ヘッドライン
◇
「納涼縁会」開催します …２面
◇８月２６日
ファッション甲子園開催 …４面
◇共済加入者
映画鑑賞会を実施 …４面
ホームページ

http://www.hcci.or.jp
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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

１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

大小７７台・夏を賑わす！ 弘前ねぷたまつり、盛大に開幕！
多くの観客で賑わいました

主催者を代表して挨拶する清藤会頭

気迫に満ちた津軽情っ張り大太鼓

ちびっ子ねぷたの様子
津軽地方の夏の風物詩、弘前ねぷたまつりが
８月１日に開幕しました。夜空を焦がす勇壮で
幻想的な武者絵とともに「ヤーヤドー！」の掛
け声が弘前の中心街に響き渡り、多くの観衆を
熱狂の渦に巻き込みました。
今年は大小７７団体が出陣し、太鼓や笛の祭
り囃子が連日沿道の観衆を魅了しました。最終
日には「なぬかびおくり」と題して、ねぷたを燃
やし、幻想的な風景でフィナーレを飾りました。
また、７月２９日にはねぷた本番に先駆けて、
市内の園児らによる「ちびっ子ねぷたのお通り
だい」が開催され、晴天のなか元気いっぱいの
声が響き渡りました。


＜地域・産業振興課＞
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毎年恒例！会員親睦ビアパーティー

料飲・観光部会主催『第３回Ｈ
ＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会』今年も開催決定！
！

当所主催イベントへの
ご協賛ありがとうございます
当所実施の「ファッション甲子園２０１８」
、
「ひ
ろさきりんごハロウィン２０１８」
、
「２０１８津軽の
食と産業まつり」にご協賛いただいた方、なら
びに事業所の皆様、ご協力ありがとうございま
した。

昨年の様子

歌謡ステージで盛り上げます！

このたび料飲・観光部会（福士圭介部会長）

【協賛企業・個人協賛のご氏名】
（順不同・敬称略）

■開 催 日

平成３０年９月４日㈫

㈱弘前公益社、弘前ガス㈱、前田酒類食品販売

では、昨年に引続き当所会員同士の「ご縁」と

■時

間

１８：００〜２１：００
（時間内出入り自由）

㈱、㈱角長、㈱栄研、㈱第一ビル管理センター、

「交流」を目的としたビアパーティー『第３回

■場

所

土手町コミュニティパーク多目的ホ

㈱大高住設、㈱小林紙工、㈱マルノ建築設計、

ール、ポム広場（中庭）

フジプラント㈱、㈱シバタ医理科、㈱石郷岡、

３，
０００円（５００円×６枚、抽選券１枚）

㈱カルチャー、㈲弘前一心堂、㈱ゆうネット弘

のうりょうえんかい

ＨＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会』を９月４日㈫に開催

■チケット

いたします。

弘前商工会議所５階事務局にて好評発売中！
！

当部会員による各種飲食ブース出店のほか、

≪お席の予約について≫

興業、くどうかんばん、フラワー観光㈱、テフ

チケット１０枚以上の購入で席の予約が可能とな

超豪華景品が当たる抽選会などお楽しみ企画も

ります。予約希望の方は本紙折込みの申込み用紙

満載です。本紙折込みにてチケット及びお席の

にご記入の上、事務局までご返信ください。

ご予約ついての案内をしておりますのでご確認

※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。

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。



前、萩原乳業㈱、協同組合日専連弘前、㈱永澤

＜地域・産業振興課＞

経済三団体懇談会を実施しました

コ青森㈱、弘前地区電気工事業協同組合、東北
電力㈱弘前電力センター、カネショウ㈱、㈱エ
スケイケイ総合研究所、社会福祉法人つがる三
和会、㈱津軽カントリークラブ、青森綜合警備
保障㈱弘前支社、㈱ムジコ・クリエイト、㈱堀
江組、㈱日産サティオ弘前、㈱アルク、弘前り
んご商業協同組合、㈲二唐刃物鍛造所、㈲弘前
こぎん研究所、六花酒造㈱、㈱アート不動産、
㈱佐藤長、和電工業㈱、富士建設㈱、税理士法
人ライズファーム、㈱陸奥新報社、㈱ミナミ、
青森放送㈱弘前支社、青森朝日放送㈱弘前支社、
みちのくホテル㈱スマイルホテル弘前、㈱南建
設、㈱八木橋薬局、㈱弘前丸魚、㈱みちのく銀
行、㈱ユアテック弘前営業所、東奥信用金庫、
ＮＴＴ東日本弘前支店、㈱弘前天賞堂本店、㈱
大伸管工業所、㈱さくら野百貨店弘前店、
（一財）
愛成会、㈱エクラン一級建築士事務所、東和電
材㈱、ニッカウヰスキー㈱弘前工場、㈱津軽衛
生公社、㈱山武、㈲小野印刷所、弘和建設㈱、
（公

