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〈ファッション甲子園審査の様子〉

　「第２０回全国高等学校ファッションデザイン
選手権大会（ファッション甲子園２０２１）」の一次
審査会を５月２２日に当所で実施いたしました。
　今年は、３５都道府県９５校１，２９９チームから
２，２４８点のデザイン画が寄せられ、厳正なる審
査の結果、２５都道府県３０校３４点（チーム）が
選出されました。
　青森県内からは、弘前実業高校（２チーム）、
五所川原第一高校（２チーム）、柴田学園高校
の３校５チームが選ばれ、８月２２日㈰に弘前
市民会館で開催するファッションショー形式の
最終審査会に出場することになります。
　一次審査通過校の一覧は右表のとおりです。

審査員講評（ＡＫＩ審査員）

　今年の印象は和柄が例年より多いと感じた。
金魚をモチーフにした作品は数年前から多く今
年も同様であったが、「鬼滅の刃」の影響なのか、
蝶々をモチーフにした作品も多く見られた。そ
の他、オリンピックのトーチなど今現在ＴＶや
雑誌でよく目にするものを画にしている印象。
同じオリンピックイヤーだとしても、聖火リレ
ーなど自国開催であるからこそ注目する部分が
ある。そういう点では、高校生が「今見ている
もの」がデザイン画を通して感じ取れる。
　過去の入選作品を研究している印象もある。
ただしそれだけ似ている作品が多くなるのは
残念。
　評価のポイントとしては、審査基準でもある

「瑞々しい感性」という高校生にしか出せない
感覚の爆発力。若者のはじける元気さみたいな
ものをとても感じ取れた。
　年々、デザイン画の技術が上がっている。今
年も非常に技術が高くなっている印象。２０回
目を迎えるファッション甲子園だが、今回の一
次審査通過チームは最終審査会に向けての衣装
制作となるが、今年は新型コロナウイルス感染
症の影響により、皆で集まって作業するといっ
た部分が思うようにいかないところもあるかも
しれない。しかし、高校生という今しかない時
間を大切にしてほしいし、賞に入る入らないに
関係なく、みんなと作る時間というものを楽し
んで、かけがえのないものにしてほしい。

ファッション甲子園実行委員会担当
� ＜地域・産業振興課＞

一次審査通過校一覧

都道府県 学　　校　　名 作品テーマ

１ 北 海 道 市立札幌平岸高等学校 祈り

２ 青 森 県 青森県立弘前実業高等学校 Fierte

３ 青 森 県 青森県立弘前実業高等学校 未知の世界

４ 青 森 県 五所川原第一高等学校 CRAFT WORKS

５ 青 森 県 五所川原第一高等学校 不安

６ 青 森 県 柴田学園高等学校 Combining

７ 山 形 県 山本学園高等学校 禍々しく、神々しい

８ 福 島 県 今泉女子専門学校 My Crochet

９ 埼 玉 県 埼玉県立越谷総合技術高等学校 ボードゲーム

１０ 東 京 都 二葉ファッションアカデミー つなぐ

１１ 東 京 都
バンタンデザイン研究所高等部

東京校
I'm not sad.

