ヘッドライン
◇もっとひろさき
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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９回 弘前商工会議所「街づくり大賞」が決定‼
「街づくり大賞」は、弘前市において商工農

「街並み景観部門」……建築物等を対象として

の靜一氏が肥料と農薬の店として商売を興し、

業をはじめ、各界の分野において地道な活動で

街並みに配慮したものおよび地場の風土に調和

二代目の修氏、三代目の健宏氏へと引き継が

地域の振興発展に寄与する等、元気ある街づく

し弘前らしさを出しているもの

れ、現在は、亡くなられた三代目の妻の弘子氏

りに功績のある方々を表彰し、その不断の努力

点を選定

を称えるために制定されたもので、このたび第
9回目の大賞が決定致しました。
「地場産業振興部門」……経済活動を通じて地

※今年度は２

①養生幼稚園

が四代目を引き継いでいる。弘子氏が四代目を
引き継いだ際に心機一転の思いを込めて看板の
文字は当時のままに金箔のみを修復、農薬と肥
料の入り混じった匂いが漂う店内に足を踏み入

域の振興に寄与しているものもしくは地場産業

れると漆喰の天井や木製の事務机など、まさに

の振興と宣伝に寄与しているもの

創業当時からそのままのたたずまいが残されて
いる。商人の町として栄えた松森町にあって、

ブナコ漆器製造㈱

往時を偲ぶ金看板とともに威風堂々とした間口
の広い商家の建物は大切に保存継承され弘前ら
明治39年に伊東家旧宅の隣で開園された養生
幼稚園は、市内に現存する最も古い歴史のあ
る幼稚園。昭和７年に園児が冬でも安心して遊
べるように遊具室と遊技室を新たに設置、創立

しい景観を演出している。
「地域文化振興部門」……地域の文化振興に寄
与しているもの
弘前やまぶき会

当初からの木製滑り台や角の丸くなった棒積み
昭和38年の創業以来、日本一の蓄積量を誇る

木、今では見られない箱型のブランコをはじめ

県産「ブナの木」の有効活用による「ブナコ漆

多数の遊具が室内に残る。また、嘉永５年に長

器」を独自の技法を駆使してひとつひとつ丁寧

州の吉田松陰が北方視察の途中に立ち寄り会談

な手仕事で製造。ブナコ製品は年輪を思わせる

した部屋は「松陰室」と名付けられ、現在も当

美しい模様と割れや狂いがなく耐水性に優れた

時のままに大切に保存されている。平成１７年に

コーティングにより主に食器用漆器として親し

は園舎の改築が行われモダン建築の新しい建物

まれてきたが、経営環境の変化に伴い平成14

となり、木材をふんだんに用いた園舎では木の

津軽手踊りの伝承と福祉施設への慰問を目的

年には売り上げの大方を占めていた食器用への

温もりや懐かしさが染み込んでいる遊具もその

として昭和50年の発足以来、数々の大会にも出

依存からの脱却を目指して新しいブナコの可能

ままに園児が大切に利用している。伝統ある養

場、全国大会での優勝による内閣総理大臣杯の

性を追求。以後、厚さ１ミリの薄いブナの木を

生幼稚園の風情は由緒ある門構えと傘様に枝を

受賞も重ねるなど、手踊りの名門として全国に

透かしてじんわりと広がるやわらかな光を演出

伸ばした市内でも稀にみる見事な老松の美しさ

知られている。津軽民謡のリードに合わせ三味

する照明器具としての「ブナコランプ」の開発

と相まって弘前らしい景観を演出している。

線や太鼓の伴奏が奏でられるなか舞台に花を添

を皮切りに和でもあり洋でもある新しいブナコ
の世界が誕生。デザイン性の高いインテリアと

②㈲高木靜一商店

える津軽手踊りは郷土芸能として長く親しまれ
ており、特に華やかな衣装を身にまとい扇子や

しての数々の新しいブナコグッズを製品化し、

傘などを鮮やかに操る子どもたちの華麗で愛く

首都圏でも高級インテリアショップやセレク

るしい姿は多くの人々の共感をよびながら次の

トショップが競って取り扱うなど高い評価を得

世代へと受け継がれている。ボランティア活動

ている。平成19年には土手町にショールームを

も積極的に行い、中国・アメリカ・ロシアなど

オープン、海外への市場拡大も積極的に展開す

の海外公演でも高い評価を得ている弘前やまぶ

るなど、創業以来、独自に築き上げてきた確か

き会は、将来を担う子どもたちの指導育成にも

な技術による地域資源を生かしての新たな取り

力を注いでおり、その熱心な取り組みは伝統文

組みは地場産業の振興と宣伝に大きく寄与して
いる。

昭和４年創業、市内でも数少なくなった金文
字看板が風格と趣を添える高木靜一商店。初代

化の継承と子どもたちの健全育成に寄与するな
ど地域文化の振興に大きく寄与している。
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新しい議員さんです

