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ホームページ

http://www.hcci.or.jp
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会報

毎月15日発行

NO.650
〒 036-8567

９

青森県弘前市上鞘師町 18-1

弘前商工会議所
TEL 0172（33）4111

１部120円
送料込み

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

弘前勢初Ｖ

キラリ輝く一瞬にすべてを賭けて

全国高等学校ファッションデザイン選手権大会最終審査会
が、８月28日弘前市民会館で開催され、デザイン画による一
次審査を勝ち抜いた35チーム（27都道府県・32校）がショー
形式の最終審査に出場し、感性溢れる衣装、パフォーマンス
優勝作品の解説
優勝の弘前実業高校。一部の飾り以外はすべてダンボールを使用
している。ダンボールの特徴である波状の部分を活かしながら、
布のような柔らかいラインもつくるように工夫を重ねた作品。

を競い合いました。
初優勝の栄冠に輝いたのは地元の弘前実業高校の作品「ダ
ンボール」。来場者が選ぶ優秀作品賞「観客賞」とのダブル
受賞を勝ち取りました。優勝は県勢として２年ぶり２回目と
なります。
また、地元校ということで応援団が駆けつけており、受賞
の瞬間は、場内が割れんばかりの拍手と大歓声でつつまれま
した。優勝校副賞にはパリ招待が贈られ、３月初旬にパリコ
レクション見学・アトリエ訪問を行う予定です。
今年の応募総数は3,479点。（45都道府県・198校）震災等
の影響で昨年に比べ976枚減となりましたが、非常に質の高
い作品が集まりました。
［審査員作品講評］
「今回は観客の皆さんの気持ちと審査員の気持ちが一致し、
ダブル受賞となりました。上位になった作品はどれも素材か
らこだわり、高校生にしかできない作品をつくりあげていま
した。今年、日本は大変な事が多くありましたが、彼らの力
で元気を取り戻してほしいと切に願います。」
ファッション甲子園実行委員会事務局担当＜まちそだて課＞
入賞校一覧
賞

学校名

作品名

勝

青森県立弘前実業高校

準優勝

岩手県立盛岡第一高校

croissant
（クロワッサン）

第３位

岐阜県立大垣桜高校

prevejo
（プレベジョ）

京都府京都共栄学園高校

Rabbit in the grass
（ラビットインザグラス）

優

審査員長特別賞

ダンボール

審査員特別賞

埼玉県立特別支援学校

審査員特別賞
（津村耕佑賞）

愛知県立愛知工業高校

希望

青森県立弘前実業高校

ダンボール

（ガッツダイナマイト
さいたま桜高等学園
キャバレーズ賞）

観客賞
（来場者が選ぶ優秀作品賞）

キラリ賞

岩手県立盛岡第一高校
（出場校担当教員が自校以外
の優れた学校に提供する賞）

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

デビル

croissant
（クロワッサン）
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日 商 いまさら聞けないネットのあれこれ