１２ 東 京 都
バンタンデザイン研究所高等部

東京校
未完成の完成

１３ 神奈川県 神奈川県立神奈川総合高等学校 花うり

１４ 富 山 県 富山第一高等学校 The water

１５ 富 山 県 富山第一高等学校 地球の息吹き

１６ 石 川 県 石川県立工業高等学校 孵化

１７ 長 野 県 長野県屋代南高等学校 試煉

１８ 静 岡 県 三島学園知徳高等学校 Fashion leader!　－好きを形に！－

１９ 愛 知 県 山本学園情報文化専門学校 Re．．．

２０ 岐 阜 県 清凌高等学校 乙女心

２１ 岐 阜 県 岐阜県立大垣桜高等学校 癒合

２２ 京 都 府 福知山淑徳高等学校 江戸切子×あじさい

２３ 大 阪 府 東洋学園高等専修学校 何度も切りさく　Leather・Leather

２４ 大 阪 府 大阪市立泉尾工業高等学校 折紙

２５ 兵 庫 県 兵庫県立兵庫工業高等学校 ocean

２６ 奈 良 県 奈良県立高円高等学校 海中の魚

２７ 岡 山 県 岡山県立岡山南高等学校 The Great Wave～葛飾北斎～

２８ 広 島 県
小井手ファッションビューティ

専門学校
beads

２９ 山 口 県
宇部フロンティア大学付属香川

高等学校
コロナ禍の飛び出す絵本

３０ 愛 媛 県 愛媛県立松山工業高等学校 nostalgic strings

３１ 佐 賀 県 佐賀県立牛津高等学校 伝統を紡ぐ佐賀錦

３２ 熊 本 県 熊本県立熊本工業高等学校 BARBER'S POLE

３３ 大 分 県 大分県立日田三隈高等学校 諸行無常

３４ 沖 縄 県 沖縄県立真和志高等学校 Distance to the future
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『さくら共済』春のキャンペーンご協力ありがとうございました！

　５月２０日に青森県、青森県教育委員会、青森労働局、青森県高等学校校長協会及び青

森県ＰＴＡ連合会による、来春３月新規高等学校卒業予定者に関する早期採用活動に対す

る弘前地区における要請活動が行われ、当所の今井高志会頭、弘前地区雇用対策協議会の

工藤順巳会長、弘前地区経営者協会の齊藤嘉春会長が出席して要請を受けました。

　席上、令和３年３月新規高等学校卒業者の就職状況について、新型コロナウイルス感染

症による影響を受けながらも、３月末時点での就職内定率は９９．１％と前年同月と同水準

となり、全体に占める県内就職内定者の割合についても、前年同月より３．９ポイント増

の５７．０％との説明がなされました。

　これを受けて、新型コロナウイルス感染症の影響等、先行きの見通しは依然として不透

明な状況にはあるなか、引き続き一人でも多くの県内就職希望者の願いを叶えるとともに、

将来を担う有能な人財の地元定着のためにも、令和４年３月新規高等学校卒業予定者に対

する早期採用活動に関する傘下企業に対する支援、協力依頼についての要請がありました。

　つきましては、このたびの早期採用活動要請を受けての会員各位のご支援・ご協力につ

いてお願いいたします。

① 求人票の早期提出について
６月１日からハローワークによる求人申込

書の受付が開始されております。

高校生就職の「１人１社」ルールのもと、

県外求人の提出が年々早まっている中、県

内求人票提出の遅れによる影響を回避する

ためにも早期提出へのご協力をお願いいた

します。

② 早期の面接・採用の推進について
９月１６日から企業による選考及び採用内

定が開始となります。

面接から内定までに時間を要することから

の他求人への移行の事例もあり速やかな内

定の決定など早期の面接・採用の推進への

ご協力をお願いいたします。

令和３年度
会費納入のお願い

　令和３年度会費の納入はお済みでしょうか？
　納入期限は８月３１日までとなっております。
お送りしている振込用紙での納入をお願いいたし
ます。
　お振り込みの際は、振込用紙に記載されている
金融機関をご利用いただくと、手数料無料でご納
入いただけます。
　このたびのコロナウイルス感染拡大の一日も早
い収束と地域経済の再生に向けて、今後とも各種
事業を積極的に展開してまいりますので、会員各
位の変わらぬご支援ご協力を賜りますようお願い
申し上げます。

