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　土手町・駅前地区にて弘前ねぷたまつりの合同運
行が３年ぶりに開催しました。
　昨年、一昨年は新型コロナウイルス感染症拡大へ
の懸念から祭り自体が中止となりましたが、今年は
マスク着用や待機中の飲食の制限、飲酒・食べ歩き
禁止等の感染症拡大予防のルールを設けながら実施
しました。
　また、今年は弘前ねぷたが文献に登場し３００年
目の記念となる年であることから、世界的な知名度

を誇るバーチャルキャラクター「初音ミク」とコラ
ボした広報活動や、まちなかのねぷた装飾「城下の
美風」などを始めとする様々な記念事業を実施し、
ねぷた３００年を盛り上げました。
　総参加団体数は４６団体と令和元年度開催時の
７６団体と比較すると減少したものの、沿道では３
年ぶりの開催を心待ちにしていた観覧客が、大いに
弘前ねぷたを堪能する様子が見受けられました。
� ＜地域・産業振興課＞

３３年ぶりの開催年ぶりの開催

弘前ねぷたまつりを終えて弘前ねぷたまつりを終えて
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　次回更新日（令和４年１１月１日）より、さくら共済における新規加入可能年齢（更新日（１１月１日）に
おける年齢）を現状の６０歳から６５歳へ引き上げることとなりました。これに伴い、令和４年１１月１日を
施行日とし、下記の通り規約改正を実施いたしますので、ご加入者の皆様におかれましてはご確認ください
ますようお願いいたします。現行規約全文は当所ホームページ（https: / /www.hcci .or . jp/）に掲載してお
りますのでそちらをご覧ください。
※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）を必ずご覧下さい。

旧　　　　条　　　　文 新　　　　条　　　　文
（加入資格）
第２条　（省略）
（１）　加入時の年齢は、効力発生日において１４歳６箇月

を超え、６０歳６箇月までの者。ただし、６０歳６箇月
までに加入した者は、７０歳６箇月まで継続して加入
することができる。

（加入金額）
第３条　（省略）
　　２　１口は、５０万円とし、加入者１人につき８口を限

度とする。ただし、加入者の年齢が６０歳６箇月を超
えた場合は、その直後の更新日に２口１００万円に切り
替えるものとする。

（加入資格）
第２条　（省略）
（１）　加入時の年齢は、更新日において１４歳６箇月を超

え、６５歳６箇月までの者。ただし、６５歳６箇月まで
に加入した者は、７０歳６箇月まで継続して加入する
ことができる。

（加入金額）
第３条　（省略）
　　２　１口は、５０万円とし、加入者１人につき８口を限

度とする。ただし、３口以上の加入者の更新日におけ
る年齢が６０歳６箇月を超えた場合は、その更新日に
２口１００万円に切り替えるものとする。

附　則
（施行期日）
１０ 　　第２条、第３条第２項の一部改正は、令和４年１１

月１日から施行する。

●本規約改正に伴う『別表第１（第４条関係）』の変更� （単位：円）

保険年齢 性別 １口 ２口 ３口 ４口 ５口 ６口 ７口 ８口

１５歳～５５歳 男性 800 1,600 2,400 3,200 4,000 4,800 5,600 6,320女性
５６歳～６０歳 男性 1,058 2,116 3,174 4,232 5,290 6,348 7,406 8,340

女性 854 1,707 2,561 3,414 4,268 5,121 5,975 6,743
６１歳～６５歳 男性 1,281 2,562

女性 958 1,916
６６歳～７０歳

（更新のみ）
男性 1,630 3,259
女性 1,083 2,166

《お問い合わせ先》総務財政課共済係
《引受保険会社》アクサ生命保険（株）弘前営業所
ＴＥＬ　０１７２－３３－５７４４� ＜総務財政課＞

『『さくら共済さくら共済』』新規加入可能年齢の引上げとそれに伴う規約改正についてのお知らせ新規加入可能年齢の引上げとそれに伴う規約改正についてのお知らせ
≪入院給付金付災害割増特約≪入院給付金付災害割増特約・・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（（団体型団体型））≫≫

『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』
―映画の歴史を変えた大ヒットシリーズ、ついに完結―
　地球を支配するのは人類か恐竜か、それとも共存という夢
はかなうのか？
　２９年にわたり恐竜と人類の闘いと絆という両極を描いて
きたシリーズが、ラストにすべての予想を遥かに超える答え
を提示する。