議員

平成 21 年 12 月 15 日

もっとひろさき 〜まちそだて大使からの提案〜

議員の職務執行者変更届が出されましたの
で、お知らせいたします。（敬称略）

「まちそだて大使制度」は、当商工会議所が今後さらなる地域振興を
図るために、任命大使から助言・提案等をいただく独自の制度です。
今回は、小学館入社後にコミック編集局編集長や室長を歴任、現在も

㈱陸奥新報社

編集部嘱託として活躍されている千葉県在住の毛利和夫（もうりかず

代表取締役

お）大使からの提案です。

田付

〜弘前には自然と史跡と旨いものの３つの要素がある！〜

昭夫

首都圏に住む人々は、時間とカネがあればどこかへ出かけたいと思っ
ています。時間もカネも乏しい最近は、近郊の高尾山や鎌倉がとても人
気になっており、土日などは老若男女で身動きも取れないほど混雑しま

チャリティー
ダンスパーティー開催

す。これは、日帰りで行けることのほか、そこには自然（山・海）と史跡（寺・社）と旨いもの
（そば・スイーツなど）があります。この３つが動員の要素だとすれば、弘前には３つとも揃っ
ています。今回は弘前の禅林街でその要素を満たす提案です。
〜禅林街は世界文化遺産に登録されてもおかしくない！〜
弘前のすばらしい拠点である禅林街を知っている東京の人はあまりいません。実は私も今年初
めて訪れましたが、長勝寺を背にしてこの街を見たときには身震いをしたのを思い出します。世
界でも珍しいこの寺院街をまず日本中に知らしめるための３つの提案をさせていただきます。
①三十三のお寺すべてに一寺一物の売り物を作ること。例えば、茶店（だんご・和菓子・せんべ
い・アップルパイ・おにぎりなどの一品とそれに合わせた飲み物だけ提供する小さな店）やそば
処、座禅体験、こぎん刺しの店、宿坊など、地元産品のアンテナショップを兼ねても良い。お寺
がすべて参加するのはたいへんかもしれないが、交代制や休日のみの営業とするなど工夫しだい
では、地元の産業振興と雇用促進にもつながると思います。
②すべての寺に朱印をおき、全部集めると願いが叶うといったキャッチフレーズを作ること。例
えば和紙で朱印帳を作ったり各寺の由来を紹介したパンフレットを作成、若者には「縁結び」、

