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ヘッドライン
◇函館商工会議所との
部会交流事業実施

…２面

TODAY

◇当所主催イベントへのご協力
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◇【シリーズ】消費税率引き上げ
に向けて
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会報

第２０７回通常議員総会が６月２６日、午後３時から当所会館２階大ホー
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（購読料は会費の中に含まれています。）

議事では、はじめに１２項目の庶務報告がなされ、議員職務執行者及
び参与の変更、商工技術検定委員や小規模企業振興委員等の委嘱案件が

ルで開催され、９１人の議員（委任状含む）が出席しました。
総会の冒頭、永澤弘夫会頭が挨拶に立ち、「昨年度のわが国経済は長

報告され、引き続き、平成２５年度実施のジョブトレーニング事業の概

期にわたるデフレの影響などにより、引き続き厳しい状況が続きました

要報告がなされました。また、当所が実施するイベントに対する協賛金

が、昨年末に誕生した第二次安倍内閣による経済危機対策への期待が高

への協力依頼とあわせて、新規高等学校卒業予定者に対する求人提出及

まりを見せるなど、先行きにも明るい見通しが広がりはじめたところで

び採用活動の早期取組に関する協力要請についての説明や今年１月に行

あります。このような中で当商工会議所は、
『地域を先導する弘前商工

われる当所議員改選に関する議員選挙日程の報告がなされました。

会議所』を行動指針に掲げ、中期行動計画に基づく諸事業を着実に推進

議案審議では、監事より監査報告をいただいた後、平成２４年度の事

してまいりました。特に新たな事業といたしましては、初めての実施な

業報告と一般会計はじめ各会計の収支決算状況が説明され、それぞれ原

がら大きな反響をいただいた秋の収穫祭としての『ひろさきりんごハロ

案通り承認されました。

＜総務財政課＞

ウィン事業』、地域の課題に迅速かつ適切に対応し、活
力ある地域社会の形成と発展に寄与することを目的とし
た国立大学法人弘前大学との連携協定の締結などを実施
しております。加えて弘前市はじめ関係団体とともに推
進してきた『弘前感交劇場』の取組みが評価され、全国
商工会議所きらり輝き観光振興大賞の準大賞を受賞する
ことができました。これら事業に成果をあげることがで
きましたのも、議員はじめ会員各位のご理解とご支援の
賜物であると深く感謝申し上げる次第であります」と述
べて平成２４年度事業を振り返るとともに、去る 5 月の
常議員会における次期会頭続投の決意表明にふれ、「今
後とも皆様方のご指導ご協力をよろしくお願い申し上げ
たい」と述べました。

今年は、当所議員・役員の改選期です。議
員の任期は３年間で、１１月１日から３年後の
１０月３１日までとなっています。
さて、会議所議員の選挙制度はどのようなし

候補者が締切日までに定数を超えなかった場合

ている方に、会費１口につき１票の選挙権が与

は、無投票当選になります。

えられます。（上限５０票）
また、同日までに負担金を納めた特定商工業

選挙権の付与
平成２５年８月３１日までに会費を完納され

者の方にも１票の選挙権が与えられます。

くみになっているのでしょうか？
議員の選任方法は３通りあります
議員の定数は１００名。選任方法の違いによって
１号、
２号、
３号議員という３種類に分類されます
が、議員としての権利や義務に差はありません。
１号議員…会員及び会員以外の特定商工業者が
投票によって会員の中から選挙した議員。公的
性格が強い。（５０名）
２号議員…会員全てが所属する、業種別の９
部会の中から選任した議員。業界の代表的な性
格。（３５名）
３号議員…会議所に功労のあった会員、重要産
業の代表など、運営上の均衡から総合的に勘案
し、会頭が常議員会の意見を得て選任。
（１５名）
立候補制の１号議員
１号議員については、業界発展や地域経済振
興のため、直接商工会議所の運営に参画したい
という方を迎え入れたい趣旨ですので、被選挙
権を持つ会員はどなたでも立候補できます。立

