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令和５年弘前商工会議所新春祝賀会

　任期満了に伴う議員改選を受け、第２３２回臨時
議員総会（組織会）が１１月１日に当所会館２階大
ホールで開催されました。
　当日は議員９３人（委任状含む）が出席し、新た
な役員人事等について審議が行われ、満場一致で第
４６代会頭に今井高志氏が再任されました。再任を
受けて今井会頭は、「会頭職の継続にあたり、足元
では長期化する新型コロナウイルス感染症の影響、

原材料・燃料の高騰、最低賃金の引き上げ、税
制手続きの変更など事業者を取り巻く環境は依
然として厳しい状況にある。苦しんでいる事業
者の引き続きの支援、さらには自己変革によ
る新たな挑戦への支援についても行政、関連団
体、各種専門機関と連携を図りながら『頼りに
される商工会議所』として各種事業を積極的に
展開していきたい」と述べました。
　また、副会頭４人は、齊藤嘉春氏、小山内康
晴氏、清藤崇氏、三上美知子氏がいずれも再
任、専務理事には、土岐俊二氏が再任されまし
た。あわせて、前任期をもって退任された方々
のうち議員１期、常議員を１０期務められた藤
村徹氏が名誉議員に就任することになりました。
　なお、常議員ならびに監事については次の通
り選任されました。（仮議席番号順・敬称略）
〇常議員（３３人）＝小山内和寿、三橋一晃、

工藤博文、門前孝治、奈良隆模、工藤武義、山口道
子、小山悟、櫛引利貞、木村公保、吉田暁博、南直
之進、吉川功一、奈良岡隆人、泉誠、白戸均、工藤
清、下山清司、三上千春、熊谷孝志、阿保鉄幸、安
東元吉、旅澤雅士、小山悟、工藤幸久、永澤学、竹
内昭三、藤崎和夫、鹿内勲、工藤隆紀、大西康弘、
三上知見、新戸部洋輔
〇監事（３人）＝三宅誠一、北村裕志、岡井眞