当所女性会（阿部勢津子会長）は11月13日、

お年寄りには「健康と長寿」をキーワードに願掛け祈願できるようにすると面白いのでは。

「2009チャリティーダンスパーティー」をホテ

③長勝寺の山門横の岩木山が見える場所を撮影ポイントとして整備すること。例えば足湯を引く

ルニューキャッスルで開催しました。今回で18

とか、林檎の銘木を植えるとかするなど、名所の記念場所・ランドマークとしてはどうか。

回目となるダンスパーティー会場では、約300

禅林街は世界文化遺産に登録さてもおかしくない文化遺産だと思います。観光と遺産とは相反

名の華やかな衣装を身に付けた方々が、軽快な

するようですが、岐阜の白川郷や島根の石見銀山など、両立させているところはたくさんありま

リズムやゆったりとしたメロディーに合わせダ

す。ユネスコへの推薦は文化庁だけができるようですから、文化庁への不断の働きかけが必要だ

ンスを楽しみました。また、弘前ダンス教室の

と思いますが、白神の自然遺産と弘前の文化遺産が両輪となればいいですね。

中山義崇先生・路坪子先生によるデモンストレ

以上、今回は毛利和夫大使からの提案をご紹介いたしました。毛利大使が今年６月にご友人と

ーションが披露され、場内は拍手が鳴りやみま

ともに来弘された際、当所の新戸部会頭と本制度の三宅誠一運営委員とも懇談の機会がありま

せんでした。この日のパーティー収益金の一部

したが、禅林街の魅力も大きなテーマとなりました。このたび具体的な提案をいただきましたの

を弘前公園に訪れる観光客、市民のため雨傘を

で、これまでに各大使からいただいている提言とあわせて、今後、運営委員会等で協議検討のう

寄贈する予定です。

え作業を進めてまいります。本誌では、引き続きまちそだて大使からの助言、提案などを掲載し
＜経営支援課＞

新入会員紹介
事 業 所 名

ていきます。

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数 2,612 件 ( 特別会員含む）
代 表 者

住

所

営 業 内 容

㈱おふぃすあるまじろ

工藤

武美

撫牛子三丁目16−20

一般食品、酒、タバコ等の卸・小売

㈱ユニバース

ユニバース南大町店

中嶋

康夫

南大町一丁目10−1

食品スーパーマーケット

㈱ユニバース

ユニバース城東店

菅原

淳

早稲田四丁目2−2

食品スーパーマーケット

㈱ユニバース

Ｕマート桔梗野店

正木

孝

桔梗野二丁目11−1

食品スーパーマーケット

㈱ユニバース

Ｕマート弘大前店

上野

卓也

富田三丁目7−8

食品スーパーマーケット

㈱ジェイクアンドウェス

葛西

覚

青山五丁目3−4

衣料、生活雑貨販売

㈱リッチモンドハウス

安倍真由美

大町二丁目2−5

住宅新築、リフォーム、給排水設備、不動産の売買・仲介

リフォームコンサルタント HOMEY

三上

光人

外瀬一丁目13−44

住宅リフォーム

㈲明珍カーサービス

明珍

鉄美

取上五丁目7−6

自動車鈑金、新車・中古車販売

㈱介護サポート

三上

貴生

富田三丁目8−20

老人介護

㈲豊優商事

木村

信行

大町一丁目9−2

新聞広告・チラシ・パンフレットのデザイン、印刷等

新山

則和

高崎二丁目4−3

ホームページ制作及び各種デザイン

櫻庭

博克

森町3−1パレシェール102

複合機、ビジネスホン、通信回線取次ぎ販売

クリエイト

ダンテ

東北テレメディア開発㈱弘前連絡所

東北自動車道
インター乗降車数
４月号から、月ごとの東北自動車道イン
ター乗降車数をお知らせしてまいりました
が、このたびデータ提供元の情報公開指針
の変更により、
公表ができなくなりました。
何卒ご了承くださいますよう、お願い申し
上げます。

