ヘッドライン
◇弘前さくらまつり
商況調査報告 …３面
◇会員事業所の
健康の取組みを紹介 …３面
◇ファッション甲子園
チケット販売中 …４面
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〒０３６−８５６７ 青森県弘前市上鞘師町１８−１
弘前商工会議所
TEL 0172(33) 4111

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

第２２１回通常議員総会が６月２８日の午後３

きました。こうした中、当商工会議所では、平

開始いたしております。また、平成２９年度に

時から当所２階大ホールで開催され、８９人の議

成２９年度において、各委員会ならびに部会活

おいて弘前商工会議所は、創立１１０周年の節目

員（委任状含む）が出席しました。

動を中心に各種事業を積極的に展開してまいり

を迎えることができ、昨年１１月２１日に記念式

開会にあたり清藤哲夫会頭による挨拶の後、

ました。特に建議活動の強化については、要望

典ならびに祝賀会を開催し、先人の皆様への感

議事では、はじめに議員職務執行者の変更届出

時期を１ケ月早めるとともに、最重点要望事項

謝とともに将来に向けてのさらなる発展を期し

や商工技術検定委員及び小規模企業振興委員等

をしぼりこむなど、弘前市に対して１７項目を

たところであります。さらには昨年度の弘前さ

の委員委嘱案件のほか、新規高等学校卒業予定

要望したところ全項目に対して回答をいただき

くらまつりが、大正７年の第１回観桜会から数

者に対する早期求人提出等に関する協力要請な

ました。また、新たに昨年４月より全職員が会

えて百年となることから、当商工会議所を中心

どの庶務報告がなされました。

員事業所に足を運んでの御用聞き活動を開始し

とした実行委員会により各種記念事業を実施し

引き続き、議案審議では、監事より監査報告

ており、会員企業からの生の声をお聞きすると

たところ、東日本大震災以降では最多となる人

をいただいたあと、平成２９年度の事業報告並

ともに、経営上の課題に対する相談対応や各種

出を記録するなど、今年の観桜会１００周年事業

びに一般会計はじめ各会計の収支決算状況及び

情報の提供を行ってまいりました。あわせて、

に弾みをつけたところであります。これらをは

剰余金処分案等についての説明がなされ、いず

短命県返上に向けた取り組みとして、今年３月

じめ平成２９年度事業に成果をあげることがで

れも原案通り承認されました。

の通常議員総会において、会員企業の健康経営

きましたのは、議員はじめ会員各位のご理解と

なお、このたびの総会での事業報告に関する

に資する活動を展開すべく健康宣言を行い、事

ご支援の賜物であり、引き続き会議所事業に対

部会・委員会活動については、各部会長ならび

務局内の健康増進を含めて４月より取り組みを

するご協力をお願いしたい」

に委員長から報告をいただくなど、平成２９年
度を納める総会を無事終了いたしました。
会頭挨拶要旨
「平成２９年度をかえりみると、わが国経済は
インバウンドを含む観光需要の拡大や消費の持
ち直し傾向により期待感がうかがえたものの、
地方経済においては依然として厳しい状況が続
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医療福祉・専門サービス部会 “ 銀座のママ”セミナー

㈱ユアテック弘前営業所
所

長

今

講師の日髙利美氏

第33回 ちびっ子ねぷたの
お通りだい開催

グループワークの様子

医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会

を覚えて次回来店された際に話す」といった接

長）では６月２２日、
「商いの基本と雑談力～銀

客術をなぜ行うのか、どのようにすればできる

座のママの経営術とおもてなしの心～」と題し、 ようになるのかなどを事例をあげながら詳しく
銀座「ルナピエーナ」のオーナーママ日髙利美 説明されました。
氏を講師に迎えセミナーを開催し、７１名の参
加がありました。