平成２５年度

弘前商工会議所

議員選挙・選任日程

Ⅰ．１号議員の選挙……定数５０名
○選
挙：立候補する会員のうちから選挙を行います。
（定数を超えない場合は、無投票当選となります）
○立候補受付：平成２５年９月１１日㈬から１０月９日㈬まで
○投 票 日：平成２５年１０月２５日㈮午前９時から午後４時まで
Ⅱ．２号議員の選任……定数３５名
○選
任：各部会において部会総会を開催し、割り当てられた定数の２号議員を選任します。
○選任期間 ：平成２５年９月１１日㈬から９月３０日㈪まで
Ⅲ．３号議員の選任……定員１５名
○選
任：３号議員の選任は、９月の常議員会（９月１０日㈫開催予定）において会員のう
ちから行います。
◆選挙・選任に関する告示は、会館１階正面玄関側掲示場にて公告するとともに、会報に随時掲載し
ます。
お問い合わせは、総務財政課まで
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弘前かいぎしょ TODAY
今回、ＪＲ北海道新幹線の２０１５年開業に向けて函館商工会議所の料
飲、観光、サービスの各分野の情報を交換、相互理解を深める事を目的
料飲・観光部会（千代谷満部会長）と医療福祉・専門サービス部会（阿

に実施いたしましたが、参加者からは「勉強になった」「情報発信が足

保鉄幸部会長）では、合同事業として７月３日、４日の日程で、情報交

りていない」「今後も交流を続けて行きたい」等の意見が聞かれるなど、

換会・視察研修会を実施いたしました。

大変有意義なものとなりました。
なお、視察研修会では、

弘前商工会議所からは、阿保部会長をはじめ９名、函館商工会議所か
らは、久保俊幸担当副会頭をはじめ観光・飲食・専門サービス部会西村

函館を代表する「函館カー

憲人部会長他５名の方が出席し、各業界の現状や懸念していること、今

ルレイモン本社工場」「は

後必要とされる取り組みについて活発に意見を交換しました。

こだてわいん葡萄館」を訪

特に北海道新幹線の開業に向けてでは、現在の新青森駅までの乗り継

問し、担当者からそれぞれ

ぎの不便さを取り上げ、新函館駅（仮称）からの二次交通への取り組みに

の歴史や製造過程の説明

ついての質問や、
「弘前の食」
「函館のイベント」など相互に知られていない

を受けながら実際の生産

情報を発信し新たな客層を得ることが必要であり、そのためには、情報

ラインなどを視察しまし

発信力の向上に向けた検討が必要であるなどの意見が交わされました。

た。

挨拶する阿保部会長
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当所実施の「ファッション甲子園２０１３」、
「ひ

第６３回青森県商工会議所連合会（会長：林

力による工事の進捗についてお礼の言葉を述べ

光男青森商工会議所会頭）の会員大会が６月

るとともに竣工に向けての更なる支援について

ろさきりんごハロウィン」「２０１３津軽の食と

１３日に十和田で開催され、当所から永澤副会

要望いたしました。引き続き、大会決議の採択

産業まつり」、「The 津軽三味線」にご協賛い

頭はじめ５人が出席しました。当日は県内各地

に入り、中小企業・景気対策の拡充強化を含む

ただいた方、ならびに事業所の皆様、ご協力あ

商工会議所の正副会頭・専務理事が一堂に会し

４０項目の要望事項が満場一致で採択され、本

りがとうございました。

たほか、佐々木副知事、地元の十和田市長をは

大会決議については、林光男会長から佐々木副 【協賛企業・個人協賛のご氏名】

じめとする来賓や開催地として十和田商工会議

知事に要望書として提出されました。

（順不同・敬称略）

なお、当所からの要望事項は、①奥羽本線川

㈱ 永 澤 興 業、㈱ 弘 前 公 益 社、㈱ 菊 池 薬 店、㈱ マ

大会では、会長挨拶と来賓の祝辞に続き各地

部・青森間の高速化等による機能強化及び奥羽

ルノ建築設計、前田酒類食品販売㈱、三ツ矢交

商工会議所からの要望事項の説明が行われ、当

本線の利便性・快適性の向上、②主要地方道岩

通㈱、㈱山武、㈱小林紙工、㈱青森テレビ弘前支

所からは菊池副会頭が説明に立ち、特に津軽ダ

崎・西目屋・弘前線の整備促進、③津軽ダムの早

社、弘前ガス㈱、㈱大高住設、イマジン㈱、青森

ムの早期完成について、これまでの県当局の尽

期完成の３項目となりました。＜総務財政課＞

朝日放送㈱弘前支社、㈲小野印刷所、㈱角弘弘

所の役員議員が出席しました。

※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、
求人の申込みが必要です。
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１８時
ル・パワーポイ
ント・アクセス