第 629 号

弘前かいぎしょ TODAY

そうだんしょ
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無 料 で す！

㈶省エネルギーセンターは、国の施策に呼応
する中立機関として、30年にわたり工場やビル

ネスダイアリーの 2010 年版が完成しました。
大きさは例年同様大学ノートと同じＢ５で

富な経験を持つ専門家を全国に派遣しており、

◎ビルの省エネ→ビルの省エネ診断サービス

省エネと温暖化対策に役立つ省エネ診断サービ

＜お申し込み・お問い合わせ先＞

スが無料でご利用できます。

⒈県窓口

家に診てもらいたい
こんなときは、ぜひ省エネ診断サービスを
ご利用ください。
象＞

ん。但し、年間のエネルギー消費量などの受診

融資制度一覧や各種ビジネス情報など、あると

条件はありますので、お問い合わせ下さい。

何かと便利な情報が満載されていて、経営管理

＜費

用＞

㈶省エネルギーセンターのサイトから、申込

お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎ 38 ─ 8609）

希望職種

希望
月収

1 建築設計 30

2

3

4

看護師

年齢 住所

職歴・経験等

学歴・免許・資格等

希望勤務地
時
間

専門学校
設計及び施工管理 普通免許
弘前市内
18年
50 弘前市
8:00〜
1級建築士
住宅検査
1年 宅地建物取引主任
17:00

16 40 板柳町 看護

高卒
弘前市内
13年 普通免許
9:00〜
准看護師免許
18:00

て借換枠が新たに追加されました。
これにより、経営安定枠に該当する方のう
経営安定関連資金をご利用の方は、借換でのご

は、お問い合わせください。
＜経営支援課＞

部会視察続々開催 〜東京モーターショー・ジャパンホームショー〜
◇運輸・交通部会視察

◇建設・建設関連部会合同

運輸交通部会（工藤武重部会長）では、10月

建設・建設関連部会（吉川功一・藤村徹部会

29日に幕張メッセで開催された「第41回東京モ

長）では、11月11日〜13日に東京ビッグサイト

ーターショー2009」の視察研修会を実施しまし

で開催された「ジャパンホーム＆ビルディング

た。

ショー2009」の視察研修会を11月12日に実施し

世界３大モータ

ました。

ーショーとして、

「ジャパンホーム＆ビルディングショー

世界の自動車産業

2009」は「ジャパンホームショー2009」と「サ

をリードしてきた

スティナブル建築技術展2009」から構成され、

20 42 弘前市

大卒
普通免許
商業簿記2級

弘前及び近郊
8:30〜
18:00

東京モーターショ

「ふるさと建材・家具見本市」、「ソーラーエ

ーですが、今年の

ネルギー特集」、「すまいのスタイル＆デザイ

機械器具
15 57 弘前市
製造管理

製造、
管理
9年
生産・労務等工場
管理全般
9年
営業・製造・販売迄
の統括
10年

高卒
弘前市内
普通免許
危険物取扱者 9:00〜
17:00
乙4種

出展企業は前年の

ン」などが出展している他、各種セミナーやシ

半数に満たない110社程度と激減しており、外

ンポジウムも併催されている、住宅・建築関連

国メーカーも３社のみという内容でした。ま

業者の貴重な情報収集や商談の場となっている

た、会期も例年より４日間短縮されていまし

日本最大規模の展示会で、出展者数が国内外合

た。
（ちなみに、今年４月の上海モーターショー

わせ約700社、来場者数は３日間で約８万８千

では、出展企業数が1,500社を超えています。
）

人に上ります。

販

売

高卒

美容師

7

大型
乗務員

8

自動車
整備

9

がこのほど改正され、これまでの融資枠に加え

デパートでの食品
等コーナーで仕入
れ・売上管理・企画
立案、
社員管理
10年

弘前及び近郊
建築設備・現場施 普通免許
5 建築設備 15 56 弘前市 工管理・設計・積算
:
整備士（空調・衛生） 9 00〜
施工
38年
17:00
1級管工事施工管理
6