参加者同士でのグループワークを行い、「お
客様の心を掴むために具体的に何をします

日髙氏は１８歳で銀座のママになるべく働き
始め、現在では多数の著書を出版されたり、男

か？」など３つのテーマについて各々が言葉に
し、他の参加者と共有していました。

女問わず幅広い世代に向けたセミナーや講演を

参加者からは「自分の思いや目標を言葉にす

行ったり、『銀座のママ』としてだけではなく、 ることの重要さを実感できた」
「今日学んだこと
多方面でご活躍しています。
を実践し職場で活かしていきたい」といった感
セミナーでは日髙氏が実際にお店で行ってい
る、
「お客様の名前を覚える」
「前回話した内容

想が多数挙がっておりました。


彰夫

＜総務財政課＞

「第１
９回よさこい津軽 」盛大に開催！
！

弘前市内の幼稚園・保育園児たちが制作した
ねぷたを土手町通りで披露する「ちびっ子ねぷ
たのお通りだい」
（主催：同実行委員会）が今年
も開催されます。
今年、３３回目となるこのイベントは、弘前ね
ぷたまつりのオープニングとして、また次代を
担う子ども達のまつりへの参加意識を高め、弘
前ねぷたの保存継承に寄与するものとして開催
されております。
今年も、７団体の参加が予定されております
ので、当日はぜひ土手町通りにお集まりいただ
き、子どもたちの元気いっぱいの運行をご覧く
ださい。
◆日 時 平成３０年７月２９日㈰
１４：５０～１６：００（予定）
◆コース 旧弘前市役所土手町分庁舎（集合・
出発）→土手町→一番町→桜大通り
（解散）
◆その他 小雨決行（決定は１２：００）
◆お問い合わせ
（公社）弘前青年会議所内
ちびっ子ねぷたのお通りだい実行委員会事務局
ＴＥＬ ０１７２
（３４）
４４５８

大館ＤＭＯ視察研修会を行いました

恒例となった「よさこい教室」では、参加４
よさこい津軽実行委員会・弘前商業連合会が
主催する「第１９回よさこい津軽」が６月２４日、 団体が講師となり、観客に「よっちょれ（よさ
」等を指導、祭りを飾る「旗
土手町通りにて開催され、県内外の２３チーム・ こい踊りの基本型）
総勢５５６名の踊り手が６万人の観客（主催者

振り・合同乱舞」にはたか丸くんも参加し、参

発表）を魅了しました。

加者全員で「タッタカ♪たか丸くん」を踊って

参加２３団体の先陣を切って、地元 AOMORI のフィナーレとなりました。
花嵐桜組が「羽州街道・千物語“碇ヶ関御関所”
」
をテーマにした新作の演舞を披露し、会場には



よさこい津軽実行委員会事務局担当

大きな歓声と拍手が響き渡っていました。



＜地域・産業振興課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
３９８件（特別会員含む）
事

業

所

名

代

表

者

住

所

営

業

内

容

㈱サクラ建設工業

棟方タケル

弘前市糠坪桜山１３２−1

建設業

ガレリアＫＤ

工 藤 順 巳

弘前市土手町１８１−９

不動産賃貸

相馬先導

相馬陽乃花

弘前市八代町１−１

特殊車誘導

アイリーコミュニケーションズ

三 上 卓 也

弘前市高田五丁目１０−７

カーメンテナンス

６月２７日、大館市周辺４市町村で構成する
ＤＭＯ「一般社団法人秋田犬ツーリズム（会
長：中田直文大館商工会議所会頭）
」の視察研修
を行い、清藤会頭はじめ１４名が参加いたしま
した。
ＤＭＯは、現在観光庁が全国的に導入を進め
ている、
「観光地経営」の視点に立った観光地域
作りの舵取り役として、観光地域作りを実現す
るための戦略を策定・実施するための調整機能
を備えた法人のことであり、一般社団法人秋田
犬ツーリズムはＤＭＯの第一弾として登録され
ています。
研修では、一般社団法人秋田犬ツーリズムの
阿部拓巳専務理事に「秋田犬を活用したエリア
ブランディング」というテーマで講演いただき、
認知度向上に向けた取り組みや、対象を細分化
し分析したマーケティング、インバウンド体制
の状況についてご説明いただきました。講演の
中で、自治体間の意思疎通を図ることが難しか
ったというお話や、観光客（主に外国人）は青
森も秋田も区別なく、広域で観光しているとい
うような話題もあり、参加者一同、見識を深め
てまいりました。
研修終了後は、懇親会を開催し、大館商工会
議所の正副会頭方にもご参加いただいて交流を
深めました。
＜地域・産業振興課＞
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企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜
年」という時効期間を定め、いずれか早い方