　当所恒例となった、弘前商工会議所共済制度加入者対象の
映画鑑賞会開催のお知らせです。
●上映日時　令和４年９月６日（火）１９：００～
●場　　所　イオンシネマ弘前
　現在、弘前商工会議所共済制度にご加入されている方は、
引受保険会社であるアクサ生命保険㈱の担当推進員までお問
い合わせください。
　共済加入者以外の方につきましても、抽選で１０名の方を
ご招待いたします。

ご希望の方は、下記にてご応募ください。
官製ハガキ：〒０３６－８５６７弘前市上鞘師町１８－１
弘前商工会議所共済制度映画観賞会チケットプレゼント係
メール：info@hcci .or . jp
事業所名・所在地・ご担当者様氏名・電話番号・希望枚数（１
事業所２枚まで）をご明記ください。
当選者の発表は招待券の発送をもって代えさせていただき
ます。
（締切は８月３１日（水）必着）

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては中止とさせ
ていただく場合がございますこと、あらかじめご了承くださ
い。またご来場の際は、感染拡大予防対策の一環として、マ
スクの着用、手指の消毒、入場時の検温等にご協力ください
ますようよろしくお願いいたします。

� ＜総務財政課＞

弘前商工会議所共済加入者還元事業　映画観賞会開催のお知らせ映画観賞会開催のお知らせ
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　高校生ファッション
№１を競う全国大会
「ファッション甲子園」
がいよいよ８月２８日
（日）に弘前市民会館で
開催となります。
　全国からの応募総数
２，１０８点の中から一次
審査を勝ち抜いた３３点
（１８都道府県２２校３３
チーム）が弘前に集い、
３年ぶりにファッショ
ンショー形式の公開審
査で上位を競います。
　青森県からは２校６
チームが出場し、弘前市からは弘前実業高校５チー
ムが出場します。
　最終審査会当日は、新型コロナウイルス感染症拡
大防止対策を十分に講じた上で、有観客での開催と
いたします。
　座席数に制限を設け、前売り券（一律５００円）の
みの販売といたします。
≪ご注意ください≫
当日券の販売はいたしませんので、事前に前売り
入場券をご購入ください。
チケットをお持ちでない方は入場できませんの
で、購入されたチケットは当日忘れずにお持ちく
ださい。

【第２１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２０２２）前売り入場券販売
所】
〈弘前市〉弘前商工会議所／さくら野百貨店弘前店／
中三弘前店／ヒロロ１階インフォメーション
〈五所川原市〉ＥＬＭインフォメーション
〈青森市〉成田本店しんまち店
※各販売場所無くなり次第終了（当日券なし）

☆最終審査会は当日YouTubeにて
ライブ配信も行います☆
視聴方法やその他詳細につきまして
は、公式ホームページにてご確認く
ださい。
【ファッション甲子園ホームページ】
http: / /www.f-koshien.com

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２０２２」、
「２０２２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
ざいます。
【協賛企業・個人協賛のご氏名】