今井会頭再任今井会頭再任　～臨時議員総会（組織会）において新役員体制が発足～　～臨時議員総会（組織会）において新役員体制が発足～

●日　時／令和５年１月４日（水）

　　　　　１７：００　（受付開始１６：００～）

●場　所／フォルトーナ

●会　費／５，０００円（１名様につき）

●申込締切日／１２月９日（金）１７：００まで

●申込方法／別添折込チラシの参加申込書に必要事

項を明記の上、会費を添えて当商工会議所窓口ま

でご持参ください。

（電話でのお申し込みは、トラブル等の防止のため、

　お受けいたしかねますのでご了承ください。）

� ＜総務財政課＞
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2 ２０２２・１１

№ 名称又は氏名

35 東弘電機㈱

36 津軽警備保障㈱

37 ㈱オアシス

38 ㈱ナカムラ

39 ㈱菊冨士

40 ㈱日本チケットアネックス

41 キタエアップル㈱

42 ㈱佐藤長

43 弘果弘前中央青果㈱

44 ㈱光美容化学

45 藤村機器㈱

46 ㈱ユニバース堅田店

47 ㈱ユアテック弘前営業所

48 ㈱ホテルニューキャッスル

49 前田酒類食品販売㈱

50 アップルウェーブ㈱

【立候補受付順】

№ 名称又は氏名

1 横山航平法律事務所　横山航平

2 青森三菱電機機器販売㈱弘前支店

3 ㈱アルク

4 富士建設㈱

5 ㈱弘善商会

6 ㈱寺崎自動車

7 ㈱津軽衛生公社

8 ㈱栄研

9 ㈱東北クリーン

10 税理士法人ライズファーム

11 サンライズ産業㈱

12 ㈱アート不動産

13 ㈱マルノ建築設計

14 ㈱大高住設

15 ㈲二唐刃物鍛造所

16 弘前地区電気工事業協同組合

17 ㈱エクラン一級建築士事務所

№ 名称又は氏名

18 ㈱クロベ

19 ㈲山形商店

20 ㈲吉陣

21 アクサ生命保険㈱弘前営業所

22 ㈲弘前一心堂

23 ㈱大川地建

24 東日本旅客鉄道㈱弘前駅

25 ㈱弘前水道

26 東和電材㈱

27 ニッカウヰスキー㈱弘前工場

28 ㈲小野印刷所

29 油川社会保険労務士事務所　油川安孝

30 フラワー観光㈱

31 ㈲弘前こぎん研究所

32 ㈱三ツ矢商事

33 東北電力㈱弘前営業所

34 ㈱ディーエス開発

　今井会頭をはじめとして齊藤副会頭、小山内副
会頭、清藤副会頭等が１０月７日、弘前市役所を訪
問、櫻田弘前市長及び清野弘前市議会議長へ令和５
年度重点要望事項（要望書）を提出いたしました。
　今回は、最重点要望事項２件を含む計１３件の内
容。その中で、長期にわたるコロナ禍の影響によ
り、中小・小規模事業者が窮状に陥っている昨今を
鑑み、新型コロナウイルス感染症に関わる経済対策
の一環で、長期的継続支援とアフターコロナを見据
えた各支援を、特に最重点要望事項として強く要望
いたしております。また、中心市街地活性化の核事
業である弘前れんが倉庫美術館は、コロナ禍での開
館を余儀なくされたことから、期待されていた来館
者数に到底及ばず活性化の十分な効果を発揮されて
いないので、官民一体となって取り組んでいくよう

要望いたしました。
　今井会頭が「コロナ対応等、状況によってはすぐ
にでも取り組んでいただきたい」と要請したのに対
し、要望書を受け取った櫻田市長は、「必要なもの
に関しては早急に対応していきたい」と述べました。
　この後、市議会議長室を訪れ清野議長、小田桐副
議長に要望書を手渡し懇談、清野議長から「（当所
の）要望事項の実現を後押ししていく」との力強い
コメントをいただきました。
　今後の予定として、弘前市に対して来年２月末日
までの回答を求めております。

☟要望事項全文はこちらの
　ＱＲコードから

　　　　　＜総務財政課＞

ご入会ありがとうございました。（現在会員数２，９８１件）
特別新入会員

事　業　所　名 代表者 住　　　　　所 営業内容

Ｆａｃｔｏｒｙ 菊 池 　 稔 平川市柏木町藤山２７－１０�パークサイド２Ｆ 理容業

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＞

１号議員決定
※１０月１７日の候補辞退締切日をもって立候補者が定数を超えないため選挙を行わず無投票当選となりました。

弘前商工会議所１号議員当選人名簿

弘前市へ令和５年度要望事項を提出弘前市へ令和５年度要望事項を提出

令和４年１１月１日
～令和７年１０月３１日
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　現在『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））病気入院見舞金において、新型コロナウイル
ス感染症罹患時に自宅や宿泊施設で５日以上療養し
た場合についても支給対象としておりますが、引き
続き今年度末（令和５年３月３１日）までこのお取
扱いを継続することといたしました。※

１

　政府における新型コロナウイルス感染者の全数把
握簡略化の運用開始となる発表を受け、全国生命保
険会社一律の動きとして、一般的な医療保険におい
ては、新型コロナウイルス罹患時の自宅療養・宿泊
療養も入院給付金の対象としていたところを、令和
４年９月２６日より支払対象を重症化リスクが高い
方※

２に限定されることとなりました。※
３

　しかしながら、さくら共済は商工業者の相互扶助
の精神に基づき実施される制度であり、その目的と
趣旨を鑑み、新型コロナウイルスの感染拡大により
苦境に立たされた会員事業所の皆さま並びにそこで
働く役職員の皆さまを福利厚生面で支援させていた
だくべく、今年度中は９月２６日以降もこのお取り
扱いを継続するという判断へと至りました。
　病気入院見舞金をはじめ、各種祝金・助成金、保
険金・給付金をご申請の際は、お気軽に当所か引受
保険会社担当推進員へご相談くださいますようお願
い申し上げます。

※１　今後法令の改正等がなされた場合には、必要
に応じてお取扱いが変更となる可能性があります。

※２　重症化リスクが高い方
　６５歳以上の高齢者・入院を要する方・妊婦・重
症化リスクがあり、治療薬の投与または罹患により
酸素投与が必要な方

『『さくら共済』さくら共済』新新型コロナウイル型コロナウイルス感染ス感染症症
自宅療養自宅療養・・宿泊療養宿泊療養によによる病気入院見舞金のお取扱る病気入院見舞金のお取扱い継続についい継続についてて

※３　保険会社や保険商品によってお取扱いが異な
る場合がございますので、詳しくは各保険会社へ
お問い合わせください。

　『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、令和２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い

ております。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。

※共済・福祉制度への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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　当所主催の特別講演会が１０月４日にホテル