大卒
分析業務
普通運転免許
弘前市近郊
２年６ヶ月
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２０時
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測量及び建設コン 大
１種・測量士・１ 弘前市近郊
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１２年
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９
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１年２ヶ月
保育士
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販売
高卒
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１０ 調剤薬局 １４ 弘前市 販売員
普通運転免許 ８時〜
２０ 弘前市
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測量士補
配送 ４年４ヶ月
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簿記２級
１７時半
販売士３級

前支店、㈱アルク、青森放送㈱弘前支社、竹浪板
金店、設計事務所エクラン、㈱堀江組、青森三菱
電機機器販売㈱弘前支店、津軽警備保障㈱、富
士建設㈱、㈱第一ビル管理センター、㈱産交、弘
和建設㈱、㈱大伸管工業所、㈲三浦造園、Ｋ−ｂ
ｅａｕｌａｘ、㈱介護サポート、㈱陸奥新報社、
㈱光美容化学、協同組合日専連弘前、㈱千代田
信用、カネショウ㈱、㈱南建設、弘南バス㈱、㈱
三喜屋、弘果弘前中央青果㈱、㈱ホテルニュー
キャッスル、六花酒造㈱、ニッカウヰスキー㈱
弘前工場、丸勘建設㈱、㈱ラグノオささき、㈱ユ
アテック弘前営業所、小山せんべい店、㈱青森
銀行、東奥信用金庫、テフコ青森㈱、弘前建設業
協会、弘前国際ホテル、川村啓之社会保険労務
士事務所、弘南観光開発㈱、北星交通㈱、㈱西村
組、㈱津軽カントリークラブ、ファーストフー
ドペコちゃん、㈱カルチャー、藤村機器㈱、㈱八
木橋薬局、㈱スコーレ、東北電力㈱弘前営業所、
㈱東奥日報社弘前支社、㈱サンワドー、㈱栄研、
つがる弘前農業協同組合、フジプラント㈱、ひ
ろさき光線治療院、弘前銘醸㈱、東和電材㈱、弘
前糖業㈱、㈱ユニバース、㈱東奥企業会計社、大

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４９２件（特別会員含む）
事

業

所

名

東環シール
（株）タクト弘前営業所

代

表

者

住

所

営

業

内

容

衆食堂三日月、日本たばこ産業㈱弘前営業所、
キタエアップル㈱、㈱ミナミ、㈱朝日会館、㈱弘

高杉

未央

弘前市桜ヶ丘三丁目１３−１ 県営Ｋ棟２−１

シーリング防水

前天賞堂、㈱福島建設、青森県ヘアーアーチス

阿部

博信

弘前市高田二丁目８−１

総合ビルメンテナンス（清掃、設備管理等）

ト専門学校、弘前地区電気工事業協同組合、弘

らくらく整体院

外崎

勝則

弘前市楮町１−６

整体業（整体・サロン施術）

南建設㈱、㈲三照堂、㈱弘前丸魚、和電工業㈱、

美容と癒しの隠れ家サロン Ｂ−ｍａｋｅ

奈良

佳澄

弘前市松原東四丁目１６−１４

エステ

おいしい焼肉みなみ亭

※７月２日現在
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消費税率引上げに向けて〜 経過措置の対応
消費税は、平成２６年４月１日に８％、平成２７年１０月１日に１０％へと２回にわたる引上げが
予定されています。政府では、消費税率の引上げに伴う、中小・小規模事業者の経営に及ぼす影響
を最小限に止めるため、価格転嫁対策、経過措置など、様々な措置を講じていくこととしています。
この中から今回、「消費税率引上げに向けての経過措置の対応」について、その概要や要件などを
まとめポイントをお知らせしたいと思います。
＜経営支援課＞

１．消費税の経過措置とは何か

り、原則として平成２６年４月１日（以下「施

現
行
平成２６年４月１日
平成２７年１０月１日
４．
０％
６．
３％
７．
８％
１．
０
％
１．
７
％
２．
２％
地方消費税率 （消費税額の２５／１
００） （消費税額の１７／６３） （消費税額の２２／７８）
合
計
５．
０％
８．
０％
１０．
０％
出典：国税庁「消費税法改正のお知らせ」

