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ヘッドライン
◇部会、女性会だより

…２面

◇事業資金はマル経融資

…３面

TODAY

◇ビジネスダイアリー
完成しました …３面
ホームページ

http://www.hcci.or.jp

今年で４回目となる「ひろさきりんごハロウ

会報

しょうか。

ィン」が１０月１０日に土手町を中心に開催さ
れました。
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プ、マルシェなど盛りだくさんの内容となりま

ひろさきりんごハロウィンの集客も年々増加

した。

傾 向 に あ り 、 今 年 は 昨 年 よ り ２００ 人 多 い 約

また、今年は初の試みとして、鍛冶町地区に

近年全国的にハロウィン市場が拡大傾向にあ

１２００人がパレードに参加し、土手町通りがハ

ある城東閣を会場としたハロウィンナイトパー

り、市場規模はバレンタインを上回るとされて

ロウィン一色に染まりました。ひろさきりんご

ティーを開催し、お化け屋敷やコスプレコンテ

います。工夫を凝らした仮装で変身する楽しさ

ハロウィンメインコンテストを中心とした４部

スト、ヲタ芸イベントなどを行い大盛況となり

は一度体験するとやみつきになるのではないで

門のコンテスト、ダンスバトルやワークショッ

ました。

１２００人で土手町をパレード

りんご飴マンもハロウィンを盛り上げてくれました

＜まちそだて課＞

！
「ｔｅａｍ いとこ 」がコンテストグランプリを受賞！
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弘前かいぎしょ TODAY
２つの部会で事業を実施しました。
医療福祉・専門
サービス部会

免税に関する勉強会開催

生活商業部会

ボウリングで交流を深める

公益社団法人
弘前観光コンベンション協会
副会長

今泉

良郎

マイナンバー勉強会を開催しました！

性会の１０月定例会を開催

９月２９日、生活商業部会（石川雅祥部会長）

いたしました。

の総会終了後、２名の講師をお迎えして免税に
関する勉強会を開催いたしました。

医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会

今回は、弘前税務署長の

マイナンバー制度について

説明する二本柳署長

１０月２７日、ホテルニ
ューキャッスルにて当所女

第１部では国土交通省東北運輸局の三浦淳氏

長）では１１月２日、昨年に引き続き部会員親睦

二本柳弘子氏をお招きし、

より「外国人旅行者向け消費税免税制度につい

ボウリング大会をアサヒボウルで開催いたしま

１０月から通知が開始されているマイナンバー

て」というテーマで講義を受けました。外国人

した。

についての勉強会を開催しました。
勉強会では、マイナンバー制度の内容や保管、

旅行者が増加するなかで、
「東北」の認知度が極

今回も、さまざまな業界から申込みがあり、

めて低いことからまずは認知度をあげることが

６事業所３２名の方々に参加していただきまし

管理方法について説明があり、参加した会員は

重要だということや、外国人向けフリーＷｉ–Ｆｉ

た。ハイスコアを目指して力投した結果、今大

積極的に質問するなど熱心にメモをとっていま

エリアの拡大等を進めていく必要があるとのこ

会の優勝者はヘアールームみやかわの宮川修さ

した。

とでした。

んに決定いたしました。

＜経営支援課＞

大会後の懇親会会場で表彰式を開催しました
が、当部会の表彰は、くじ引きで参加者全員に

青森県商工会議所青年部

免税店の現状について」というテーマで講義を

賞品を差し上げる形式をとっており、今回は特

連合会 第８回会員大会 弘

受けました。佐藤氏は現在弘前りんご公園で免

に当所と連携をとっている函館市、下関市、松

前大会が１０月３１日に当

税業務を扱っており、免税店になるまでの経緯

本市、上田市、北九州市の特産品が賞品として

市において開催されました。

や実際に免税店になってからの気をつける点な

提供され、参加された皆さんは非常に満足され

記念セレモニーに続いて

どをお話いただき、出席者の方々はとても興味

ている様子でした。

行われたメインフォーラム
＜総務財政課＞

を示しており、多くの質問があげられていま
した。

プラズマ博士とサンちゃんが、核融合と「超

「省エネ対策アシスト事業」受付中

伝導」について紙芝居風にお話しをし、プラズ

中小事業者の経営が変わる！

マ発生や磁石、液体窒素を用いた実験などを一

省エネアシストで変わる！

緒に行います。
日

時：１２月１９日㈯

場

所：弘前市総合学習センター

対

象：小学生以上（保護者同伴）

定

員：１５組程度（先着順）

経費削減・経営力強化に
直結する省エネスタイルを伝授。

１３：００～１４：００

では、
「新しいイケてる自分の見つけ方」と題
し、エディフィストラーニング㈱上級コンサル

＜総務財政課＞

親子サイエンスカフェｉ
ｎひろさき
参加者募集

「省エネ専門家チームが、
あなたの会社を無料でアシスト」

参加料：無料

タント清澤正氏よりご講演いただきました。
その後行われた大懇親会では、～五感で感じ
る！若い力！「今の弘前」～をテーマに全国か
ら参集したＹＥＧ会員１４０名が交流を深めま
した。