事　　業　　所　　名 代　表　者
住　　　　　　　所 営 業 内 容

手作り酒菜　ふきのとう 川　浪　勝　義
弘前市城東北３−９−７ 飲食業

カラオケスナック　ハルちゃん 成　田　ハルヱ
弘前市新鍛冶町６７ 飲食業

カツ塗装工業 村　田　克　幸
弘前市取上４−２−３０ 建築・塗装

㈱大翔 佐　藤　昭日幸
弘前市樹木５−１−１ 建設業

㈱共和工業 小山内　孝　人
弘前市石渡３−４−４３ 建設業

居酒屋　隠れ家 奈良岡　貞　子
弘前市新鍛冶町１０３−１ 飲食業

ぱれっと 丸　岡　江利子
弘前市田園１−２−７ 弁当等製造・販売

㈲みちのく食品工業 大　平　陽　子
弘前市外崎１−３−１ 雑貨販売

秀峰 小　山　奈緒子
弘前市新鍛冶町９７−1 飲食業

日向備長炭焼鳥鳥仁 田　中　裕　史
弘前市新鍛冶町５５−１ 飲食業

Ｂａｌ　Ｒｉｎ−ｋｇ 嶋　田　　　豪
弘前市新鍛冶町66−2 飲食業

ご入会ありがとうございました。
ただいま会員数２，４１６件（特別会員含む）

麺屋　ゴッチ 田　澤　一　也
弘前市桶屋町４４−１ 飲食業

居酒屋　あどはだり 田　邊　美　幸
弘前市土手町６０　山田ビル１Ｆ 飲食業

モアイ食堂 秋　元　勇　樹
弘前市境関１−１−９ 飲食業

岩崎工業 岩　崎　真　吾
弘前市大清水２−５−７ 建設業

Ｃａｓｕａｌ　Ｌｏｕｎｇｅ　Ｆｌａｖｏｒ 澤　　　真貴子
弘前市親方町４２ 飲食業

Ｂｏｏ豚 七　戸　悠　城
弘前市末広２−２−８　２Ｆ 飲食業

㈲シャトル運航代行 太　田　　　誠
弘前市末広５−６−４ 自動車運転代行業

ＢＡＲ　Ｅｌｉｊａｈ 黒　滝　雄　介
弘前市新鍛冶町５４　カネヨセンター２Ｆ 飲食業

ル・モンド 菅　野　さやか
弘前市鍛冶町２８　ＯＴＴＯ　ＭＡＸ’Ｓビル３Ｆ 飲食業

㈱和蔵 渋　谷　　　隆
弘前市田町３−２−１０ 茶道具販売

どまん中 藤　田　早　人
弘前市鍛冶町３２　さくらセンター１Ｆ 飲食業

ランウェイ 花　田　典　明
弘前市桶屋町５−４　明治屋セブンビル４Ｆ 飲食業

ｆｉｎａｌｌｙ 工　藤　雄　太
弘前市桶屋町２４　フリーランドビル１Ｆ　１０５号室 飲食業

スナック柊 成　田　麻　美
弘前市鍛冶町１８−２０　リーストラクチャービル１Ｆ　104 飲食業

３９　サンキュー 齋　藤　真由美
弘前市新鍛冶町９６−6　ラポールビル１Ｆ 飲食業

とまり木 三　上　キヨノ
弘前市新鍛冶町７８　サントリー会館１Ｆ 飲食業

ｌｏｕｎｇｅ　Ｓｏｌ 中　野　永楽子
弘前市新鍛冶町９１　マックヒルズ２Ｆ２０２ 飲食業

ｃａｆｅ　ｂａｒ　ａｊ 鎌　田　真　志
弘前市百石町１２−３ 飲食業

ＢＡＲ×ＬＯＵＮＧＥ　Ａｌｌｕｒｅ 八木橋　歩　美
弘前市鍛冶町２８　ＯＴＴＯ　ＭＡＸ’Ｓビル３Ｆ 飲食業

ｃｌｕｂ　Ｍ 石　川　龍　太
弘前市駅前町１０−１　遊食館４Ｆ 飲食業

ラウンジ　ダリア 齋　藤　陽　介
弘前市鍛冶町３０−１　リトル東京街１０３ 飲食業

南国食堂　Ｓｈａｎ² 加　藤　　　肇
弘前市桶屋町４−８ 飲食業

居酒屋　きらく 澁　谷　恵　美
弘前市桶屋町５　グランドパレス２号１Ｆ 飲食業

スナック　しん 田　中　　　文
弘前市鍛冶町３８−１　ＶＩＶＩＤビル１Ｆ１０６ 飲食業

居酒屋　１０。ＢＡＹ 鶴　谷　正　貴
弘前市新鍛冶町６６−１ 飲食業

ＰＥＴＩＴE　ＢＡＲ　ＤＥＡＧＥＥ 小山内　千賀子
弘前市新鍛冶町６６−１ 飲食業

ＢＡＲ　ＥＬＤＯＲＡＤＯ 小山内　克　行
弘前市新鍛冶町５３　カネヨセンター１Ｆ 飲食業

