澤武、名誉議員：小野勇

続いて、特別功労者表彰として、代表でアク

三、竹内規夫、増田忠三、大藪寿雄、板垣重信、

サ生命保険株式会社と新戸部満男名誉会頭に、

須藤惇、葛西勝彦、秋元年勝、石澤誠一郎、清

同じく永年勤続役員・議員表彰として、代表で

野武、加藤順治、西谷洌、鎌田興治、中村元

鍛恒雄議員に表彰状が授与されました。あわせ

彦、前田清敏、山形泰啓、工藤武重（敬称略）

青森県商工会議所連合会若井会長の乾杯

！ （記事３面）
女性会は創立３０周年！
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弘前観桜会１００周年
事業実行委員会（会長：
清藤会頭）では、来年で
１００周年を迎える弘前
さくらまつりを記念して、
オリジナルピンバッジを
製作しました。
桜と岩木山がデザイン

部 会 事 業 の 開 催 報 告
胸元におひとつ
いかがでしょうか

弘 前 観 桜 会１００周 年 記 念
オリジナルピンバッジ発売

医療福祉・専門サービス部会

ボウリングで交流を深める

医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会
長）では１１月６日、昨年に引き続き部会員親
睦ボウリング大会をアサヒボウルで開催いたし
ました。
今回もさまざまな業界から申込みがあり、６
事業所３２名の老若男女幅広い年代の方々が集
まり、にぎわいを見せました。プレー中はあち

された弘前観桜会１００
周年公式ロゴマークをかたどったものと、公式

こちで歓声が沸き起こり、ハイタッチする人や

大会後は表彰式を兼ねた懇親会が開催されま

ガッツポーズをする人、うなだれる人など非常

した。当部会の表彰は、くじ引きで参加者全員

ロゴマークと弘前観桜会１００周年バージョン

に盛り上がりました。ハイスコアを目指して力

に賞品を差し上げており、参加された皆さんは

のたか丸くんのイラストが入った２種類のピン

投した結果、（一財）青森県予防医学協会の佐

非常に満足されている様子でした。

バッジを各５００円（税込）で販売しています。

藤祐美さんが優勝となりました。



当所事務局のほか、弘前市立観光館、まちな

建設部会

ジャパンホームショー視察研修会

か情報センター、りんご公園などで販売してい

ご当地ナンバー「弘前」導入へ

建設部会（吉川

ます。観桜会１００周年を共に迎える記念として、

＜総務財政課＞

運輸・交通部会

１１月１３日、運輸・交通部会（工藤清部会長）

胸元にひとついかがでしょうか。

功一部会長）では、

役員会が開催され、自動車の「弘前ナンバー」



１１月１５日～１７

導入に向けて、市の都市政策課から説明をいた

日に東京ビックサ

だきました。

＜地域振興課＞
～弘前・下関両市のさらなる交流推進に向けて～

弘前商工会議所議員視察 in 下関

イトで開催された

過去数年間、部会から弘前市に対して「弘前

「第３９回ジャパ

ナンバー」導入について要望しておりましたが、

ンホームショー」

国の募集と要件緩和がないと実現が難しいとい

の視察研修会を実

うことで、近年は要望を見送っておりました。

施し、部会員７名が出席しました。

しかし、今回規制緩和があり、西目屋村と連

本展示会は、建設業に関連する企業が一堂に
会して実施され、今年は国内外から約５２０社

開会式で挨拶する清藤会頭
１１月２２日～２４日の３日間、当所では１１０周
年記念事業として「弘前商工会議所議員視察ｉｎ
下関」を実施し、清藤会頭はじめ１０名が参加