懇談会の様子

社）
弘前市物産協会、㈱朝日会館、アップルウェ

挨拶を述べる櫻田市長

７月１０日㈫当所において、弘前商工会議

ーブ㈱、青森三菱電機機器販売㈱弘前支店、㈱

実施しました。

所・
（公社）弘前観光コンベンション協会・
（公

意見交換では日本版ＤＭＯの現状や、弘前観

ホテルニューキャッスル、弘前銘醸㈱、㈱青南

桜会１００周年記念事業の今後について話し合い、 商事、㈱ユニバース堅田店、青い森信用金庫、
弘前観桜会について清藤会頭は「昨年、今年と ㈱青森銀行、北星交通㈱、㈱介護サポート、㈱

社）弘前市物産協会の経済三団体による懇談会
を開催しました。

１００年目、１００周年で盛り上がり、間を置かず

スコーレ、津軽警備保障㈱、㈱産交、㈱角弘弘

（公社）弘前観光コンベンション協会から６名、 に来年１００回目の祭りとして開催したいという

前支店、藤村機器㈱、小山せんべい店、㈲東北

（公社）弘前市物産協会から５名が出席したほ

クリーン、弘南バス㈱、セントラル技研㈱、田

懇談会には当所から正副会頭をはじめ７名、

声もある」と述べました。

か、弘前市からも櫻田市長をはじめ、関係部署

また、意見交換の後は各団体の取り組みや課

から１６名が出席しました。
はじめに弘前市が商工、観光、農林に関する

題について、活発な議論が交わされました。

前建設業協会、弘南建設㈱、㈱青森テレビ弘前



支社、東日本旅客鉄道㈱秋田支社、竹浪釣具店、

＜総務財政課＞

施策を説明した後、各団体を交えて意見交換を
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

㈱つがる屋

代

表

宍 戸

者
聡

澤工業㈱、三上道明商店、弘前東栄ホテル、弘

住

所

弘前市末広三丁目１−４
弘前市山王町１５−１
ラルゴ山王マンション１０１
弘前市山王町１５−１
ラルゴ山王マンション１０１

営

業

内

飲料・菓子・加工食品・ギフト
の卸売

㈱ディアノイア

鈴 木 充 治

エル・スタイル㈱

鈴 木 初 美

弘前工芸協会

武 田 孝 三

弘前市在府町６１

ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ ＧＡＪＵＭＡＲＵ

鹿 内 史 芳

弘前市城東北一丁目２−３

カフェバー

㈱ＲＥＤ ＡＰＰＬＥ

赤 石 淳 市

弘前市三世寺色吉３１２−２

農業（りんご・米）

こぎん研究所内

容

健康食品等の企画・飲食店
健康食品、健康機器等の卸
工芸に関する任意団体

特定非営利活動法人 team.Step by step 、青森
県ヘアアーチスト専門学校、ひろさき光線治療
院、マックスバリュ東北㈱、㈲イーエム総合
ネット弘前、㈱センチュリーエール、つがる弘
前農業協同組合、㈱ラグノオささき
※８／２現在
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企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜
に交付する金銭」と定義した上、返還時期を

第２３回：民法改正について
Q

（その３：賃貸借契約について）

賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けた時等

暮らしや仕事にも関係する民法が大改正さ

とし、また返還の範囲を賃料等の未払債務を

れると聞きました。どのようなことが変わる

控除した残額と定められました。

のかについて、教えてください（第２１回と

原状回復については、原則として賃借人は

同内容です）
A

3

原状回復の義務を負うが、通常損耗や経年劣

従来の民法では、賃貸借契約終了時におけ

化した部分についてはその義務を負わないも

る敷金の返還時期や返還の範囲などについて

のと定められました。通常損耗・経年劣化に

の規定がなく、また賃借物の原状回復の範囲

該当する例としては、家具等の設置による床

現在、ハローワークで求職中の方々の情報で

等についても規定がありませんでした。かよ

の凹み、テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ず

す。ご興味のある経営者の皆様は「ハローワー

うな敷金や原状回復の問題については、過去

みが挙げられます。他方、タバコやペットに

ク弘前、紹介部門」まで、お気軽にお問い合わ

の裁判例の積み重ねでルールが決められてい

よる汚れ・臭いは、該当しないとされてい

せください。

る状態にありました。

ます。

改正法では、過去の判例で確立されたルー

次回は、民法改正のうち、保証に関する改

ルを元に明文化し、敷金を「名目を問わず、
受講訓練
受講期間

住所

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
日商簿記３級
パソコン
２２
ＭＯＳエクセルスペシ 営業事務
１ 簿記速習科 弘前市