行日」）以降の譲渡等については８％の税率を

３．経過措置の対象となる「請負工事等」の契約の内容

消費税における課税取引については、課税資
産の譲渡等の時期によって適用する税率が決ま

̜̤ͤ͜
ల˒ٝݭȂలˑٝಎݭȂలːٝષݭদࡑ
青森県の歴史、文化、観光、自然などの多分
野にわたり、あなたの青森通を認定する検定試
験です。
◎試験日時

◎試験会場
◎受験資格

合格基準

て行われることとされているもので、
契約に係る

れを「経過措置」といいます。

仕事の内容につき相手方の注文が付されている

今回の消費税改正における経過措置は、消費

もの」
（消費税法施行令附則第４条）
となっている
ため、
この経過措置の対象となる契約は建設請負
工事契約だけに限られたものではありません。

１０：００〜１１：３０

が適用されるケースを定めているものです。

具体的には次のような契約が、この経過措置

したがって、
施行日の前日
（平成２６年３月３１日） の対象になります。

弘前商工会議所会館
学歴、年齢、性別・国籍等の制限

までに締結した契約に基づき行われる資産の譲

①建設業に係る工事の請負に係る契約

はありません。

渡等及び課税仕入れ等であっても、
これらが施行

②製造請負に係る契約

※上級試験の受験については、中

日以後に行われる場合には、
経過措置が適用され

③測量、地質調査に係る契約

る場合を除き、
当該資産の譲渡等及び課税仕入れ

④工事の施工に関する調査、企画、立案及び

等について８％が適用されることとなります。

平成２５年７月８日㈪〜

２．請負工事等の経過措置の概要
消費税法上、請負による資産の譲渡等の時

初級：一般３，
０００円
中級・上級：一般４，
０００円

期は原則として相手方に引き渡した日もしくは

※高校生以下は初級、中級、上級

役務の全部を完了した日とされています。しか

監理並びに設計に係る契約
⑤映画の製作に係る契約
⑥ソフトウェアの開発に係る契約
⑦その他請負に係る契約（委任その他の請負に
類する契約を含みます。）

し、消費税の改正に当たっては税率の引上げに

（注１）その他の請負に係る契約には、修繕、

※１０名以上の団体申込みの場合、 伴う駆け込み需要やその反動等による影響が大

運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情

割引制度がございます。あおも

きいことなどから、平成８年１０月１日から平

報の提供に係る契約が含まれます。

り検定事務局までお問い合わせ

成２５年１０月１日（以下「指定日」）の前日ま

（注２）委任その他の請負に類する契約には、

ください。青森商工会議所内

での間に締結した請負工事等に係る契約が行わ

検査、検定等の事務処理の委託、市場調査その

ＴＥＬ０１７−７３４−１３１１

れた場合には、引渡しが平成２６年４月１日（施

他の調査、ディスプレイ等の企画・立案に係る

払込取扱票（申込書）に必要事項

行日）以後になった場合であっても、現行の

契約が含まれます。

を記入して、ゆうちょ銀行または

５％が適用されることになります。

（注３）「工事の請負に係る契約」は「日本標

また、指定日以後に契約したものであっても

準産業分類（総務省）の大分類に掲げる建設業

を使って受験料を払込みしてくだ

引渡しが施行日の前日までに完了するものも現

に係る工事につき、その工事の完成を約し、か

さい。

行の５％が適用されます。

つ、それに対する対価を支払うことを約する契
約をいうものとする」（経過措置通達１０）と

級

さらに、契約後に追加工事等で契約金額が増

１００問

１００問

約５０問