（順不同・敬称略）
事　　　　業　　　　所　　　　名

㈱日産サティオ弘前 カネショウ㈱ ㈱山武

弘前ガス㈱ ㈲弘前こぎん研究所 青森放送㈱弘前支店

㈱角長 ㈱スコーレ ㈱青森テレビ弘前支社

㈱栄研 弘前市旅館ホテル組合 青森朝日放送㈱弘前支社

㈱弘前天賞堂本店 アップルウェーブ㈱ 一般財団法人愛成会

和電工業㈱ （公社）弘前観光コンベンション協会 社会福祉法人つがる三和会

藤村機器㈱ ㈱ホテルニューキャッスル みちのくホテル㈱

㈱南建設 ㈱佐藤長 イマジン㈱弘前パークホテル

弘和建設㈱ ㈱ラグノオささき ㈱協同弘前支局

㈱津軽衛生公社 青い森信用金庫 ゼネレールホームサービス㈱

㈱マルノ建築設計 ㈱大高住設 ㈲三照堂

弘南バス㈱ 吉川建設㈱ ㈲エポックス

㈱介護サポート ㈱アルク ㈲みちのく電気工業

㈱西村組 税理士法人ライズファーム 中畑歯科診療所

㈱ユアテック弘前営業所 弘前地区電気工事業協同組合 くどうかんばん

東和電材㈱ ㈱大伸管工業所 ひろさき光線治療院

㈱大川地建 フラワー観光㈱ ㈲鈴屋

六花酒造㈱ ㈱角弘弘前支店 ひつじ家

㈱小林紙工 ㈲二唐刃物鍛造所 竹浪釣具店

弘果�弘前中央青果㈱ 富士建設㈱ 宅配弁当�ふるや

㈱第一ビル管理センター ㈱堀江組 ㈱ぷらす

㈱産交 ＮＴＴ東日本�青森支店 美容と癒しの隠れ家
サロン�B-make

㈱みちのく銀行 東北電力㈱弘前営業所 青森綜合警備保障㈱弘前支社

㈱永澤興業 ㈱青南商事 弘前建設業協会

㈱光美容化学 ㈱陸奥新報社 えびす代行

㈱小山せんべい店 ㈱青森銀行 ㈱日専連旅行センター
弘前支店

東北電力ネットワーク㈱
弘前電力センター ㈲小野印刷所 みちのくコカ・コーラボトリング㈱

弘前営業所

津軽警備保障㈱ ㈱アート不動産 ㈱弘前丸魚

㈱エクラン一級建築士事務所 東奥信用金庫

㈱シバタ医理科 フジプラント㈱ ※７／２５現在

� ＜総務財政課＞

本年は議員選挙
８／３１まで会費納入のお願い
　令和４年度会費の納入はお済みでしょうか？
　今年度は、当所の現役員・議員の任期満了に伴う議員改
選の選挙年となっております。実施につきまして選挙権・
被選挙権ともに事前に会費をお納めいただくことが必要
となります。
　選挙権、被選挙権は会費・特定商工業者負担金の完納後
に権利が発生しますので、権利の行使にあたりましては、
納入期限の８月３１日（水）までに必ずお納めくださいま
すよう、よろしくお願いいたします。
　なお、お送りしている振込用紙で記載されている金融
機関をご利用いただきますと、手数料無料でご納入いた
だくことができます。
　期限内の納入につきまして、ご理解の上、何卒よろし
くお願い申し上げます。� ＜総務財政課＞

第第２２１回全国高等学校１回全国高等学校
ファファッッショションデザイン選手権大会ンデザイン選手権大会
（（ファファッッショション甲子園ン甲子園２０２２０２２２））

８月８月２２８日８日（（日日））開開催催！！
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ご入会ありがとうございました。（現在会員数２，９９２件）
事　業　所　名 代表者 住　　　　　所 営業内容