ＨＯＴ　ＬＩＰ 松　山　麻　衣
弘前市親方町４７　２Ｆ 飲食業

わいん食堂　Ｌａ　Ｐａｉｘ 花　田　　　功
弘前市百石町９　ラグノオ本社ビル２Ｆ 飲食業

ＢＡＲ　ＢＯＲＤＥＲ 中　畑　　　泉
弘前市新鍛冶町82　グルメタウン4F 飲食業

琴 山　内　江理子
弘前市鍛冶町２１　ＯＴＴＯビル１Ｆ 飲食業

御料理　なる海 鳴　海　　　均
弘前市本町３４ 飲食業

ダイニング　ルーム　アップ 中　道　勇　輝
弘前市鍛冶町１　石岡ビル１Ｆ 飲食業

スナック　ウイン 竹　谷　真理子
弘前市鍛冶町３５−２　明治屋ゴールデン街２Ｆ 飲食業

一歩ん路 中　野　一　歩
弘前市田園２−２−５ 飲食業

スナック　ニューマリ 工　藤　惠美子
弘前市新鍛冶町７８　サントリー会館１Ｆ 飲食業

うまいもん処　竈 廣　嶋　　　修
弘前市駅前町１１−１２ 飲食業

Ｕｌａｌａ 福　士　美由希
弘前市新鍛冶町９１　マックヒルズ２Ｆ２０６ 飲食業

鮨たか 三　浦　貴　広
弘前市品川町１−２ 飲食業

ホルモン基地２９ 大　川　健太郎
弘前市新鍛冶町９−４ 飲食業

㈱ユニバース　ユニバース松原店 三　浦　建　彦
弘前市松原東１−３−１ 飲食業

こなつ 福　山　めぐみ
弘前市北川端町３６−１ 飲食業

酔イ屋 平　野　洋　一
弘前市鍛冶町２２−1　カネヨビル１Ｆ 飲食業

ＢＡＲ　ＷＡＳＡＢＩ 相　馬　浩　樹
弘前市新鍛冶町７　山本ビル１Ｆ 飲食業

睡蓮 五十嵐　利　香
弘前市鍛冶町２１　ＯＴＴＯビル２Ｆ 飲食業

カヴァガール 工　藤　エリ子
弘前市大町１−３−１５ 飲食業

ａｋａｎａｎａ 赤　石　　　大
弘前市鍛冶町３０−１　リトル東京街 飲食業

居酒屋とも家 乗　田　智　哉
弘前市鍛冶町７−３　１Ｆ 飲食業

Ｈｉｎａ 福　澤　奈緒子
弘前市新鍛冶町５６−1　クリエイトハウス２０１ 飲食業

ａｋａｒｉ 後　藤　良　子
弘前市駅前町６−９　サンズビル２Ｆ 飲食業

ＤＥＥＲ　ＷＯＲＫＳ 鹿　内　健　司
弘前市稲田１−４−３ 建設業

新入特別会員

事　　業　　所　　名 代　表　者
住　　　　　　　所 営 業 内 容

古川農園 古　川　義　志
弘前市高屋本宮４０３ 農業

新規高等学校卒業予定者に係る早期採用活動のお願い

トライワンズベスト㈱ 様

㈱アート不動産様

㈱み乃せ様

　３月１日から４月３０日まで実施されました『さくら共済』春のキャンペーンにご協力いただき誠にありが

とうございました。おかげ様で１２８事業所、３１８名のご加入・増口がございました。

　さらに５月６日からは弘前商工会議所共済福祉制度キャンペーンもスタートしており、期間中アンケートに

ご回答いただいた方を対象に、『県内７商工会議所おすすめの逸品』が当たる抽選企画も実施しております。

引き続きアクサ生命保険㈱の推進員が事業所を訪問させていただきますので、是非この機会に加入のご検討の

程よろしくお願い申し上げます。

　『さくら共済』（入院給付金災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型））

は、保険期間１年で自動更新、会員事業所のみが加入でき、病気・災害による死亡から事故による入院まで、

業務上・業務外を問わず２４時間保障されるため、役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。

　また、上記の保障に加え当所独自の給付制度があり、結婚や出産の祝金、健康診断助成金、事故通院・病気