１１年３ヶ月 弘前市内
ャリスト
３ヶ月
ＭＯＳワードスペシャ
リスト

正点について解説いたします。

賃料債務等を担保する目的で賃借人が賃貸人

会員サービス委員会

（横山航平法律事務所

弁護士

横山航平）

「 健 や か 隊 員 育 成 プ ロ グ ラ ム 」

普通自動車免許
パソコン
ＭＯＳエクセル２０１３ ホテルフロント
１５
２ 簿記速習科 大鰐町 珠算２級

５年８ヶ月
弘前近郊
３ヶ月
接客販売
９年
英語検定３級
漢字検定２級

グループワークの結果発表
ゼロから学べ
７
高校・中学美術教員 金融業務
るパソコン・
弘前市
３
（パート）
免許

２８年１１ヶ月
簿記事務科
弘前市内
３ヶ月

普通自動車免許
夜間待機職員
ゼロから学べ
損害保険特級（一般） 
７ヶ月
１０
るパソコン・
弘前市 玉掛
一般事務
４
弘前市内
簿記事務科
小型移動式クレーン 
１９年７ヶ月
４ヶ月間
簿記３級
事務職 ４年４ヶ月

体操指導の様子

会員サービス委員会（下山清司委員長）で

も放送しているので、社内の健康取組みメニ

は７月１８日、青森県医師会健やか力推進セ

ューとして就業時間中にラジオ体操を取り入

ンターによる「健やか隊員育成プログラム」

れることもおすすめです。

を実施しました。
（受講者２２名）

昼食時は健康弁当の栄養バランスについて

弘前大学大学院医学研究科の中路重之特任

説明を受け、栄養価の高い食材の紹介や、低

教授を始め、講義のテーマごとに栄養・運

カロリーな調理法を学び、一度の食事の大切

動・体力測定各分野の専門家を講師にお招き

さを意識させられました。

し、丸１日かけて健康に関する基礎知識を習
５

短期で習得
普通自動車免許
パソコン
板柳町
エクセル３級
基礎科
２ヶ月

臨時事務員 １ヶ月
１２
一般事務補助
弘前、

１ヶ月
五所川原
窓口
３ヶ月

※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。

お気軽に相談を！
！
『まちのよろず支援』
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

９月１２日㈬・１０月１０日㈬

●時

間 １３：００〜１７：００

●場

所

●相 談 員

弘前商工会議所会館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

竹内知弘氏

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＞

得しました。

参加者の中には、健康に気を配る必要性を
感じても、何から始めれば良いか分からなか

中でもＮＨＫテレビ・ラジオ体操指導者の

った方が多く、本プログラムに参加したこと

鈴木大輔先生による体操指導では、正しいフ

で、食事面・運動面の知識を１日で習得でき

ォームを学び、全身の筋肉を使う体操を身に

て良かったとの声をいただきました。

付けました。ラジオ体操は朝だけでなく日中



人財育成委員会

＜経営支援課＞

第５回、第６回経営塾開催します

人財育成委員会（山口道子委員長）では、将
来の地域経済界を担う企業幹部・経営者の育成
のため、
「経営塾」を実施いたします。

第５回経営塾
●日時：平成３０年９月１２日㈬
第一部 講 演 会 １４：００～１６：００
テーマ 「社員育成のコツと育成計画の
作り方」～それぞれの階級の
育成具体例について学ぶ～
第二部 実践演習 １６：００～１８：００
テーマ 「自社の未来ストーリーづくり
に挑戦しよう！」
※実践演習終了後に、懇親会を実施し
ます。
（会費５，
０００円）
●場所：弘前商工会議所会館２階２０１会議室
●講師：ＮＰＯ法人 プラットフォームあおもり
副理事長 髙木 茂氏
●参加料：無料
※詳細に関しましては、今月の会報折込チラシ
をご覧ください。

各事業所の事業主、人事採用担当者の方など、
皆様のご参加をお待ちしております。
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＞

第６回経営塾
●日時：平成３０年１０月３０日㈫
講演会１６：００～１８：００
懇親会１８：００～
（会費５，
０００円）
●場所：ホテルニューキャッスル２階
●講師：元リッツカールトン
日本支社長 高野 登氏
●テーマ：
（仮題）人材育成に関する事
●参加料：無料
※詳細に関しましては、来月の会報折込チラシ
をご覧ください。
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ファッション甲子園２０１８最終審査会開催迫る！！
アトラクションは、デザイナー廣川玉枝氏