White�Hirosaki�Dental�Office 小 田 莉 穂 弘前市大町二丁目３－１２�横山ビル２Ｆ 歯科診療所

GOLF�BAR 外崎優里佳 弘前市本町８５－１�グランドビル２Ｆ バー

まんま処 大八木こずゑ 弘前市三岳町３－４ 飲食業

美の保健室�SOLEIL 漆畑誌小利 弘前市品川町１４２－１ リラクゼーション業

（個人での登録） 三 上 幸 雄 青森県弘前市紙漉町１０－４ 経営コンサルタント業

BONITO 成 田 友 子 弘前市駅前町１５－１０ 美容業

床補修KAWA 川 村 泰 之 弘前市浜の町東三丁目７－４３ 塗装工事業

複合サービスvon 三 橋 和 敬 弘前市門外一丁目１３－１３ 自動車整備業

小西アパート 小西真理子 弘前市桔梗野四丁目３－９ 不動産業

㈱兎月 一 戸 和 紀 弘前市寒沢町１６－８０�山下荘２０６号 機械器具小売業

㈱アイビーケア 小笠原貞子 弘前市寒沢町１６－３６ 老人福祉・介護事業

事　業　所　名 代表者 住　　　　　所 営業内容

㈱髙杉電気 髙 杉 弘 文 弘前市鬼沢菖蒲沢１６８ 電気工事業

清水野茶屋 三 上 久 子 弘前市清水森下川原３６－６ 飲食業

（個人での登録） 工 藤 大 作 弘前市北園二丁目１０－２５ 卸売業

K-Glanz 倉 光　 豊 弘前市新里東里見１３７－１ 自動車整備業

丸鶏ダイニング�Flame 岡 崎 義 弘 弘前市駅前町６－９�サンズビル１階Ｂ号室 飲食業

新入特別会員

事　業　所　名 代表者 住　　　　　所 営業内容

㈱Airgead 須 藤 銀 雅 東京都中野区中野区中央１－２０－３４�コート矢口１Ｆ パン・菓子製造業

会員登録情報の変更はございませんか？
移転等による所在地の変更、代表者等の変更が生じましたら、お手数ですが、
ご連絡をお願いいたします。
� ＜総務財政課＞

　７月１３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。この坐禅会は、平成６年に故清
藤前会頭が当部会（旧専門サービス部会）の部会長であった
時に立ち上げ、今年で２９年目になる事業です。
　はじめに、三浦住職から手や足のくみ方などの説明を受
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１４名の参加があり、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＞

坐禅会で清々しい朝を過ごす
　～医療福祉・専門サービス部会～

新型コロナウイルス関連の支援制度につきまして、後半のページでご案内しておりますので、引き続きご活用ください。
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Ｕターン人材等の採用を後押しします！
弘前市では、地元企業へのＵターン就職等を後押し
するため、２つの支援制度を設けています。

事業名 制度概要 交付額

東 京 圏 ＵＪＩ
タ ー ン 就 職 等
支援金

東京２３区に５年以
上在住または通勤
している方が、弘
前市へ移住し、県
内企業へ就職等を
した際に、移住支
援金を交付します。

１００万円（単身の
場合は６０万円）
※今年度から１８歳
未満の子どもと一
緒での移住の場合、
子ども１人あたり
３０万円を加算。

Ｕターン就職等
支援金

東京圏ＵＪＩター
ン就職等支援金の
対象とならない県
外在住の弘前市出
身者が、弘前市に
Ｕターンし、県内
企業へ就職等をし
た際に、支援金を
交付します。

５０万円（単身の場
合は３０万円）

　Ｕターン就職等の支援制度の対象となる就職先
は、原則、青森県公式就職情報サイト「あおもり
ジョブ」に求人登録した企業となります。ぜひ登録
をお願いします。
→「東京圏ＵＪＩターン就職等支援金」
　の求人登録はこちらから

→「Ｕターン就職等支援金」
　の求人登録はこちらから

　【お問い合わせ】
　弘前市商工部商工労政課雇用支援係
　ＴＥＬ　０１７２－３５－１１３５（直通）
　ＦＡＸ　０１７２－３５－１１０５

在職の方のスキルアップに在職の方のスキルアップに（受講生募集）（受講生募集）

　青森県立弘前高等技術専門校から「職業訓練指
導員試験事前講習（指導方法）」受講生募集のお知
らせです。
　在職中の方を対象とした試験対策講習を下記の
とおり実施します。
【日　　時】　９月２７日（火）、２９日（木）、
　　　　　　１０月４日（火）、６日（木）
　　　　　　１８：００～２１：００
【場　　所】　弘前高等技術専門校
　　　　　　（弘前市大字緑ヶ丘一丁目９－１）
【定　　員】　２０名
【受 講 料】　１，０００円
【募集期間】　８月９日（火）～９月５日（月）

　青森県立弘前高等技術専門校から「ＣＡＤ基本
操作講習」受講生募集のお知らせです。
　在職中の方を対象とした職業訓練「ＣＡＤ基本
操作講習」を下記のとおり実施します。
【日　　時】　１０月３日（月）、５日（水）、７日（金）、
　　　　　　１１日（火）、１３日（木）
　　　　　　１８：００～２１：００
【場　　所】　弘前高等技術専門校
　　　　　　（弘前市大字緑ヶ丘一丁目９－１）
【定　　員】　１５名
【受 講 料】　１，３００円
【募集期間】　８月９日（火）～９月１２日（月）

【申込方法】
　ＦＡＸ・郵送または電話でお申し込みください
（募集締切日必着）。※受講申込書は同校ホームペー
ジからダウンロードできます。詳細は同校ホーム
ページをご覧ください。

青森県立弘前高等技術専門校－在職者訓練 で検索

【お問い合わせ先】
弘前高等技術専門校（在職者訓練担当）
（ＴＥＬ）３２－６８０５　　（ＦＡＸ）３５－５１０４

ひろさき移住サポートセンター東京事務所　無料職業紹介事業
～求人情報を募集しています～

　ひろさき移住サポートセンター東京事務所では、首都圏などから弘前市への移住を希望する方（移住検討者）に、
働き手を探している地元企業等の仕事をあっせんする無料職業紹介事業を実施しています。
　弘前市への移住検討者の雇い入れに興味がある事業者はぜひ求人票を提出してください。