第２２回：民法改正について
Q

A

3

（その２：消滅時効について）

の経過によって時効が完成すると規定されま

暮らしや仕事にも関係する民法が大改正さ

した。また、商事債権の消滅時効期間は５年

れると聞きました。どのようなことが変わる

という制度も廃止され、民事・商事の区別も

のかについて、教えてください（第２１回と

なくなりました（ただし、生命身体の侵害の

同内容です）

場合には後者が１０年ではなく２０年です）。

従来の民法では、権利が消滅する時効の期

他方、不法行為による損害賠償請求権につ

間について、一般の債権は１０年、医師の診

いては、「損害及び加害者を知った時から３

療報酬は３年、弁護士報酬は２年、飲食代は

年」または「不法行為の時から２０年」のい

現在、ハローワークで求職中の方々の情報で

１年など、職業別に消滅時効期間が異なって

ずれか早い方の経過によって時効が完成する

す。ご興味のある経営者の皆様は「ハローワー

定められていました。もっとも、国民一般に

と規定されました（ただし、生命身体の侵害

ク弘前、紹介部門」まで、お気軽にお問い合わ

分かりにくいという批判や、区別の合理性が

の場合には前者が３年ではなく５年です）。

せください。

疑問視されていました。

受講訓練
受講期間

住所

免許・資格・

職歴・経験等

専門知識・技術等

希望月収（万）
希望勤務地

なお、消滅時効に関しては、その他にも時

そこで、改正された民法では、職業別の消

効完成を阻止するための手段（時効の中断）

滅時効の制度は全て廃止し、全ての債権につ

等についても見直しがされていますが、詳細

いて「権利行使が可能なことを知った時から

は弁護士等の専門家に確認してください。

５年」または「権利行使が可能な時から１０

（横山航平法律事務所

会員サービス委員会 会員事業所の健康の取り組み vol.6
ゼロから学べ
１

るパソコン・
簿記事務科

弘前市

普通自動車免許
ワード３級

コンビニ店員 ３年

弁護士

横山航平）

東北化学薬品㈱

１５
青森県内

３ヶ月

普通自動車免許

ゼロから学べ
２

るパソコン・
簿記事務科

弘前市 玉掛
簿記３級

短期で習得
３

基礎科

７ヶ月

一般事務

小型移動式クレーン 

４ヶ月間

パソコン

夜間待機職員

損害保険特級（一般） 

１９年７ヶ月

事務職 ４年４ヶ月

臨時事務員 １ヶ月
板柳町

２ヶ月

１０
弘前市内

普通自動車免許

一般事務補助

エクセル３級



１ヶ月

窓口

３ヶ月

１２
弘前、
五所川原

青森県健康経営事業所認定式の様子
東北化学薬品では、社員の健康を重要な経

平成３０年度弘前さくらまつり
商況調査結果について
当所は弘前市と合同で、今年の弘前さくらま
つりの商況調査を実施し、６月２２日に記者発
表しました。
まつり期間中（４月２１日～５月６日）の人
出は２４６万人で、期間の前半は盛況でした。
後半は悪天候やソメイヨシノが散ってしまった
ことの影響で伸び悩み、昨年度と同程度の商況
でありましたが、外国人観光客の増加や、観桜
会１００周年記念事業による集客効果により、伸
び悩んだ後半を下支えしました。
今後は、外国人観光客の増加に対応した環境
等を整え、消費額の向上と全体の底上げにつな
げていく取組をどのように実施するかが課題と
なります。調査結果は当所ホームページにて公
開しておりますのでご覧ください。