携して登録自動車数などの条件をクリアし、実
現に向けて動き出しました。

が出展し、３日間で４万人以上を集客する国内

会議では導入の概要や今後のスケジュールに

最大級の建設関連の展示会です。参加者は、そ

ついてご説明いただき、市の担当者から「弘前

れぞれ興味のあるブースで熱心に情報収集や商

ナンバーを実現するには、市民の気運醸成が不

談をしていました。

可欠。業界団体である部会の皆様から盛り上げ



＜経営支援課＞

建設部会

した。

防災対策研修会

しました。下関商工会議所と当所は平成２３年

ていただけるとありがたい」との言葉がありま
いくつか質疑があった後、部会長は「当部会

の全国商工会議所観光振興大会ｉｎ青森を契機

建設部会（吉川

だけでなく、会議所全体で後押しできるように

として交流を開始し、津軽の食と産業まつりで

功一部会長）では、

していきたい。県内初の図柄入りナンバーにな

の下関物産販売など各種事業で連携を深めてい

１１ 月 ２８ 日 、 青

る可能性もあり、非常に楽しみ」と話しました。

ます。２２日に開催された歓迎夕食会では、下関

森地方気象台火山



商工会議所川上会頭はじめ１２名の役員・議員

防災官の佐々木幸

の皆様に大歓迎を受けました。旬を迎えた下関

夫氏を講師に迎え

ふぐを食し、懇談は大いに盛り上がりました。

「火山防災と岩木

翌２３日には第３５回下関さかな祭開会式及び

山の火山活動状

リトル釜山フェスタで、清藤会頭が当市の紹介

「はるか夢球場」に関して意見交換
１１月２９日、

運輸・交通部会
（工藤清部会長）

況」と題し研修会を開催しました。

と来年の観桜会１００周年のＰＲを行いました。

＜総務財政課＞

運輸・交通部会

活火山である岩木山のふもとで生活するうえ

では、弘前市文

振る舞いとして用意したカットりんご３００個が

で、火山の定義や活火山の分布、噴火の仕組み

化スポーツ振興

５分足らずで完売するなど盛況を博しました。

や影響を知り、気象庁が発表する火山情報や火

課の工藤係長を

両者の今後益々の交流推進と、弘前・下関を

山防災の心得について知識を深めました。当日

お招きし「はる

含む６商工会議所地域連携事業の取組み強化を

は建設部会員、一般３０名が出席しました。

か夢球場の現状

確認した実り多い視察でした。＜産業振興課＞



と今後の活用についての意見交換会」を開催し、

＜経営支援課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４３７件（特別会員含む）
事
ＲＥＢＥＬ

業

所

名

代

表

田 村

者
訓

住
弘前市本町１０７

所

営

業

内

容

風船の販売、装飾、演出等

部会員他８名の参加がありました。
はじめに、６月に開催されたプロ野球一軍戦
誘致に至るまでの準備状況、当日の様子や運営
について説明があり、その後、球場の活用例と
して結婚式の前撮り、ライブやヨガ教室などに
も使われているとの話がありました。
その後の意見交換会では、イベント時に限ら
ず、常時トイレが不足している状態ではないか、
との意見や、今後の活用について、冬期間はス
ノーボードの大会を開催してはどうか、など
様々な意見が出され、活発な意見交換会となり
ました。

＜総務財政課＞
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企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第１６回：自己破産手続きについて（その１）
Q 取引先が破綻し、代理人弁護士から自己破
産申立をする旨の通知がきました。同社に対
して未回収の売掛金がありますが、どうすれ
ばいいでしょうか。
Ａ 法人（会社）が債務超過や支払不能により
業務継続が不可能となった場合、その法人が
清算する手続きを自ら裁判所に申し立てする
ことを、自己破産手続きといいます。破産す
る法人自身が申立を行うのが通常ですが、債
権者などの第三者が申立をすることも稀にあ
ります。
自己破産の申立が受理されると、裁判所が