入院の際の見舞金なども付加されております。

　さらに、昨年５月からは新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡された場合に災害保険金のお支

払い対象とさせていただくことが決定いたしました。病気入院見舞金についても、新型コロナウイルス罹患時

の自宅療養や臨時施設による療養でも給付を受けられるよう支給対象を拡大いたしました。会員の皆さまと一

丸となって、この難局を乗り越えてまいりたいと思いますので、お困りのことがございましたら当所職員及び

アクサ生命保険㈱推進員に何なりとご相談ください。

※ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

共済制度引受保険会社：アクサ生命保険㈱弘前営業所　連絡先：０１７２−３３−５７４４

� ＜総務財政課共済係＞
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第５５回：住民票写しの提出について

Q　弊社では、新入社員や住所変更した従業

員に「住民票の写し」を提出させています

が、問題ありませんか。

A　会社は、労働者名簿の作成義務がありま

すので、労働者の正確な住所・生年月日等

を把握する必要があります。

　　他方で、住民票の写しには住所・生年月

日以外の個人情報、例えば本籍地や世帯

主名なども含まれています。そこで、住

所等の把握の為に住民票の写しを求めても

構いませんが、より個人情報の記載が少な

い「住民票記載事項証明書」の提出を求め

ることをお勧めします。住民票記載事項証

明書には基本的には現住所、氏名、生年月

日、性別が記載されますので、労働者の正

確な情報の把握には十分です。

　　また、提出された書類には個人情報が記

載されていますので、厳重に管理する必要

があります。管理のリスクを回避したいの

であれば、労働者名簿に記載した住所・生

年月日等に間違いがないことを確認した後

に書類を本人に返却してしまっても構いま

せん。

　　住民票記載事項証明書の書式は、会社所

定の物でも役所所定の物でもいずれでも構

いません。お近くの役所にてご確認下さい。

（横山航平法律事務所　弁護士　横山航平）

　１月から３月の１１都府県に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外
出や移動の自粛により影響を受けた事業者向けの「一時支援金」に続き、４月〜６月の緊急事態
措置やまん延防止等重点措置の影響を受けた事業者向けの「月次支援金」制度が新たに創設さ
れました。

【支援金給付要件】
対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う地域の飲食店の休
業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。さらに、２０２１年の
月間売上が、２０１９年又は、２０２０年の同月比で５０％以上減少していること。
【給付額】
中小法人等　（上限）２０万円／月
個人事業者等　（上限）１０万円／月
【申請期間】
４月分／５月分：令和３年６月１６日〜８月１５日
６月分：令和３年７月１日〜８月３１日

　弘前市内でも観光関係を始めとして一定の要件を満たす事業者は支援金の支給対象になりま
すので、月次支援金のポータルサイト等をご覧になってください。� ＜中小企業相談所＞