▽利用条件　・弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村に事業所を有する企業等
・弘前市への移住検討者の雇い入れにご理解いただいたうえでの求人であること。
▽提出方法　まずは、ひろさき移住サポートセンター東京事務所にご連絡ください。
詳細は弘前ぐらしホームページをご覧ください。
（https: / /www.hirosakigurashi . jp/consult / tokyo-office/#intro）

問ひろさき移住サポートセンター東京事務所（電話　０３－６２５６－０８０１）
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　自社既存製品等の新たな販売先獲得を目的とした
取組に対し、要する経費の一部を補助します。

（１）補助対象者

・県内の創業者、県内に事業所を有する中小企業者、
ＮＰＯ法人、農事組合法人等
・中小企業者等と農林漁業者の連携体

（２）対象事業

①　県外展示会等出展事業
②　ＷＥＢ・デジタルコンテンツ活用事業
③　商品力・取引力向上事業
　　（パッケージリニューアル、

知財取得、営業人材育成）

（３）補助上限額・補助率

　　補助上限額１００万円・補助率１／２

（４）事業ごとの補助上限額と補助対象経費

①　県外展示会等出展事業…１００万円
職員旅費、会場借上料（小間料）、借損料（機器
リース、レンタル料）、通信運搬費、原材料費、
印刷製本費、広告宣伝費（オンライン展示会出展
料）、委託料（小間装飾料を含む。）

②　ＷＥＢ・デジタルコンテンツ活用事業…５０万円
委託料（ＨＰ作成・改修・機能強化、動画制作、
デジタルカタログ製作）、広告宣伝費（ＷＥＢ広告）

③　商品力・取引力向上事業…５０万円
●製品パッケージリニューアルに係る経費
　委託料
●知財取得に係る経費
　知財取得経費（知財出願経費、技術導入費、
　先行技術調査費）

●営業人材育成に係る経費
　専門家謝金、旅費（専門家、職員）、受講料

※①～③の事業の中から１００万円を上限に複数の事
業を選択し実施できます。

（５）補助事業の要件

以下のいずれかの目標を設定すること。
◎補助事業終了後の付加価値額※又は一人当たりの
付加価値額の伸び率が３％以上であること。

◎補助事業終了後１年以内に給与支給総額年率平均
１．５％以上増加すること。

◎補助事業実施による商談件数、成約件数等の自社
の数値目標を設定し、掲げること。
※付加価値額とは、製品の生産活動やサービスの提
供活動を行うことにより、新たに加えられた価値で、
以下の算出による。
付加価値額　＝　営業利益　＋　人件費　＋　減価償却費

（６）募集期間

　令和４年８月１６日（火）～９月１６日（金）

（７）応募方法

　下記２１あおもり産業総合支援センターのＨＰか
ら申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、
期限までに提出先までご送付又はご持参ください。
　https://www.21aomori.or.jp/consultation/hojokin

【申込先・問合せ先】
（公財）２１あおもり産業総合支援センター
　　　取引・情報推進課
〒０３０－０８０１青森市新町２丁目４－１青森県共同ビル７階
電話：０１７－７７５－３２３４／ＦＡＸ：０１７－７２１－２５１４
E-mail :hanro@21aomori .or . jp

第７回事業再構築補助金

当所支援・採択事業者数１５者（第５回まで）
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当
面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロ
ナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応す
るために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、
事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、
思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の
挑戦を支援する国の補助制度です。
【補助金額・補助率】
＜通常枠＞

従業員数 補助金額
２０人以下 １００万円～２，０００万円
２１人～５０人 １００万円～４，０００万円
５１人～１００人 １００万円～６，０００万円
１０１人以上 １００万円～８，０００万円

＜補助率＞
　中小企業者等２／３
　（６，０００万円を超える部分は１／２）
※その他特別枠があります

【公募について】
　締切：令和４年９月３０日（金）１８：００厳守
　※「ＧビズＩＤ」による
　　電子申請のみ受付
【問合せ先】
　　　補助金事務局
　　　℡０５７０－０１２－０８８