モバイルインターネットって
使っていますか？
日ごろ皆さんは、どのような方法でインターネットを利用しているだろうか。まだまだ、パソ

ねぷたまつり
皆勤・精勤賞受賞者
今年度のねぷたまつり期間中（８月１日から
８月７日）に皆勤、精勤でご参加いただいた当
所議員をご紹介いたします。

コンから利用している人が多いと思うが、ご存じの通り、今ではパソコン以外にも、携帯電話や

＜皆勤賞＞

スマートフォン、ゲーム機、音楽プレーヤーなど、さまざまなツールからインターネットが利用

永澤弘夫会頭、清藤哲夫副会頭、前田賢治副会

できるようになってきている。

頭、鈴木順三常議員、阿保鉄幸常議員、吉田耕

この結果、インターネットを利用するのに場所と時間にしばられなくなり、それを表す変化も

一議員、櫛引利貞常議員、築館正弘議員、西谷

出始めている。例えば、数年前までは１週間の中でネットショップの売り上げが高かったのは土

洌常議員

曜日と日曜日で、中でも、晴天の気持ちの良い天気の日よりも、あまり外に出たくないと思わせ

（以上９名）

る曇天や雨の日の方が好調だった。これは、自宅のパソコンからインターネットを使っている人

＜精勤賞＞

が多いことの現れだったが、現在、この傾向は携帯電話などのモバイルの普及で、特に20〜40代

菊池清二副会頭、奈良岡弘議員、木村和生議

の世代を中心に目立たなくなってきている。

員、大中忠議員、工藤由蔵議員、小笠原潤議

こうした中、この変化にいち早く対応しているネットショップもある。あるショップでは、ニ
ュースレターを出す時間を朝の通勤時間帯に設定してモバイルユーザーに送っている。これは電
車通勤の場合、その電車の中でメールなどを確認する人が多いからだ。そこに、読者が興味を持

員、下山清司常議員、工藤順巳名誉副会頭
（以上８名）
今年度の弘前ねぷたまつりは、弘前城築城

残り３着」「本18:00からトワイライトセール」とい

400年記念と東日本大震災復興支援を柱に開催

ったタイトルのメールが届くと、ついつい見てしまうのである。こういったニュースレターから

され、82団体（昨年より２団体減）が７日間

の反応は顕著で、売り上げや集客などに確実な効果を上げている。

で延べ336回出陣しました。

ちそうな「限定色のおしゃれなブラウス

そして、これは通勤時間帯に限ったことではない。常に身近に置いておくことが多いモバイル
機器向けには、昼でも夜でもリアルタイムでの情報発信が可能だ。ユーザーは、好きな時間に好

期間中は天候に恵まれましたが、人出は161
万人（昨年より２万人減）となりました。
＜情報調査課＞

きな場所からアクセスし、情報をチェックしている。企業にとって、これは新たな顧客を獲得す
る機会として大いに活用できる。
しかし、
こうした多大な魅力を秘めている一方で、極めてパーソ
ナルな機器を利用するには、配慮も必要だ。企業は効果だけを期待するのではなく、受け手の立
場を十分に理解した上での細かな心配りも重要であることを認識していなければならない。
Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ

小澤富士男

ＪＲ弘前駅→上土手町

遊歩道の愛称募集中

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2011」、
「2011津軽の食と産業まつり」、「The津軽三
味線2011」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。
【協賛企業・個人協賛のご氏名】
（順不同・敬称略）
㈱サンワドー、かさい家具㈱、㈱かさい商店、
㈱弘前天賞堂本店、弘前東栄ホテル

今話題の弘前マルシェ「フォーレ」が毎週日曜日に開催されている「駅前〜大町〜上土手町の
遊歩道」に素敵な愛称を付けてみませんか？

楽しい、みんなが親しみのわく「名前」を考えて

ください！

※８月31日現在

第11回弘前商工会議所

『街づくり大賞』
大募集！

応募資格：制限はありません
応募期間：８月28日㈰〜10月31日㈰

弘前商工会議所『街づくり大賞』は、弘前市

応募方法：郵送・ＦＡＸ・ＰＣメール・携帯メール

内の商工や農業をはじめとした、各分野での活

（応募用紙は駅前・大町・上土手の振興組合加盟店にございます。

動を通して地域の発展に寄与し、活力ある街づ

または専用フォームからご応募ください）

くりに貢献された方々を発掘・調査・顕彰して、

選考方法：選考委員会で選考いたします。（人気投票ではございません）
選考委員：弘前市中心市街地活性化協議会

その不断の努力と功績を称えるために制定され
応募専用フォーム

駅前大町地区にぎわいリバイバルプラン実行委員会
そ の 他：①優秀作品の著作権は、弘前市中心市街地活性化協議会・駅前大町地区にぎわいリバ
イバルプラン実行委員会に帰属します。