破産手続きの開始決定をし、破産管財人が任
命されます。破産管財人が破産会社の残余財
産を確保・回収・売却したり、配当を実施す
る等の清算業務を行います。
貴社は破産会社に対して債権を有している
とのことですので、まずは申立代理人からの
通知を元に、貴社が有する債権の届け出をし
ます。書き方がわからないような場合、申立
代理人か貴社顧問弁護士に聞いてみるのもい
いでしょう。
次回は、破産する会社の法的地位や、関係
者との法的関係などについて説明します。
（横山航平法律事務所 弁護士 横山航平）

お気軽に相談を！！
『なんでも相談会』

ホームページで補助金・助成金等の
最新情報をご覧になれます。

よろず支援拠点は、国が全国各地に設置した
経営相談所です。
創業したい！売上を伸ばしたい！新商品を開
発したい！
経営のお悩み、あなたは誰に相談しますか？
青森県よろず支援拠点では、８つの分野のプロ
フェッショナルが無料でご相談に応じます。

3

ＨＰに「国、県等の補助金・助成金・融資情

日常、業務を行う中で、許認可の必要性や

報、イベント・セミナー・研修情報」のバナー

その他、商取引でわからないこと、お困りの

を開設しています。これは「青森県リレバン推

まずは、お電話を！
！

方に無料相談会を開催しております。

進情報メールマガジン」を基に、みなさまの経

（公社）２１あおもり産業総合支援センター

●開 催 日

営に役立つ最新の情報を提供するものです。

ＴＥＬ０１７−７２１−３７８７

●時

間 １３：００〜１７：００

●場

所

●相 談 員
受講訓練
受講期間

住所

免許・資格・
希望月収（万）
職歴・経験等
専門知識・技術等
希望勤務地

職場で使える
Word３級
１ パソコン基礎科 弘前市
Excel３級
４ヶ月

食品製造

職場で使える
２ パソコン基礎科 平川市
４ヶ月

普通自動車免許
危険物乙種４類
栄養士
Word３級
Excel３級

１０
栄養士
１ヶ月
弘前市内
飲食店店員 ８ヶ月
・近郊

ゼロから学べる
３ パソコン簿記 弘前市
事務科 ３ヶ月

普通自動車免許
介護福祉士
ワード３級
エクセル３級

事務補助
医療事務
介護

ゼロから学べる
普通自動車免許
４ パソコン簿記 弘前市
（ＡＴ限定）
事務科 ３ヶ月

８
３ヶ月（パート）
弘前

医療事務、医師
コールセンター業務５ヶ月
１２
普通自動車免許
５ 事務作業補助科 弘前市 簿記３級
一般事務１７年３ヶ月 弘前市
３ヶ月
メディカルクラーク２級 営業事務 ３年２ヶ月 近郊
※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。

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

弘前商工会議所会館５階

いても、市 ＨＰとリンクしておりますので、

桔梗行政書士事務所

○ 市ＨＰトップページ > 働く・産業 > メニュー

行政書士

○ 市ＨＰトップページ > 市政情報 > 計画・取り

竹内知弘氏

●相談内容

組み > 商工・観光の中小企業応援ガイドブック

法人の設立、建設業の許可申請他各種許可・登

から必要な情報をご覧ください。

録申請、相続の手続き等について

２年
１２
６ヶ月
弘前市内
６年

事務 ２年７ヶ月
９
りんご荷造り、選果５年（パート）
精密部品組立工 ７年９ヶ月 弘前市内

１２月２０日㈬・１月１７日㈬

弘前商工会議所ホームページ
http://www.hcci.or.jp

※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

こちらをクリック

ので、経営支援課までお問い合わせください。


＜経営支援課＞



＜経営支援課＞

創 立 ３０ 周 年 記 念 式 典 を 開 催 し ま し た！
１１月８日、ホテルニューキャッスルにおいて
弘前商工会議所女性会創立３０周年記念式典を
開催いたしました。
設立時から女性会をけん引してきていただい
た、入会３０年の会員９名を表彰、三上美知子
会長より感謝状を授与しました。
式典に先立ち開催した陸上自衛隊第９音楽隊
による記念演奏会は、会員からのリクエスト曲
も盛り込んでいただき、懐かしいメロディーと
迫力ある演奏に、会場を訪れた市民の方々にも
大好評でした。
その後の祝賀会は、会員による祝い鼓、津軽
笛の演奏、よさこいと豊富に用意したアトラク
ションで大いに盛り上がりました。
終了後は艶やかな着物姿でお見送りを行い、