第９回小規模事業者持続化補助金

当所支援・採択事業者数４４者（第７回まで）
　小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直
面する制度変更等に対応するために取り組む販路開
拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地
域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向
上と持続的発展を図ることを目的として、持続的な
経営に向けた経営計画に基づく事業を支援する国の
補助制度です。
【補助上限額・補助率】

類型 補助上限額 補助率
通常枠 ５０万円 ２／３

賃金引上げ枠 ２００万円 ２／３
赤字事業者３／４

卒業枠 ２００万円 ２／３
後継者支援枠 ２００万円 ２／３
創業枠 ２００万円 ２／３

インボイス枠 １００万円 ２／３

【公募について】
　締切：令和４年９月２０日（火）
　※「ＧビズＩＤ」による
　　電子申請または郵送
【問合せ先】
　　　補助金事務局
　　　℡０３－６６３２－１５０２

� ＜中小企業相談所＞

令和４年度【第２期】新事業展開等促進事業（販路開拓コース）公募のお知らせ

事業再構築補助金・小規模事業者持続化補助金が公募中です事業再構築補助金・小規模事業者持続化補助金が公募中です
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第６９回　運転中にナビを見ては

　　　　　いけない！？
Ｑ　運送業をしています。運転中にナビやテレ

ビを見てはいけないと聞きました。本当で

しょうか。

Ａ　意外に思われるかもしれませんが、運転中

にナビやテレビの画面を注視することは禁じ

られています。「注視」とは「じっと見るこ

と」ですので、瞬間的に見ることまでは禁じ

られていません。概ね２秒以上が注視と言わ

れたりしますが、運転中は極力画面を見ない

ようにし、目的地を探したり設定するような

場合には安全な場所に停車してから行いま

しょう。

　　携帯電話やタブレット、パソコンなども同

様で、運転中は使用しないでください。停車

中は使用可能ですが、前車が発進したことに

気づかないなど周囲に迷惑を掛けることもあ

るので、十分に注意してください。

　　他に、運転中に携帯電話を手に持って通話

することも禁じられています。停車するかハ

ンズフリーに切り替えて使用してください。

　　従業員の過失による事故は、原則として会

社が使用者責任を負いますので、従業員にも

周知を徹底してください。

（横山航平法律事務所　弁護士　横山航平）

企業法企業法務務ＴＴＯＯＤＤＡＡＹＹ
〜〜知知っっててててよよかっかったた法律知法律知識識〜〜

　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４年９月１４日（水）

　　　　　令和４年１０月１２日（水）

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ＴＥＬ：３３－４１１１経営一課まで）

� ＜経営一課＞

お気軽に相談お気軽に相談をを！！！！
『『行政書士相談行政書士相談日日』』

　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。

職業訓練修了者情報

受講訓練
受講期間

免許・資格・
専門知識・技術等

希望職種
希　望
勤務地

１
Webプログラ
ミング科
６ヶ月

危険物取扱者（乙種）
２級ボイラー技士
簿記実務検定２級
珠算能力検定３級

事務

弘前市
黒石市
五所川
原市

２

簿記・ファイナ
ンシャルプラン
ナー養成科
６ヶ月

日商簿記３級 事務 弘前市

人材不足分野求職者情報

人材不足分野
免許・資格・
専門知識・技術等

希望職種
希　望
勤務地

１ 看護 看護師 看護師 弘前市

２ 建設 フォークリフト運転技能者
フォークリフト
運転作業員
土木作業員

弘前市

３ 建設 ８トン限定中型自動車免許
建設・土木作業
員

弘前市
平川市

※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。

　依然として新型コロナウイルスの影響を受けて厳

しい経営環境が続いている現状を鑑み、当所では先

月に引き続き、８月２４日に日本政策金融公庫と合同

で事業継続のための財務見直し相談会を開催します。

　「融資を受けたがそろそろ据置期間が終わるので

不安」「返済に関する相談がしたい」「改めて融資を

申し込むことはできるのか」など、令和４年９月ま

で延長になったコロナ対応融資のご案内や、借換、

条件変更も含めて、事業を継続するための様々なご

相談を承ります。併せて、補助金等の支援施策につ

いてもご相談いただけます。個別相談会となってお

りますので、詳しくは折込チラシをご覧いただき、

お申し込みください。

　また、日程外のご相談についても随時お受けして

おりますのでお電話ください。

※原則、日本公庫の借入に関する相談会となります。

※ご融資、条件変更などをお約束するものではあり

　ません。

� ＜中小企業相談所＞

弘前商工会議所・日本政策金融公庫弘前支店合同

第４回　新型コロナウイルス対応

事業継続のための財務見直し相談会を開催します
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～弘前ねぷた３００年祭～弘前ねぷた３００年祭
特別運行について～特別運行について～