今年で11回目を迎える『街づくり大賞』への
多数のご応募・ご推薦をお待ちしております。

③応募者の氏名・住所等の個人情報は、愛称選考の目的以外には使用しません。
※命名式開催予定

副賞：優秀賞

日専連商品券３万円相当…１名様

駅前賞

大町賞

日専連商品券１万円相当…１名様

上土手賞日専連商品券１万円相当…１名様

日専連商品券１万円相当…１名様

ホームページは「街なかロード」で検索を！！
【お問い合わせ】
弘前市中心市街地活性化協議会事務局担当＜まちそだて課＞

昨年
「街並み景観部門」
を
受賞した翠明荘

※詳しくは折込みチラシをご覧ください。

②応募作品は返却しません。
発表：11月下旬（新聞・ＨＰで公表）

たものです。
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〜協会けんぽにご加入の事業主の皆様へ〜

そうだんしょ

更なる保険料率の上昇を抑えるために
定期健診結果データの提供をお願いします

TODAY
中小企業相談所
ＴＥＬ
（33）4111 ＦＡＸ
（35）1877

問 い
合わせ

平成23年９月15日

青森支部の健康保険料率は、現在、9.51％で

提供（提供についての同意書の提出）にご協力

すが、22年度決算において収支は改善したもの

をお願いいたします。提供して頂くことで、協

の、依然として財政状況は厳しく、震災の影響

会けんぽの健診実施率が向上し、保険料率の上

等を踏まえると、10％前後への引き上げが避け

昇を抑えることにつながります。

られない見通しです。また、24年度に健診実施

【お問い合わせ先】

率70％を達成できないと、協会けんぽが負担す

協会けんぽ青森支部 保健グループ

る後期高齢者医療制度への支援金が加算される

経営診断を
受けてみませんか
㈳青森県中小企業診断協会では、中小企業の

ため、更に保険料率が上昇してしまいます。

℡017-721-2723
ホームページ

「協会けんぽ青森」で検索

そこで、事業主の皆様には、定期健診結果の

産地証明書（サイン証明）発行

皆様に中小企業診断士による財務的なアドバイ

原発事故に伴う各国の輸入規制強化の一環と

ス、経営診断を実施いたします。診断報告書の

して、日本からシンガポールへの食品関係の輸

作成、内容の説明を行う他、診断の翌年度以降

入に際して、日本政府作成の産地証明書が要求

＜経営支援課＞

も希望によりフォローアップ（事後助言）もい

されております。このたび農林水産省から、シ

※放射能適合証明書（放射線レベルを証明

たします。

の発行が必要な方は当所担当課までご連絡くだ
さい。

ンガポールでは、日本政府作成の証明書（都道

するもの）は対象外ですので、農産物は観

御社の財務体質改善・強化にお役立てくださ

府県が発行）に加えて、指定フォームによる商

光国際戦略局 国際経済課（017-734-9574

い。経営診断料は無料ですが、診断受入数に限

工会議所の産地証明（サイン証明）でも認めら

番）、水産物は水産庁加工流通課水産物貿易

りがございますので、お早目のお申し込み、ご

れることになった、との連絡がありました。

対策室（03-3502-8111番（内線6610）または

利用をおすすめいたします。

つきましては、サイン証明による産地証明書

お問い合わせ等は当課まで。

ご存知ですか？あおもり子育て応援わくわく店事業
急激な少子化が進むなか、

お気軽にご相談を
なんでも相談会

平成19年より青森県では地域

日常、事業や業務を行う中で、許認可の必要

いく気運の醸成を図ることを

社会全体が子育てを支援して

このマーク
が目印

＜経営支援課＞

03-3501-1961番）へご相談ください。

ホームページ
http://www.apio.pref.aomori.jp/kodomo/
wakuwaku/index.html
【お問い合せ・お申し込み】

性や商取引でお困りの方はどうぞお気軽にご相

目的として、「あおもり子育てわくわく店事