−　緊　急　−

（仮称）事業所・店舗等感染拡大防止対策
推進事業費補助金の公募について

　新型コロナウイルス感染症の影響が強ま

るなか、当所では市の補助を受けて、感染

拡大防止対策をより一層推進するため、店

舗等に対して換気対策や飛沫拡散防止パネ

ルの設置等に関わる経費の一部を補助する

事業を実施することとなりました。

　現段階（６月１０日現在）で

は、補助対象事業や経費等

詳細について、市や県と調

整中です。制度内容が確定

次第、当所ホームページ等

で告知し公募を開始します。

� ＜地域・産業振興課＞

これからの電子申告にも便利！エクセル版
「経営管理ノート」を無料配布いたします。
　このたび、個人事業主向けの青色申告にも
対応する電子版帳簿を作成しました。パソコ
ン上で入力可能なエクセル版「経営管理ノー
ト」となっております。ご自宅や事業所のパ
ソコンで簡単に帳簿付けができるようになり
ます。ご希望の方は、当所ホームページより
ダウンロードしていただくか、ＵＳＢメモリ
ーを事務局窓口までご持参ください。Ｅメー
ル添付によるお渡しも対応できますので、ご
希望の際は、当所メールアドレスinfo@hcci.
or.jpまでご連絡ください。
　なお、冊子版「経営管理ノート」の配布は
引き続き行っておりますので、こちらもご活
用ください。� ＜経営一課＞

　現在、ハローワークで求職中の方々の情報で

す。ご興味のある経営者の皆様は「ハローワー

ク弘前・紹介部門」まで、お気軽にお問い合わ

せください。

受講訓練
受講期間

免許・資格・
専門知識・技術等

職歴・経験等 希望勤務地

１

ゼロから学べる
パソコン事務科
（託児）
３ヶ月

８トン限定中型自動車免許
CS試験（ワープロ部門）３級
CS試験（表計算部門）３級
PowerPointプレゼン技能認定試験

― 弘前市

２
パソコン
基礎科
３ヶ月

Word文書処理技能認定試験３級
Excel表計算処理技能認定試験３級

― 弘前市

※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。

月次支援金について

　当所では、日常、業務を行う中での困りごと、

許認可の必要性や商取引でわからないことにつ

いて行政書士による相談会を開催しております。

●開 催 日　令和３年７月１４日㈬・８月１８日㈬

●時　　間　１３：００〜１７：００

●場　　所　弘前商工会議所会館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

●相談内容の一例

☆建設業や産業廃棄物処理業などの許認可に関

する相談

・許可取得の要件など

☆農地の売買などに関する相談

・農家同士の売買や、農地転用の要件など

☆遺言・相続・成年後見に関する相談

・遺言書の作成方法、遺産分割協議書や成年

後見に関する説明など

（ご予約は℡３３−４１１１経営一課まで）

� ＜経営一課＞

お気軽に相談を！！

『行政書士相談日』
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〈先輩会員からの当所活用事例紹介〉〈新入会員懇談会の様子〉