展示場所：弘前市まちなか情報センター・さく

「ＳＯＭＡＲＴＡ」の２０１８–１９年秋冬ファッシ

ら野百貨店弘前店・ヒロロスクエア・イオンタ

ョンショーを行い、その他、会場内では昨年度

ウン弘前樋の口店・ＪＲ弘前駅自由通路・エルム

上位入賞作品の展示や、インスタグラムコーナ

＜百石町夜店まつりファッションショー盛況＞

ソ

マ

ル

タ

ーもございます。
【入場券販売所】
入場券（税込５００円・全席自由）は下記販売

昨年の様子

所において好評発売中です。

８月２６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。

＜弘前市＞弘前商工会議所・弘前市まちなか情
報センター・さくら野百貨店弘前店・弘前市立

今年は全国３，
１３６点のデザイン画から、一次

観光館・中三弘前店・ヒロロ・弘前大学生協シ

書類審査に通過した３５点（２４都道府県３２校

ェリア店・弘南鉄道弘前駅/中央弘前駅・弘前市

３５チーム）が公開ファッションショー形式の最

民会館

終審査に臨み、衣装の制作からモデル、作品の

＜青森市＞成田本店しんまち店・サンロード

紹介まですべて高校生が務めます。

青森

まつり路上ファッションショーを開催しました。

＜五所川原市＞ＥＬＭ

学校法人白銀学園専門学校サンモードスクール

＜八戸市＞ラピア

オブデザインの学生がモデルをつとめ、自ら手

※なくなり次第終了させていただきますので、

掛けた２４作品の衣装を披露しました。

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。
優勝校には副賞として「パリ招待」や、イオ
ンリテール㈱Doublefocus提供の「商品企画・
開発プロセス体験」
、準優勝校へは「デザインシ

７月２０日、今年で１４回目となる百石町夜店

沿道に詰めかけた観客からは、拍手や歓声が

お早めにお買い求めください。

あがり、衣装を撮影する姿も多く見られました。

ステム一式と㈱島精機製作所本社での視察研

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＞

修」が提供されます。準優勝・第３位校は「東

最終審査会出場校のデザイン画３５点を公開し

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

京ファッション・ウィーク」にご招待いたし

ます。

ホームページ：http://www.f-koshien.com/

ます。

展示期間：８月２６日㈰まで



会議所共済加入者のための

【お問い合わせ先】

＜地域・産業振興課＞

映 画 鑑 賞 会 実 施！

悪と戦うヒー

当所恒例となった、弘前商工会議所共済制度

ロー家族にも、

加入者対象の映画鑑賞会のお知らせです。詳細

“フツー”の日
常がある！？
驚異のスーパ
ーパワーをもっ
た５人のヒー
ロー家族が立ち
向かう、世界の
危機！ だが、
そんな彼らにも
ついつい笑えて
ココロに響く

は次のとおり。
●上映日時

平成３０年９月６日㈭１９：００～

●場

イオンシネマ弘前

所

●上映作品 『インクレディブル・ファミリー』
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。

４組のカップルが誕生

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

７月２７日、未来創生委員会（新戸部八州男
委員長）主催、女性会（三上美知子会長）共催
による企業主導型婚活事業『出逢いのプロムナ

数（１事業所２枚まで）をご記入の上、当所内

ード』がホテルニューキャッスルにて開催され

壮大なスケールと超絶アクション、そして絶

「弘前商工会議所共済制度・映画鑑賞会」チケ

ました。

妙なユーモアで描かれる一家団結アドベンチャ

ットプレゼント係までハガキにてご応募くだ

ーがこの夏、日本中をスカッと最高にアツくす

さい。

る！

（締切は８／３１必着）

“フツー”な家族の日々があった…。

坐禅会で清々しい朝を過ごす

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事業であり、今

＜総務財政課＞

～医療福祉・専門サービス部会～

回で２回目の開催となりました。
当日は、三上会長の司会進行をはじめ、女性
会の方々がコーディネーターとなり、ミニゲー

７月３０日

しました。始めに、三浦住職から手や足のくみ

ムやフリートークを盛り上げていただき、参加

の早朝、医療

方などのレクチャーを受け、その後坐禅堂に場

者の方々も大いに楽しんでいました。

福祉・専門

所を移して、曹洞宗様式の坐禅を約４０分間行

男性１６名、女性１６名の参加があり、最終

サービス部会

いました。当日は２５名の参加があり、終了後

的に４組のカップルが誕生し、記念品として新

（阿保鉄幸部

には皆でお粥の朝食をいただきました。日頃と

戸部委員長より、ペア食事券が贈呈されました。

会長）では、

は違った一日の始まりを過ごし、身も心も洗わ

次回開催は秋頃を予定しております。今後も

毎年の恒例行

れるような、さわやかな朝となりました。

未来創生委員会では、新たな出会いのお手伝い



をさせていただきます。

事である坐禅会を、西茂森町の盛雲院にて開催

＜総務財政課＞

＜経営支援課＞