ニューキャッスルで開催され、当所会員並びに一般

公開による市民あわせて８０名が聴講しまし

た。このたびの講演会は、多くの会員企

業が長期化する新型コロナウイルス感

染症拡大の影響に苦しむなか、事業

者支援の一環として今後の再起に

向けての心構えなどを学んでいた

だくために開催いたしました。

　講師として、群馬県伊勢崎市の

天台宗照諦山心月院尋清寺住職で

ある髙橋美清（びせい）さんをお招

きし、「諦めず生きる・仏法という

妙薬～やさしい心で一隅を照らす～」

と題しての特別講演をいただきました。

髙橋さんはモデルなどを経てフリーアナウン

サーに転身、平成２３年に天台宗で得度し令和２年

に尋清寺住職を拝命。現在、自身がインターネット

上で誹謗中傷を受けた経験から、悪質な書き込

みに悩む被害者の相談に応じています。

　講演では、仏教の教えを紹介しなが

ら、「悔しいという思いは人に向けた

ら毒になるが、自分に取り込んだら

発奮材料になる」、「人に善かれを、

判断材料にする、誰かのためなら

頑張れる」との苦しい状況での前

向きに生きるヒントをお示しいた

だきました。

　当所では引き続き長期化する新型

コロナウイルス感染症の影響に苦しむ

事業者支援について、最優先課題として

取り組んでまいります。

　建設部会（吉川功一部会長）では、１０月２７日視察研修会

を実施しました。部会員４名が参加し、東京ビッグサイトで開

催された「第４４回ジャパンホームショー」を視察しました。

　本展示会は、国内外の建設関連企業が一堂に会し、建材やイ

ンテリア製品、設備、サービスなど多種多様な製品が出展され

る国内最大級の展示会です。参加者はそれぞれ興味のあるブー

スで熱心に情報収集を行いました。今年はコロナ禍ながらも数

多くの出店があり、以前の賑わいを取り戻しつつありました。

参加者からは、今回初めて出展した企業もあり、新しい技術や

情報を入手できたという声が聞かれました。� ＜経営一課＞

共済フォーラムを開催
　１０月５日と１１月８日の二回にわたって当所
では、会員事業所に対し共済事業を紹介しなが
ら、福祉共済制度への理解を深めてもらうことを
目的とした共済フォーラム（共済福祉制度懇談
会）をホテルニューキャッスルにおいて開催しま
した。この事業は、春にも実施しており通算四回
目となります。　　
　フォーラムでは、アクサ生命保険㈱大森支社長

からアクサグループの概要、最近の状況、健康経
営の意義等についての話がありました。
　ワンポイントセミナーでは今回、富樫営業所長
より『役員退職金制度』に関して解説。個人と法
人での仕組みの違いから、運用方法により生じる
利益差に至るまで、シミュレーションで例示する
など詳細な説明がなされました。
　参加者からは「制度に対する興味がわいた」「詳
細な内容をもっと知りたい」などの声が寄せられ
ました。
� ＜総務財政課＞

髙橋美清氏特別講演会
～コロナ禍での再起に向けた心構えを学ぶ～

建設部会　ジャパンホームショー視察研修会



第７８４号弘前商工会議所会報

5２０２２・１１

　１０月７日、運輸・交通部会（工藤清部会長）、医
療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会長）、生活
商業部会（桑村進部会長）合同で、「弘前れんが倉
庫美術館視察会」を開催しました。
　現在のプログラムは、奈良美智展弘前２００２–２００６
ドキュメント展となっており、参加者は興味のある
作品を熱心に見学し、写真撮影をしていました。
　視 察 会 終 了 後 は 併 設 さ れ て い る ＣＡＦＥ ＆
ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ ＢＲＩＣＫにて懇親会を開
催しました。シードルで乾杯をし、その後もお酒と

料理を楽しみながら異業種間での交流を深めていま
した。参加者からは「初めて参加したが面白かっ
た」「普段話す機会がない事業所の方と接点を持つ
ことができて良かった」など
の声が寄せられました。
� ＜総務財政課＞

運輸・交通部会、医療福祉・専門サービス部会、生活商業部会　合同運輸・交通部会、医療福祉・専門サービス部会、生活商業部会　合同

弘前れんが倉庫美術館視察会弘前れんが倉庫美術館視察会

医療福祉・専門サービス部会医療福祉・専門サービス部会

ボウリング大会で交流を深めるボウリング大会で交流を深める
　医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会長）
では１０月１４日、毎年恒例の部会員親睦ボウリン
グ大会をアサヒボウルにて開催いたしました。
　今回は７事業所から３２名の参加があり、マイ
ボール持参の上級者から、何年かぶりにプレーされ
る方、毎年参加される常連の方、初参加の方など、
様々な参加者が集まり、白熱したゲームが繰り広げ
られました。
　非常に盛り上がったゲームは、２ゲームトータル
３７３点という圧倒的なスコアを叩き出した㈱津軽