＜経営支援課＞

進施策を展開しております。

営資源と考え、平成２７年に「健康宣言」を
しております。

※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。

昼休みウォーキングの様子
具体的には、平成２９年９月より役員をは
じめ全社員（２２６名）に歩数計を配布し、

「健康宣言」の取り組みとして、平成２７年

「毎日６，
０００歩以上歩く」を目標に、毎日

に弘前大学、花王㈱、㈱栄研と連携し、３か

歩数の記録をとる健康づくり活動を実施お

月間昼食にヘルシー弁当を食して内臓脂肪の

り、弘前本社では、歩数向上のために、火曜

低減を図る「花王スマート和食プログラム」

と木曜の昼休みに土淵川沿いでウォーキング

を実施し、積極的に食べるもの、なるべく避

を実施しています。

けるものなど、正しい食習慣について学ぶこ
とができました。
このほか、健康増進施策を実施する人材の

弊社のこのような取り組みを評価していた
だき、平成３０年４月に青森県より「青森県
健康経営事業所」に認定していただきました。

育成を行いました。育成方法として、本社社

弊社は今後とも「健康経営」を積極的に推

員に「ひろさき健幸増進リーダー養成講座」

進し、短命県返上に貢献できるよう取り組ん

を受講してもらいました。現在までに５名の

でまいります。

リーダーを育成し、リーダーを中心に健康増



＜東北化学薬品㈱＞
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ファッション甲子園２０１８入場券販売中 一律５００円、全席自由
８月２６日㈰、高校生のファッション全国№１
を競う「ファッション甲子園」が弘前市民会館
で開催されます。
第１８回を迎える今年は、全国１３０校・３，
１３６

し、インスタグラムコーナーなども設置します。
入場券は一律５００円（全席自由）で、下記販
売所でご購入いただけます。
【入場券販売所】

点のデザイン画の応募があり、書類選考によっ

〈弘前市〉弘前商工会議所、弘前市まちなか情
て選ばれた３５点（２４都道府県３２校３５チーム） 報センター、さくら野百貨店弘前店、弘前市立
が弘前に集い、ファッションショー形式の公開 観光館、中三弘前店、弘前大学生協シェリア店、
審査で上位を競います。
青森県からの出場は４校５チーム。弘前市か