設立時からの会員に三上会長から感謝状

会員による祝い鼓

女性会らしいおもてなしで幕を閉じることがで

だいたご協賛企業さま、誠にありがとうござい

きました。

ました。これからもよろしくお願いいたします。

あたたかいお祝いのお言葉をいただいたご来
賓の皆さま、３０周年記念誌の作成にご協力いた



＜経営支援課＞
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〜１２月２７日、弘前商工会議所は創立１１０周年を迎えます 〜

当所独自の顕彰制度である「街づくり大賞」は、弘前市において商工農業をはじめ、各界の分野において地道な活動で地域の振興発展に
寄与する等、元気ある街づくりに功績のある方々を表彰し、その不断の努力を称えるために制定されたものです。
今年度は１１月３０日に選考委員会が開催され、３部門４件が大賞に輝きました。来年１月４日の当所新春祝賀会席上で表彰いたします。
地場産業振興部門大賞 … 経済活動を通じて地域の振興に寄与しているもの
もしくは地場産業の振興と宣伝に寄与しているもの

石場旅館

街並み景観部門大賞

… 建築物等を対象として街並みに配慮したものおよび
地場の風土に調和し弘前らしさを出しているもの

日本聖公会東北教区弘前昇天教会
（石場 久子

代表）

〇明治１２年創業の老舗旅館。平成２０年に
弘前市趣のある建物群に、平成２３年に国指
定登録有形文化財に指定された、古都弘前に
ある落ち着いた雰囲気のお宿。
海外の宿泊客は、東北各地で祭りがある夏
季に多く、夏季は４０－５０%。冬季は１０－２０
%とインバウンド比率が他の旅館と比べて非
常に高いことが特徴である。欧米や北米、オ
ーストラリアからの宿泊客が多く、最近は中華圏、韓国、ＡＳＥＡＮ（イン
ドネシア、カンボジア、タイ、マレーシア）からの宿泊客が増えている。
おもてなしの手法も独自のものであり、一般的な旅館は、郷土の食材を使
った豪華な料理を旅館で作って提供する中、お客様が求めていることは少し
違うと考え、ガイドブックに載っていないようなお店、地元の人が行くよう
な定食屋、温泉、庶民が集う場所など、
「街の本当の姿」を見てもらうために、
積極的にお客様を弘前市内に案内している。こうした取組みは、外国のお客
様には特に喜ばれ、弘前市内旅館の中でも、インバウンド、特にＦＩＴ（外
国人個人旅行者）の先駆者として、現在も多くのリピーターを魅了している。

（牧師・司祭 フランシス 中山

茂）

〇１９２１年（大正１０年）に建設された聖堂は、イギ
リス積みの赤レンガが特徴的な建物で、正面右寄
りには鐘楼（しょうろう）が、外壁には控え壁を設
けた建築である。水きり部分などには、弘前市近
郊の山から採掘された自然石が用いられ、これら
の石にはキリスト教のシンボルマークなど精巧な
職人技がほどこされている。１９９５年青森県の重要
文化財の指定。
明治維新（１８６８年）後、アメリカ、イギリス等
の宣教師達が日本各地に派遣され、宣教活動が行
われた。弘前での宣教が始まってから２５年を経て、
米国宣教師シャーリ．Ｈ．ニコルス司祭在職中の建設
で、設計者は米国人ジェイムス．Ｍ．ガーディナー。
愛知県犬山市明治村の聖ヨハネ教会はじめ、多く
の教会設計を手掛けていることで知られている。
日本聖公会は、現在全国１１の教区で構成され、各教区にはイエス・キリ
ストの１２弟子の後継者として教区主教を戴いている。
弘前昇天教会は、日本聖公会の東北教区２３教会のひとつだが、市民から
は「山道町の教会」といわれて鐘の音とともに親しまれている。澄んだ鐘の
音は、毎日朝夕の礼拝の時を告げてきた。この鐘の音に、深い思い出を抱く
人々は少なくない。