額した場合については、元々の契約を含む全体

されています。

択一式

択一式・
一部記述式

記述式・
一部短文記述式

が８％（新税率）の適用を受けるわけではなく、

４．経過措置の適用要件

初

出題方式

し、かつ、その仕事の目的物の引き渡しが一括し

ても旧税率を適用することとされています。こ

に行われる資産の譲渡等であっても現行の５％

郵便局にて払込取扱票（申込書）

出 題 数

当する取引の場合は施行日以降の譲渡等につい

税率が８％に改正される平成２６年４月１日以後

試験ともに１，
０００円

◎申込方法

対象となる契約は
「仕事の完了に長期間を要

平成２５年９月２９日㈰

８月３０日㈮
◎受 験 料

使うことになります。ただし、一定の要件に該

初級・中級・上級とも

級合格者に限ります。
◎申込期間

区分／適用開始
消費税率

級

中

級

上

１００点満点の １００点満点の １００点満点の
７０点以上
７０点以上
８０点以上

※詳しくは、下記 HP をご覧ください。
http://www.acci.or.jp/kentei/
＜情報調査課＞

増額分の金額のみが８％（新税率）の適用対象

この経過措置の適用を受けるためには、次に

となります。ただし、指定日までに結んだ契約

掲げるすべての要件を満たす工事等の契約であ

を何らかの事由で一旦破棄し、新たに再契約す

ることが要件です。

る場合については、再契約分全てが８％（新税

①工事等の契約が指定日（平成２５年１０月１

率）の適用対象になります。

日）の前日までに締結されていること。
（注）上記３①の契約にあっては、この適用要

融
対

資
象

商業・サービス業の場合
常時雇用が５人以下
製造・建設業の場合
常時雇用が２０人以下

限度額

１，
５００万円
（運転・設備合わせて）

期

間

運転７年以内

利

率

利率：１．
６５％（７月５日現在）

設備１０年以内

件を満たせば以後の②から④までの要件を問
いません。
②工事等の契約に基づく仕事の完成に長期間を
要するものであること。
（注）上記３の②から⑥の契約にあっては、仕
事の性質上、その仕事が完了するまでに通例
的に長期間を要することから定められたもの
であり、実際に長期間を要するか問いません。
③工事等の契約に係る仕事の内容につき相手方
の注文が付されたものであること。
④工事等の契約に基づく仕事の目的物の引き渡
しが一括して行われるものであること。
（次回に続く）

４

第672号

平成２５年７月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

高校生のファッションデザイン全国№１を競

ト リ ー 方 法 は、 最 終

う全国高等学校ファッションデザイン選手権大

審査会当日の午前９時

会（通称ファッション甲子園）が８月２５日㈰に弘

〜午前１１時までにお

前文化センター（１階ホール）で開催されます。

しゃれコンテスト開催

第１３回を迎える今年は、全国１５１校・３，
１１８

ブースに集合して下さ

点のデザイン画の応募があり、書類選考によっ

い。（先着２０名）

て選ばれた３５点（２７都道府県３４校３５チー

その他、昨年度大会

ム）が弘前に集い、ファッションショー形式の

優勝作品展示や出場校デザイン画展示、来場者

公開審査で上位を競います。

が審査に参加できる企画など、盛り沢山の内容

青森県からの出場は３校４チーム。弘前市か
らは第１１回大会優勝の弘前実業高校（２チー
ム）が、再び栄冠に挑みます。
今年のゲスト審査員は、若者から絶大な人
気を誇るブランド「mercibeaucoup,
（メルシーボ