県のマルテイ資金に借換枠追加

詳しい内容や申し込み方法などにつきまして

＜お申し込み方法＞
書をダウンロードして郵送、FAXまたはメール

人材バンク

省エネルギーセンター東北支部

利用が可能となりました。

保持を守っています。

年版も豊富にご用意しておりますが、必要な方
＜経営支援課＞

財団法人

ち、平成11年から平成20年の間に県が実施した

費用負担は一切ありません。尚、公正と秘密

年版は好評につき品切れとなりました。2010
はお早めにどうぞ。

計画・管理グループ
TEL：017-734-9241

営安定化サポート資金（略称：マルテイ資金）

間計画表と日毎ダイアリーが中心で、この他に

料で差し上げております。昨年配布した 2009

小山田）

青森県が実施している経営安定関連資金の経

工場でもビルでも業種、施設種類は問いませ

この便利なダイアリーを当所会員に限り、無

環境政策課

TEL：022-221-1751

◇省エネの新技術や機器が知りたい

＜対

（担当

⒉実施主体窓口（申込先）

す。内容は２年間カレンダー、年間・月間・週

上お役立ていただける構成となっております。

http://www.eccj.or.jp
◎工場の省エネ→工場の省エネ診断サービス

◇社内で省エネ推進をしているが、外部の専門

会員の皆様にご愛用いただいておりますビジ

でお申し込みください。

の省エネ診断を行っています。優れた技術と豊

◇技術者がいない

スケジュール管理にこの一冊

３

省エネ診断をご利用ください

◇省エネしたいが、方法がわからない

中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

平成 21 年 12 月 15 日

配

達

15 31 弘前市

美容師の中間性・
アシスタント 6年
ガソリンスタンド
店員
2年
パン販売
2年

高卒
普通免許
美容師免許

弘前及び近郊
10:00〜
19:00

30 49 弘前市 レーラーでの長距

高卒 普通免許
大型・大型特殊・牽引
免許
フォークリフト・
玉掛・車両系建設機
械免許

弘前及び近郊
不 問

20 35 大鰐町 自動車整備 16年

高卒 普通免許
自動車整備士
ガソリン2級
トヨタ自動車検定
1級
他

弘前及び近郊
不 問

スーパー等での売
場管理
2年
36 弘前市
家具配送・内装工
事
14 年

専門校卒 普通免許
情報処理コンピュー
タ3級
販売士3級

弘前及び近郊
8:00〜
18:00

大型トラック・ト
離運転

20

10 医療事務 18 31 弘前市 老人介護

24 年

短大卒
10年 普通免許
介護福祉士
医療事務

※希望月収…本人希望によるものです。

弘前市・むつ市
不 問

出店の中心となった国内メーカーも、エンジ

今年は地球環境問題を意識した、省エネル

ンの出力やスタイリッシュなデザインではな

ギー住宅を提案する出展が多く見られる中で、

く、電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブリ

当所からも「ふるさと建材・家具見本市」に出

ッド（ＰＨＶ）燃料電池自動車（ＦＣＨＶ）な

展し、当地域

どの非化石燃料エネルギー技術のアピールが多

の木工ブラン

くを占めていました。

ドをＰＲして

今回の研修では、日本の自動車メーカーがこ

いました。

の分野で世界をリードしていこうとする意気込

両部会がこ

みが感じられ、参加者からは「この分野の進歩

の視察研修会

がとても速く、次回のモーターショーでどこま

を実施して今年で８回目となり、参加した皆様

で進化しているか楽しみ。」との声が上がって

からは「毎回大変参考になる。」との感想が述

いました。

べられていました。

＜総務財政課＞

商工会議所会館
貸会場を
ご利用ください！
詳しくは総務財政課まで

＜情報調査課＞

４
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弘前かいぎしょ TODAY

全国商工会議所観光振興大会 2009 in 神戸

11月20日・21日の２日間、「全国商工会議所

観光振興大会2009in神戸」が開催され、当所か
らは清藤副会頭を団長に７人のメンバーが参加
しました。
この大会は、全国の商工会議所が“産業”や
“市街地活性化”という観点からそれぞれの成
功・失敗体験例を持ち寄り、事例発表やパネル
ディスカッション、講演会、産業視察等の参加
が義務付けられる、“中身の濃い”大会で、そ
の出席率も高く、今年の参加登録者は1,700名
を超えています。
日本政府は昨年10月、国土交通省の外局とし
て観光庁を発足させており、『観光』を21世紀
のリーディング産業と位置付けています。その
具体的数値目標として５つの目標を掲げていま
す。

青森大会参加を呼びかける70名の青森県連団

①訪日外国人旅行者1000万人

これらを達成するために商工会議所は、街お

②日本人の海外旅行者2000万人

こしや歴史、自然、食文化等の観光資源の再発

③観光旅行消費額30兆円

見と整備をし、そしてこれを地方から内外に発

④日本人の国内観光旅行による１人当たり

信する旗振り役として大きく期待されていま

宿泊数4泊
⑤我が国における国際会議の開催件数５割増

す。その意味でもこの大会は観光庁をはじめと
する関係機関や観光関連団体からも非常に注目
を集めています。

The 津軽三味線 2009 東京パフォーマンスキャラバン

＝次年度は青森県開催！＝

平成22年12月、東北新幹線全線開業から約２
ヶ月後、この注目されている大会が青森県で開
催されることが決定しております。テーマは、
『旅と健康』。次年度開催地である青森県連団
の一員として、青森大会を大いにアピールして
きました。

＜総務財政課＞

おめでとうございます

〜秋の叙勲・褒章等発表〜
平成21年秋の叙勲・褒章受章者が発表されま
したが、当所関連では、副会頭の野澤武氏が黄
綬褒章を受章されました。永年のご努力に敬意
を表します。
●黄綬褒章
≪建築設計監理業の精励≫
野澤武氏：㈱マルノ建築設計
また、次の会員の方々がそれぞれ各賞で表彰
されております。（順不同）
●青森県褒賞
≪産業経済≫
中村輝夫氏：青森県りんご商業㈿連合会
≪保健衛生≫

“体感！実感！津軽三味線”をテーマに、県

曳舟商店街、13日はＪＲ上野駅と向島橘銀座商

内外の方々にも広く津軽三味線の魅力を堪能し

店街でＮＰＯ法人津軽三味線全国協議会の会員

ていただくイベント「The津軽三味線」。

の「まんじ会」９名と「福士三絃会」７名が力

八木橋榮一氏：㈱八木橋薬局
≪勤労≫
土田弘昭氏：土田木工所

The津軽三味線2009実行委員会では、事業の

強い音色を会場いっぱいに響かせ、聴衆者は、

●弘前市ゴールド卍賞

一環として毎年街角ライブを実施してきました

生での演奏に真剣なまなざしで聴き入っていま

≪消防防災協会の一員として社会福祉の向上に

が、今年度は東北新幹線新青森駅開業と12月12

した。準備した「ひろさきガイドマップ」と12

寄与≫

日に弘前市民会館で開催する津軽三味線300人

月12日の大合奏の案内チラシはあっという間に

大合奏をＰＲするため、東京都内で実施しまし

無くなる程の盛況ぶりでした。

≪祭りの出店風景をつくり上げるなど地域経済

た。

The津軽三味線2009実行委員会事務局担当

の振興に寄与≫

11月12日は向島橘銀座商店街とイーストコア

＜情報調査課＞

木村義昭氏：㈲小野印刷所

山田修三氏：山田商店