衛生公社の宮崎匡和さんの優勝という結果で盛況の
うちに幕を閉じました。
　大会後は焼肉の東天にて表彰式を兼ねた懇親会が
開催されました。当部会の表彰は、くじ引きで参加
者全員に賞品を差し上げており、何が当たるかわか
らないドキドキの展開に、最後まで笑顔の絶えない
ボウリング大会となりました。
　ご参加いただいた皆さ
ま、開催に際して賞品を
ご提供いただいた事業所
の皆さま、誠にありがと
うございました。
� ＜総務財政課＞

〈〈懇親会の様懇親会の様子子〉〉

〈〈優勝者優勝者：：㈱津軽衛生公社宮崎さん(中㈱津軽衛生公社宮崎さん(中))〉〉
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　インボイス制度とは、令和５年１０月１日から

スタートする、消費税に関する新しい制度です。

　消費税課税事業者・非課税事業者問わず「イ

ンボイス発行事業者」となるためには、あらか

じめ税務署へ登録申請をする必要があります。

　令和５年１０月１日の制度開始時からインボイ

スを発行するためには、令和５年３月３１日まで

に登録申請手続きを行う必要があります。申請

から登録番号が発行されるまでは約２か月を要

します。年末年始以降、登録期限間近になると

税務署での相談や手続きが混みあい、登録番号

発行までさらに多くの日数がかかることが予想

されますので、事業者さまにおかれましては是

非ともお早めの登録申請をお願いいたします。

　インボイス制度の詳細については本誌折込み

のチラシをご覧ください。

� ＜経営一課＞

好評につき追加入荷しました！
インボイス制度対策小冊子無料配布中！！
　当所窓口において、インボイス制度について

わかりやすく解説した小冊子『基礎からわかる

インボイス』及び『中小企業・小規模事業者の

ためのインボイス制度対策』を無料で配布して

おります。数に限りがありますのでご希望の方

は経営一課までお問い合わせください。

� ＜経営一課＞

　毎年皆さまよりご好評をいただいております
ビジネスダイアリー２０２３年（令和５年）版が
完成、入荷いたしました。
　今回は、ブラウン調のシックなデザインと
なっております。
　月ごとの予定がひと目で分かる見開きの月間
ダイアリーや、各週の予定の詳細を記入できる
週間ダイアリーなど、日々の業務予定を管理す
る上で便利で充実した内容となっております。
　さらに、月ごとに応じた事務チェックポイン
トや、各種融資制度・共済制度、税務や労務等
経営に役立つ情報も各種掲載しておりますので、
デスクに一冊、ぜひご活用いただきたいと思い
ます。
　ビジネスダイアリーは窓口にて直接お渡しい
たします。
　数に限りがございますのでご希望の方はお早
めにお問い合わせください。� ＜経営一課＞

　一般社団法人青森県中小企業診断協会では、県内

の中小企業者を対象に、財務診断を中心とした経営

診断を実施します。所属の中小企業診断士が、お話

を伺いながら決算書をもとに診断を行い報告いたし

ます。自社の経営課題や改善部分を把握できる機会

となりますので、是非ご応募ください。ご希望の方

は、当所担当課までお知らせください。

○準備するもの　直近の決算書３期分

○お問い合わせ　弘前商工会議所　経営二課

※実施件数に限りがございますので、お早めにお問

い合わせください。� ＜経営二課＞

～　無料経営診断のご案内　～～　無料経営診断のご案内　～

インボイス発行事業者登録はお早めに！インボイス発行事業者登録はお早めに！ ビジネスダイアリーでビジネスダイアリーで
来年の準備、始めませんか？来年の準備、始めませんか？
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第７２回　Ｍ＆Ａについて（その３）
Ｑ　弊社で、経営者が高齢で跡継ぎがいない同