青森県子ども家庭支援センター

談ください。

業」を実施しております。

〒030ｰ0822

●開 催 日

10月19日㈬・11月16日㈬

青森市中央３丁目17-1
アピオあおもり

この事業は、妊娠中の方や18歳未満のお子様

●時

間

13：00〜17：00

連れの方が協賛店舗（あおもり子育て応援わく

電話

●場

所

当会館５階相談コーナー

わく店）に来店しクポーン券を提示することに

【事業主体（事業全般のお問い合せ）】

許認可申請他法律全般について

より、様々な優待サービスが受けられる仕組み

青森県健康福祉部こどもみらい課

※お待ち頂くことのないよう予約制とさせてい

で、お店が「子育て家庭」を応援する取り組み

電話

ただきます。相談ご希望の方は、事前にご連絡

の一つになっています。

●相談内容

ください。

青森県では協賛店舗を随時募集しており、

人材バンク
希望職種

希望
月収

住所

職歴・経験等

IT機器メンテナンス
システム
6年
1 エンジニア 24 弘前市 システムエンジニア
3年 他

2

3

事

販

務

弘前市内
8:00〜
17:00

売

スーパー（鮮魚）調理・
10年
15 平川市 販売
回転寿司調理・接客 高卒 普通免許
4年 他

弘前市内
不 問

理

給食調理
12 弘前市 調理・接客
衣料品販売

6年
5年 高卒 普通免許
5年 簿記3級

弘前市内
8:00〜
17:00

17 弘前市 介護

6年 調理師
:
他 ホームヘルパー2級 8 30〜

調

5

介護員

営

業

普通免許

弘前市近郊

普通免許

弘前市内
8:00〜
17:00

高卒 普通免許
日商簿記2級

弘前市及び近郊
不 問

9年 短大卒 栄養士
2年 調理師

弘前市近郊
8:30〜
17:00

高卒

栄養士

25 藤崎町 建築・土木業営業

大卒

34年 2級建築施工管理技士

16 弘前市 栄養士

観光案内

アプリケーション

11年
9 半導体製品 35 弘前市 エンジニア
半導体製造技術者
製造技術者
6年

10 電気機器
製 造

ＦＡＸ

017-732-1073

017-734-8091

親子にやさしいお店フェア開催事業
wakuwaku応援FORET

平成23年10月23日㈰

優待サービスを提供できるお店を「にこにこ

駅前公園、および遊歩道にて開催

店」、ベビーベットや授乳室等の設置、ベビー

開催時間

カーの貸し出し等、子育て家庭に配慮した店舗
を「ほのぼの店」として、県内約1,300のお店
や事業所が登録しています。
少子化問題は地域社会の存続を脅かす大きな
社会問題であり、21世紀のわが国最大の課題の
一つです。協賛店舗に登録しこの事業に参加す
ることで、地域社会へ貢献してみてはいかがで

１０：００〜１５：００

しょうか？

17:00

・
7 経理事務 25 弘前市 税理士補助
会計事務
19年

8

希望勤務地
時
間

営業・経理・
高卒 普通免許
14 弘前市 総務事務
30年 英検3級
他

4

6

学歴・免許・資格等

短大卒 普通免許
弘前市及び近郊
ワープロ2級 簿記
:
3級 第2種情報処理 9 00〜
18:00
技術 他

017-734-9301

ＦＡＸ

切り取ってクーポン
として使えます

＜経営支援課＞
お問い合わせは
ハローワーク弘前へ
（☎38─8609）

017-732-1011

専門卒

普通免許

他

カメラ部品組立・
13 弘前市 検査等
5年 高卒 普通免許
他

※希望月収…本人希望によるものです。

弘前市内
8:30〜
17:30
弘前市内
8:00〜
17:00

お問い合わせは

中小企業相談所へ

4
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「弘前ブランド」構築事業がスタート
〜JAPAN ブランド育成支援事業・小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業〜