～第～第２２１１回よさこい津軽開催～回よさこい津軽開催～
　昨年、一昨年と過去２回に亘り中止となった

「よさこい津軽」は今

年感染症拡大予防に十

分に配慮し、規模縮小

のうえ３年ぶりに開催

いたします。

　よさこい団体の演

舞をぜひ会場でご覧ください。

【第２１回よさこい津軽】

日時：令和４年９月１８日（日）

　　　１０：００～１５：００

場所：弘前市土手町通り

　　　（中土手町・今年は１会場のみ）

　　　※カルチュアロードと同日開催となります。

� ＜地域・産業振興課＞

　弘前ねぷたは、１７２２（享保７）年に初めて文献
に登場して、２０２２（令和４）年に３００年という
記念を迎えることから、この度の節目を祝し「弘
前ねぷた３００年祭特別運行」を実施いたします。

【弘前ねぷた３００年祭特別運行】
日時：令和４年８月２７日（土）、２８日（日）
　　　２７日（土）１８：３０～２０：００
　　　２８日（日）１１：００～１２：３０
場所：弘前市駅前地区（和徳～弘前駅前エリア）
概要：県内他地区ねぶたや斜里町、尾島ねぷたと
　　　コラボし、まちなかにて合同運行を開催
※基本的な感染防止対策や事業の詳細は弘前観光
コンベンション協会公式ホームページよりご覧
ください。
� ＜地域・産業振興課＞

料飲・観光部会主催
会員交流ビアパーティー
『第６回ＨＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会』を開催します！！
料飲・観光部会（福士圭介部会長）では、９月
２３日（祝・金）に会員交流ビアパーティー
「ＨＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会」を開催します。
これまで計５回開催されている納涼縁会ですが、
毎回多くの会員事業所の皆様にお越しいただい
ております。
恒例となったオダギリユタカ氏による軽快な司
会と歌謡ショー、当部会員による飲食ブース出
店や超豪華景品が盛りだくさんの大抽選会でお
楽しみいただけます。
事業所の皆様、ご家族ご友人を誘ってのご参加
をお待ちしております。

≪開催概要≫
開催日：令和４年９月２３日（祝・金）
場　所：土手町コミュニティパーク
開催時間：１５：００～１９：３０
チケット制：１セット３，０００円（５００円×６枚、抽選券）

≪前売チケット販売について≫
チケット制となりますので事前に前売チケット
をご購入ください。
販売場所：弘前商工会議所５階事務局
販売期間：８月２２日～９月２０日

◇詳しくは折込チラシをご確認ください◇

� ＜地域・産業振興課＞

　７月７日フォルトーナにて、東北六県商工会議所女性会連合会総会弘前
大会が開催されました。
　この大会は毎年各県で持ち回りの開催となっており、弘前での開催は初
めてとなります。本来であれば２０２０年の開催を予定していましたが、コ
ロナの影響により２年延期となり、今年３年目にしてようやく開催となり
ました。
　会員大会ではご来賓に青森県副知事、弘前市長をお招きし、祝辞を頂戴
しました。また、（福）弘前乳児院、（福）愛成会児童養護施設弘前愛成園へ
の寄付金贈呈や会員の功労者表彰等が行われました。大会後には講師に三村知事夫人の三村三千代氏をお招き
し、「紫式部と清少納言～平安時代の女性の生き方」と題し講演いただきました。
　今回の大会はオンラインを用いたハイブリッドでの開催となっており、東北６県の４２女性会から約６０名
が来場し、約４２０名がオンラインで参加しました。当日は配信トラブルもなく無事盛大に終えることができ
ました。� ＜経営二課＞

〈〈東北六県女連東北六県女連　　佐藤万里子会長の挨佐藤万里子会長の挨拶拶〉〉

〈〈会場の様子会場の様子〉〉

東北六県商工会議所女性会連合会総会弘前大会開催東北六県商工会議所女性会連合会総会弘前大会開催