地域文化振興部門大賞 … 地域の文化振興に寄与しているもの

成田専蔵珈琲店（㈲弘前コーヒースクール）
（成田 専蔵

代表）

○１９７５（昭和５０）年創業。成田代表が全国各
地の喫茶店を行脚し、大量の文献を紐解きなが
ら試行錯誤を重ね、豆選び・焙煎・ブレンド・
豆挽き、淹れ方に至るまで独自のスタイルを確
立。１９８２（昭和５７）年には会社組織に改め㈲
弘前コーヒースクールと名称変更。焙煎工場と
喫茶店経営の傍ら、コーヒー教室や講演会を開
催するなど幅広く活動。今日では海外のお客様
からも、
「ＳＥＮＺＯ ＣＯＦＦＥＥ」と呼ばれ、
同店のコーヒースタイルが親しまれている。
近年では「弘前は珈琲の街です委員会」の代表に就任。市内喫茶店紹介マ
ップの作成やスタンプラリー事業を通じて業界の活性化を図ることに尽力。
また、古文書を基に蝦夷地へ北方警備に赴いた津軽藩兵達が浮腫病の予防薬
として飲んだ当時の珈琲を忠実に再現し、
「藩士の珈琲」として販売を開始。
津軽藩兵の功績を称え、宗谷岬に旬難津軽藩兵詰合記念碑の建立にも尽力す
るなど、弘前の珈琲の歴史を掘り起こし、
「珈琲の街・弘前」をブランド化
することにも貢献している。
苦くて薫り高い「弘前珈琲」は、洋館や史跡が数多く立ち並ぶ歴史の街・
弘前の“艶”である喫茶店の中で、この地域特有のハイカラ気質が育んでき
たもの。奥深い珈琲文化・伝統と誠実に向き合い、国内外のお客様を美味し
いコーヒーでおもてなししてきたその活動は、地場産業の振興と宣伝に大き
く寄与している。

弘前フランス料理研究会
（相澤 健治

会長）

○弘前におけるフランス料理の普及と発展を目
標に、１９８９（平成元）年設立。研究会発足以来、
地元・津軽ならではの食材の掘り起こしと、そ
の魅力を最大限に引き出し、活かした弘前にお
けるフランス料理のあり方を探求している。
１９９１（平成３）年には日本フランス料理界の重
鎮である三國清三シェフを招き「フランス料理
美食の夕べ」を開催。これを機に三國シェフと弘前との交流は今日まで続い
ている。２００３（平成１５）年からは三國シェフ指導のもと「洋館とフランス
料理の街ひろさき」キャンペーンを実施。また２０１１（平成２３）年からは、
函館西部地区で人気を博していた街歩きと飲食を組み合わせたイベント「バ
ル街」を弘前に取り入れた「弘前バル街」を定期的に開催。今では、参加各
店のピンチョス（一皿料理）をお目当てに多くの市民で賑わう人気イベントに
成長している。これらの取組みと並行し「函館・弘前両市のシェフによる美
食対決」など食を通じた他地域との交流、地元小学生への食育など、フラン
ス料理を通じた町おこし活動は多岐に亘っている。国内外に弘前の魅力を発
信し「ハイカラな美食の街・弘前」の文化醸成と観光振興に貢献する当研究
会の活動は、弘前の地場産業の振興と宣伝にも大きく寄与している。