EncapsulationⅢ ring（指輪）

Eveさんは職人の工房にホームステイし、
技法・歴史を学びました

津軽塗職人と協同製作したアクセサリー
デザイン：Eve Vautier ／漆：木村正人

週に１度行われるＷＧの様子
EncapsulationⅡ ring（指輪）
昨年度のメゾン・エ・オブジェでは、ブースが

平成23年度小規模事業者地域力活用新
事業全国展開支援事業

調査研究

フランス人若手デザイナー
Eve Vautier（イヴ・ヴォーティエ）さん

間延びしすぎ、訴求対象がぼやけてしまった。

（中小企業庁）

今年度は2小間（間口6㍍×奥行き3㍍）でエ

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業２年目
（中小企業庁）

ントリーをする。展示ブースイメージとの調和

【ＪＡＰＡＮプレミアム「弘前りんご」

【「弘前な空間デザイン」ブランディ
ングプロジェクト】始動!!

を考慮し、アイキャッチ的な試作品は数点に絞
り込むことで訴求点を明確にし、従来品を売り
込むことに重点を置く。
②過去6年間の試作品を全て陳列し、その中か

８月10日、「弘前な空間デザイン」ブランデ

ら、引き合いの多かった製品、商品になりきれ

ィングプロジェクト第1回委員会が開催されま

ず、さらなる磨き上げが必要とされる製品を選

した。会則
（案）
・ＷＧ（ワーキング・グループ）

定。
その上で、
価格設定やブランド統一ロゴマー

運営要領
（案）
・事業計画
（案）
・並びに事業予算

ク（パッケージ）策定等、試作品を“商品化”

（案）
が審議され、いずれも原案通り可決・了
承され、委員長には㈲二唐刃物鍛造所・代表

ブランド構築プロジェクト】始動!!

するための取組みを行う。
【新たなデザイナーとの関係性構築】

第１回委員会の様子

取締役／吉澤俊寿氏が、副委員長にはTsugaru

一昨年、津軽塗職人の工房にホームステイ

Urushi Spirit LLC・代表社員／今照芳、㈲弘

し、津軽塗の伝統技法や歴史を学んだフランス

８月10日、ＪＡＰＡＮプレミアム「弘前りん

前こぎん研究所・代表取締役／成田貞治、㈲木

人若手デザイナー：Eve Vautierさん。彼女と

ご」ブランド構築プロジェクトの第１回委員会

村木品製作所・代表取締役／木村崇之の３氏が

津軽塗職人が共同制作したアクセサリーがフラ

が開催されました。委員会では、会則
（案）
・Ｗ

選任され、参加事業所がより積極的に取り組

ンスの「工芸家組合若手クリエイターコンペ」

Ｇ運営要領
（案）
・事業計画
（案）
・並びに事業予

み、自立に向けた体制となりました。プロジェ

で優秀賞を受賞し、今年9月のメゾン･エ･オブ

算
（案）
が審議され、いずれも原案通りに可決・

クト1年目に、委員長・副委員長を務めていた

ジェ出展権を得ることが出来ました。平成１７年

了承されました。委員長には㈱田中デザインオ

だいた田中央・岡部敏弘両氏は今年度より「ス

より取り組んでいる当所「産業そだて」事業に

フィス田中央氏、副委員長には青森県産業技術

ーパーバイザー」として大所高所から事業全体

おいて、海外若手クリエイターとのコラボレー

センター理事兼工業技術研究所所長岡部敏弘氏

の統括・助言をしていただきます。

ションが実現し、今後の新たな分野における可

が選任されました。

また、８月25日第１回ＷＧ会議が開催され、

今後「弘前りんご」に関するギャップ調査を

能性の芽が出てきました。

事業１年目の反省点を生かし、プロジェクト運

これからは、「地域資源」「ひと」「もの」

実施、基礎的なデータをもとにブランド化に向

営を行っていくため、以下の点が確認されまし

の多様性の中から生まれてくる「弘前な空間」

けた「りんごゼロエミッション」を切り口に戦

た。

をデザインしていきます。

＜まちそだて課＞

略・戦術を策定し、本体事業に向けたロードマ

①4小間（間口12㍍×奥行き３㍍）で出展した

ップを策定します。

＜まちそだて課＞