第１回　新入会員懇談会盛大に開催！

弘前商工会議所女性会令和３年度・４年度新体制発足

あらゆる事業承継についての
ご相談をワンストップでお受けします

相談無料＆秘密厳守

からは第２回も参加したい、会員同士で交流で

きる懇談会をもっと開催してほしい、といった

声も多く、盛況のうちに閉会する事ができま

した。

　本事業は今後も定期的に開催していく予定で

す。第２回開催が決定しましたら、新入会員の

皆様にご案内させていただきますので、ぜひご

参加くださいますようお願いいたします。�

＜総務財政課＞

から会員になったメリットとお二人が所属されて

いる青年部の活動について、あわせてご説明いた

だきました。参加者からは、人との出会いがと

ても素晴らしいことに気づいた、幅広い人との

つながりをつくることの大事さに気づいた、と

いった感想が寄せられました。

　最後に、参加者全員から自己紹介をしていた

だき、名刺や自社パンフレット交換による交流

で、大いに親睦を深められたようです。参加者

　５月１９日、令和２年度に新しく入会された会

員の皆様を対象に、商工会議所の活用方法につ

いてご理解いただくとともに会員相互の交流や

情報交換の場としていただくことを目的として

新入会員懇談会を開催し、２２事業所２４名の方々

にご参加いただきました。

　当所の事業概要をご紹介する商工会議所ガイ

ダンス、具体的な当所利用方法について先輩会

員さんから発表していただく当所活用事例紹介、

自己紹介や名刺交換を行う会員相互の交流会、

といったプログラムで進行されました。

　ガイダンスでは、当所の事業概要、９部会の

事業概要案内、新型コロナ関連支援策をはじめ

とする経営支援事業、さくら共済をはじめとす

る福利厚生支援事業について事務局より４０分

ほど説明し、特に経営支援事業についての説明

が印象に残ったと話す声が多く寄せられました。

　当所活用事例紹介については、先輩会員であ

る島川聖栄氏（（同）オリフィス１　代表社員）

と熊谷さくら氏（（有）くまばん　代表取締役）

〈定時総会の様子〉

をもって連携し、平和で心豊かな社会を築き

ましょう』というフレーズを毎回定例会時に

会員全員で唱和します。毎回唱和する度、気

が引き締まり、頑張ろうという気持ちが湧い

てきます。先輩たちが積み重ねた実績を大事

にしながら尽力してまいりますので、何卒宜

しくお願い申し上げます。

　また、新入会員を募集しております。女性

会は年齢層の幅が広く、会員同士での会話だ

けでも十分に楽しめますので是非ご入会くだ

さいませ。� ＜経営二課＞

【椛澤会長より挨拶】

　前年度まで副会長を３期務めさせていただ

きました。この度、三上前会長の後を引き継

ぎ、会長を務めさせていただきます。

　当会は現在４０名の会員で活動しておりま

す。毎月の理事会、定例会を開催し、会員の

親睦を深めております。また、事業活動で

は、カルチュアロードへの出展や市へ雨傘の

寄贈を行い、地域社会への貢献に努めており

ます。昨年度は新型コロナウイルスの影響に

より各地区での大会は延期、定例会は中止

と、活動はほぼゼロに近い状況でしたが、来

年は当会３５周年、そして延期になった東北

六県連弘前大会が開催される予定です。それ

に向けて会員一人一人が達成感を得られるよ

う、風通しの良い、居心地の良い女性会を目

指してまいります。

　会員数の少ない女性会ですが、定例会の出

席率はいつも高く、なぜか魅力を感じる女性

会。女性会の活動指針である『私たち、弘前

商工会議所女性会はリーダーとして、凛と信

　令和３年５月より弘前商工会議所女性会は

新体制となりました。去る令和３年５月２１

日開催の令和３年度定時総会において、令和

３・４年度会長に椛澤睦子氏（（株）アート不

動産）ほか役員・監事・相談役総勢１９名が

選出され、満場一致で可決承認されました。

【副会長】

　　（株）あきたや� 秋田　麗子　

　　小野美容院� 小野　淳子　

〔新任〕（有）石塚会計センター� 石塚　紀子　

　これまで第三者による事業引継ぎを支援してきた事業引継ぎ支援センターと、
主に親族内承継を支援してきた事業承継ネットワークの機能が統合され、今年
４月から新たに「事業承継・引継ぎ支援センター」として活動が始まっています。
　事業承継にお悩みの方々を全力でサポートいたしますので、下記連絡先まで
お気軽にご相談ください。

主な活動

　◎事業承継（親族内・第三者）に関する相談
　◎Ｍ＆Ａマッチング支援
　◎事業承継計画策定支援
　◎事業承継診断、セミナー実施
　◎経営者保証解除に向けた専門家支援　など

連絡先・お問い合わせ

　青森県事業承継・引継ぎ支援センター
　（（公財）２１あおもり産業総合支援センター）
　ＴＥＬ０１７−７２３−１０４０　ＦＡＸ０１７−７３５−５７７７
　ホームページ　https://www.21aomori.or.jp/jigyou-shoukei/

令
和
３
・
４
年
度
会
長

椛

澤

睦

子

　青森県では、飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐ
ため、飲食店を利用する方に感染拡大防止対策の徹底を呼び掛ける、ポスタ
ー・卓上ＰＯＰ・配布カードのデザインデータを作成しました。
　各飲食店等においてダウンロード・印刷の上、店内外に掲示・設置・配布
いただくことにより、利用者への感染防止対策徹底の呼び掛けにご協力くだ
さい。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/chikatsu/aomoriovation.html

� ＜中小企業相談所＞

【飲食店経営者の皆様へ】

～「お客様へのお願い」グッズデータについて～