ヒロロ、弘南鉄道弘前駅・中央弘前駅、弘前市

華麗な花火が１万６千人を魅了！

民会館

６月１６日、岩木川河川敷運動公園で、ひろ
さき市民花火の集い実行委員会（ユースサミッ
らは、弘前実業高校から２チームと柴田女子高 〈五所川原市〉ＥＬＭ
校から１チームが出場します。
〈青森市〉成田本店しんまち店、サンロード青森 ト弘前などで構成）主催の「第１３回古都ひろ
さき花火の集い」が開催されました。
今年のゲスト審査員は、
「ＳＯＭＡＲＴＡ」の 〈八戸市〉ラピア
当日は天候に恵まれ、有料入場者数は１万６
デザイナー・廣川玉枝氏です。
イベントの詳細はホームページでもご覧いた
千人を数え、ステージイベント、開会セレモニ
毎年恒例のアトラクションは、今年のゲスト だけます。
ーのあと打ち揚げが開始されました。
審査員を務める廣川玉枝氏が手掛けるブランド ファッション甲子園ホームページ
今年も全国有名花火師制作の名人尺玉競演に
「ＳＯＭＡＲＴＡ」の２０１８−１９秋冬コレクショ http://www.f-koshien.com
より名人技の華麗な花火が打ち揚げられたほか、
ンとなっています。その他、会場には昨年度大 
ファッション甲子園実行委員会事務局担当
タヒチアンダンスやよさこいチームの演舞と花
会の上位作品や本年出場校のデザイン画を展示 
〈地域・産業振興課〉
火のコラボレーションもあり、会場は大いに盛
り上がりました。
また、今回は目玉のひとつとして「４号玉
Ｔｈｅ津軽三味線実行委員会（清藤崇実行委員 チケット販売所：弘前市民会館、中三弘前店、
１００発一斉打ち揚げ」があり、観桜会１００周年
長）では今年も「Ｔｈｅ津軽三味線２０１８」を開催 さくら野百貨店弘前店、ヒロロ、弘前市立観光 を記念して、会場の皆さんとカウントダウンの
いたします。民謡・手踊りのほか三味線奏者３００ 館、ＥＬＭ、ＪＲびゅうプラザ、ローソンチケット 後、打ち揚げを行いました。
人の大合奏をメインとしたステージイベントで （Ｌコード：２１５４１）
最後はフィナーレスペシャルワイドスターマ
す。詳細・チケット販売については下記のとお ※当所でのチケット販売はございません。
イン「古都ひろさき花火の集い 明日への希望」
りです。
◎夜の部Ａ席のみ、シニア優待席（６５歳以上 を打ち揚げ、弘前の夜空を鮮やかに彩りました。
開催日：平成３０年９月２９日㈯
の方対象・座席指定不可）を販売いたします。
個人協賛、企業協賛をいただいた皆様、あり
時 間：昼の部：開演１４：００～（開場１３：３０） （弘前市民会館のみ販売）価格は税込１，
０００円。 がとうございました。
＜経営支援課＞
夜の部：開演１７：３０～（開場１７：００） 注意 シニア優待席チケットお買い求めの際は、
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

生年月日が記載された身分証明書をご持参く
ださい。

入場料：Ｓ席３，
０００円（税込）全席指定

チケットについてのお問い合わせは弘前市民

Ａ席２，
０００円（税込）全席指定

会館まで。
（℡３２－３３７４） 〈経営支援課〉

髙木茂氏による講演
人財育成委員会（山口道子委員長）では、６
月２７日、当所２階大ホールにおいて第４回経
営塾を開催いたしました。

グループワークの様子
話をいただきました。
第二部の実践演習では、「自社の魅力を探し
出し、自社の採用力を高める演習」と題して、

ＮＰＯ法人プラットフォームあおもり副理事

グループワークを行いました。参加者からはグ

長の髙木茂氏を講師にお招きし、二部構成で実

ループディスカッションを通して自社の魅力に

施いたしました。

ついて再発見することが出来たとの声が聞かれ

第一部の講演会では、「中途採用のポイント

ました。

～人出不足ガイドラインに沿って～」と題して

当委員会では今後も、より実用的な内容の経

ご講演いただき、講師からは新卒採用だけでは

営塾を開催する予定です。次回開催については

なく、中途採用の人材の需要を確保する為にも、 詳細が決まり次第お知らせいたします。
求職者目線を大事にする事が重要であるとのお 
＜経営支援課＞

未来創生委員会（新戸部八州男委員長）で
は、人口減少問題対策事業の一環として企業
の婚活への更なる意識向上に向けた「企業主
導型婚活事業」を実施いたします。
会員企業で働く独身従業員の婚活を支援す
る事業として新たな出会いと人生のパートナ
ー探しをお手伝いさせていただきます。
事業主の皆さまにおかれましては、御社独
身従業員の参加につきまして特段のご配慮を
お願いいたします。
●日時：平成３０年７月２７日㈮
１８：００～（受付１７：３０）
●場所：ホテルニューキャッスル２階 曙の間
●参加料：男性４，
０００円 女性２，
０００円
※定員各２０名
●参加対象：弘前商工会議所会員企業の従業
員で男女とも概ね２５歳から５０歳
までの独身の方
●募集期間：平成３０年７月２０日㈮まで
※定員になり次第締め切らせて
いただきます。
●お申し込み、お問い合わせは当所経営支援
課まで。
＜経営支援課＞