業の会社を買い取ることを考えています。企

業買収の手法（Ｍ＆Ａ）について教えて下さ

い（前回と同様です）。

Ａ　「買収」には、相手企業の株式を買い取る

手法があります。この場合、株主（経営者）

が入れ替わるだけでその他の会社組織は変わ

りませんので、名称変更、新たな許認可取

得、雇用関係の変更・調整、株主総会の承認、

債権者の保護手続等は不要です。

　　他方で、会社を丸ごと買うという性質上、

まとまった資金が必要であることや、労務問

題・簿外債務・不良債権・取引先とのトラブ

ル等の表に出てこない負債やリスク等をよく

調査する必要があります（かような調査を

デューデリジェンスといいます）。また、小

規模な会社では経営者の個性や人柄等の影響

力は小さくないので、突然経営者が変わると

従業員や取引先等の会社関係者が動揺し、会

社から離れていく可能性もあります。よって

その対策を取る必要もあります。

　　次回は最終回で、Ｍ＆Ａ全般に当てはまる

注意事項について述べたいと思います。

（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１２月１４日（水）

　　　　　令和５年１月１１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』』

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「配管技能検

定（学科・実技）試験対策講習」受講生募集のお

知らせです。

　在職中の方を対象とした試験対策講習を下記の

とおり実施します。

【日　時】　１月１１日（水）、１２日（木）、１３日（金）

　　　　　９：００～１６：００

【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】　１０名

【受講料】　１，６００円

【募集期間】１１月１５日（火） ～１２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

　当所名誉議員の須藤惇氏（東
弘電機㈱代表取締役会長）が９
月２１日にご逝去されました。
行年８９歳。須藤氏は昭和５７
年５月に当所議員に就任され
２２年間の長きにわたりご尽力
いただきました。この間、議員
を３期、常議員を５期務められ
たほか、建設部会長をはじめ業
界の要職を歴任され地域経済の振興に多大なる貢献
をされました。なお、議員退任後の平成１６年１２月
からは名誉議員として引き続きご指導をいただいて
おりました。
　ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

須藤惇名誉議員ご逝去

　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。

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 建設 フォークリフト運転技能者 建設・土木作業員 弘前市

２ 介護 介護職員初任者研修 施設介護員 弘前市

３ 看護 看護師 看護師 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。
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として、弘前東高等学校ｅスポーツ同好会の皆さ
んが講師となり、操作方法やｅスポーツの楽しさ
を来場者に伝えました。
　当日は津軽の食と産業まつりの来場者を含め、
２日間で１００人以上が参加し、会場内は熱い戦
いで盛り上がりました。� ＜経営一課＞

　１０月１４日～１６日、弘前市運動公園にて２０２２津軽の食と産業ま
つりが３年ぶりに開催されました。
　長期化する感染症拡大の影響により２年間中止となっていた当まつ
りですが、今回は全面屋外開催をはじめとする各種感染拡大防止策を講じて開催となりました。
　開会式では、津軽の食と産業まつり運営協議会今井会長より、「３年ぶりのまつりを大いに楽しんで
いただき、このまつりを地域経済活性化の大きな起爆剤としたい」とあいさつがあり、まつりの幕開け
を飾りました。
　出展ブースでは飲食・物販・展示ＰＲ等の計８６者が自社商品の販売・ＰＲに努めました。また、友
好都市の「北海道斜里町」、「群馬県太田市」、物産品相互取扱協定都市の「大阪府泉佐野市」、商工会議
所連携都市の「北海道函館市」もそれぞれ出展し、各地の名産品をＰＲしました。
　今回はまつりが開催され２０回目の節目を迎えることから、弘前アレッズ主催の「リアル野球盤大
会」やブランデュー弘前ＦＣ主催の「キックターゲット」、「ブラインドサッカー体験会」等のイベント
も実施したほか、「２０回記念スタンプラリー」や「食産だるま夢くじお楽しみ抽選」等の多数の記念
事業を実施しました。
　また、例年好評を博しているステージイベントは今年、屋外にて特設ステージを設け、よさこい演舞
や音楽ライブをはじめとする数々の演目を披露し、会場を大いに賑わせました。
　期間中の人出は約５９，０００人（実行委員会発表）にのぼり、コロナ禍以前のような経済再開の兆し
が見られる結果となりました。� ＜地域・産業振興課＞

　１０月１５日・１６日、当所青年部（奈良第司会
長）は、はるか夢球場多目的室（津軽の食と産業
まつり会場）にて、パワーデポ弘前店協力のも
と、ｅスポーツ体験会を開催しました。
　今回は、全国高校ｅスポーツ大会にも採用され
ている「ＲＯＣＫＥＴ　ＬＥＡＧＵＥ」の体験会

〈〈賑わいを見せる出店ブー賑わいを見せる出店ブースス〉〉

〈〈リアル野球盤大リアル野球盤大会会〉〉

〈〈今井会長によるあいさ今井会長によるあいさつつ〉〉

〈〈ライスボールによるステージライライスボールによるステージライブブ〉〉

２０２２２０２２津軽の食と産業まつり津軽の食と産業まつり
ご来場いただきありがとうございました！ご来場いただきありがとうございました！

めざせ全国！めざせ全国！
eeスポーツ体験会をスポーツ体験会を

開催しました！開催しました！

〈〈キックターゲットイベンキックターゲットイベントト〉〉