となっています。
入場缶バッチは一律５００円・全席自由（限

６月１５日、岩木川河川敷運動公園で、ひろさ

定２３０個）でご購入いただくと、どなたでも

き市民花火の集い実行委員会
（ユースサミット弘

ご覧いただけます。

前・岩木山商工会青年部で構成）が主催する第８

また、今回は特別に２階大会議室においてパ

クー）
」デザイナー・宇津木えり氏に決定しました。 ブリックビューイングで観覧することができま

回古都ひろさき花火の集いが開催されました。
当日は朝方雨が降り不安定な天候でしたが、

毎年恒例のアトラクションは、ファッショ

す。観覧整理券は、８月２５日㈰午前１１時〜

会場には５万５千人が訪れ、午後７時からの開会

ンデザイナーの小野原誠氏が手掛けるブランド

弘前文化センター美術展示室内受付で配布しま

セレモニーのあと打ち揚げが開始されました。

「motonari ono ２０１３秋冬コレクション」となっ

す。（４００席限定）【ファッション甲子園２０１３

今年も全国有名花火師制作の名人尺玉共演に

ています。現在出演モデルを募集中です。

入場缶バッチ販売所】

より、名人技の華麗な花火が打上げられ、タヒ

また、今年も併催で「ファッション甲子園お 〈弘前市〉弘前商工会議所 / 弘前市まちなか情

チアンダンスや、よさこいチームの演舞と花火

しゃれコンテスト」を開催します。今年は、日

報センター / 上土手スクエア / メディアイン城

のコラボレーションもあり、会場は大いに盛り

頃のおしゃれを競う「おしゃれスナップコンテ

東店 / さくら野百貨店弘前店 / 弘前市立観光館

上がりました。また今年は花火が万華鏡のよう

スト」とファッション甲子園当日のファッショ

インフォメーション / 日弘楽器

に見える、たか丸くんメガネを作製販売し好評

ンを競う「おめかしファッションコンテスト」 〈青森市〉成田本店しんまち店（地下 CD 売場） を得ました。
の 2 区分で募集します。「おしゃれスナップコ

/ ショッピングタウンサンロード青森（１階総

ンテスト」は、自分のコーディネートをデジカ

合サービスカウンター）

最後はフィナーレワイドスターマイン「世界
遺産登録２０周年記念

白神山地〜未来へつな

メや携帯電話で撮影し、ご応募ください。（応 〈八戸市〉チーノはちのへ（１階インフォメー

ぐ生命の森〜」により弘前市の夜空を鮮やかに

募締切７月３１日㈬まで）１次審査通過者は最

彩り無事終了いたしました。

終審査会にご招待します。

ション）
ファッション甲子園実行委員会事務局担当

なお今年２回目となる「花火 de 合コン」は

＜まちそだて課＞

男女１５７名が花火を見ながら合コンを楽しみ

「おめかしファッションコンテスト」のエン

ました。
〜実行委員会会長佐藤浩之氏からのコメント〜
弘前商業連合会・よさこい津軽実

『今年も多くの会員企業様からご協賛をいただ

行委員会主催による「第１４回よさ

き、ありがとうございました。』

こい津軽」が６月２３日、土手町通

ひろさき市民花火の集い実行委員会事務局

りにて開催され、県内外の３０団体・

・青年部担当

＜情報調査課＞

総勢７７０名の踊り手が１０万人（実
行委員会発表）の観客を魅了しまし
た。今年は、岩手県盛岡市の人気チー

弘前市内の幼稚園・保育園児たちが制作した

ム「ＹＯＳＡＫＯＩチーム鴒（せき

ねぷたを土手町通りで披露する「ちびっ子ねぷ

れい）」、地元弘前の新チーム「Lapis

たのお通りだい」（主催：同実行委員会）が今

☆煌組（らぴす・ひかりぐみ）の２
チームがよさこい津軽初参加となりました。
出陣式では、第５回大会からの連続出場と

年も開催されます。
る五所川原立佞武多・弘前ねぷた・青森ねぶた

今年、２８回目となるこのイベントは、弘前

をテーマにした新作をお披露目すると、沿道か

ねぷたまつりのオープニングとして、また次代

なった「弘前櫻会（ひろさきさくらかい）」に、 らは大きな拍手が贈られていました。

を担う子どもたちのまつりへの参加意識を高

菊池清二弘前商業連合会長から１０年連続出場

恒例となった「よさこい教室」では、参加７

め、弘前ねぷたの保存継承に寄与するものとし

賞が贈呈されました。また、遠く函館より参加

団体が講師となり、観客に「よっちょれ（よさ

され、よさこい津軽の発展に大きく貢献された

こい踊りの基本型）」等を指導、祭りを飾る「旗

本年は、８団体の参加が予定されております

「函館躍魂いさり火（はこだておどるたましい

振り・合同乱舞」にはたか丸くんも参加し、参

ので、当日はぜひ土手町通りにお集まりいただ

いさりび）」に、小林貞三中土手町理事長より

加者全員で「タッタカ♪たか丸くん」を踊って

き、子どもたちの運行をご覧ください。

１０回出場賞が贈呈されました。

のフィナーレとなりました。

◆日

参加３０団体の先陣を切って、地元ＡＯＭＯ
ＲＩ花嵐桜組が「青森の三大

火祭り 」であ

て開催されております。

時

１４：５０〜１６：１５（予定）

弘前商業連合会・よさこい津軽
実行委員会事務局担当

＜まちそだて課＞

平成２５年７月２８日㈰

◆コース

弘前市役所土手町分庁舎（集合・出
発）→土手町→一番町→桜大通り
（解散）

◆その他

小雨決行（決定は１２：００）

◆お問い合わせ
ちびっ子ねぷたのお通りだい実行委員会事務局
ＴＥＬ

０１７２（３５）３１３１

（公社）弘前観光コンベンション協会