＜情報調査課＞

新入職員紹介

８月２４日付で新入職員が入所しましたので、
ご紹介いたします。

☎０１７−７３４−９２４３

日本原子力研究開発機構青森研究開発センター
サイエンスカフェ事務局
ＴＥＬ０１７−７１８−２０１１ ＦＡＸ０１７−７１８−２２５０

● 省エネアシストあおもり で検索！

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
５０３件（特別会員含む）
業

よろしくお願いいたします！

●問合せ：青森県環境生活部環境政策課

申し込み先

事

歓迎の挨拶をする

第２部では（公社）弘前観光コンベンション
協会の佐藤卓氏より「免税店実務経験者による

弘前ＹＥＧ前田典子会長

青森県商工会議所青年部連合会
第８回会員大会 弘前大会

所

名

代

表

者

住

所

営

業

内

容

サトウ電化サービス

佐藤

慎

弘前市若葉２－４－３

エアコン、アンテナ等の取り付け

弘前電通工業㈱

前田

博

弘前市取上２－１１－１９

電話工事の設計及び工事

パセリ

櫻庭美智子

弘前市鍛冶町３０－１リトル東京街２０４

飲食業

シバタ自動車鈑金

柴田

智也

弘前市新里東平岡８０－３

自動車鈑金塗装

整体処つぼっくす

木田

潤一

弘前市城東５－１３－１

整体業

さ と う

わたる

佐藤
亘
【趣味：女性とのドライブ】
情報調査課主事

はじめまして。情報調査課の佐藤亘と申しま
す。Ｔｈｅ津軽三味線や検定試験、会計業務など
を担当いたします。様々なイベントや行事、業
務を通じて、弘前の発展に貢献できるよう精い
っぱい努力してまいります。どうぞよろしくお
願いいたします。

弘前商工会議所

人事発令

（平成２
７年１
１月１日付）

氏

名

新 職 名

旧 職 名

木 下 克 也 まちそだて課

課長 まちそだて課 課長補佐

村谷

参事 まちそだて課

○

氏

要 まちそだて課

退

名

職（平成２
７年１
０月３
１日付退職）

職

名

高 橋 直 美 まちそだて課

主事

課長
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所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方
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○還付がスピーディー

消費税・贈与税の申告は、自宅から国税庁ホー

○所得税及び復興特別所得税の確定申告期間中

ムページの「確定申告書等作成コーナー」を利

は、２４時間いつでも利用可能（メンテナンス

用して、ｅ−Ｔａｘで送信できます。

時間を除きます。
）

所得税及び復興特別所得税の確定申告で

ｅ−Ｔａｘに関する情報はｅ−Ｔａｘホームページ

ｅ−Ｔａｘをご利用いただくと、次のようなメリッ

をご覧ください。

トがあります。

http://www.e-tax.nta.go.jp/

○添付書類の提出省略（提出省略した書類は法

＜経営支援課＞

定申告期限から５年間の保存が必要です。）

当所では１１月９日㈪から１２月１１日㈮まで
年末経営金融相談室を開設しております。
年内中に事業資金を必要とする方はお早めに
ご相談ください。

＜経営支援課＞

がんばる企業を応援します。事業資金は“マル経融資”
（小規模事業者経営改善資金）
マル経融資制度は、小規模事業者の経営改善
をはかるために必要な運転資金、設備資金を商

皆様に毎年ご好評をいただいておりますビジ
ネスダイアリー２０１６年（平成２８年）版が完成
しました。
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、各週の予定の詳細を記入できる週
間ダイアリーと、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

証人・低金利でご利用できる日本政策金融公庫

トや経営に役立つ情報も掲載されておりますの

の融資制度の一つです。

で、ぜひご活用いただきたいと思います。

店舗の改装、車両・機械の購入等の事業資金と
して１０万円単位で申込ができます。
融資限度額は２，
０００万円、利率１．
１５％（平成

窓口にてお渡ししております。数に限りがご

７年以内、設備資金が１０年以内と大変有利な制

満程度の若手社員を対象に、

度です。

若年者職場定着セミナー

申し込みいただける方は
１．弘前商工会議所管内で１年以上事業を営ん

「職場のコミュニケーショ

人以下の建設業・製造業・その他の業種

中小企業・小規模事業者等の皆様の、売上拡大・
経営改善・新商品開発・創業・起業・ＩＴ・情報
化等の経営上のお悩みについて、各分野のプロフ
ェッショナルが無料でご相談に応じます。

ン術～自分を知る・相手を
知る～」が開催され、２５名
の参加がありました。
米国心理学ＮＬＰを学び、現在はコミュニケ
ーションやメンタルヘルスの講師などを行って

経営指導をうけており、経理内容が明らか

いる吉町友美氏を講師に、職場の人間関係を円

である

滑にしていくためのセミナーを行いました。

５．１，
５００万円を超える申込みの場合は事業計
画書の作成が必要になります

内容は、ゲームやワークを通じて、自身のコ
ミュニケーションの取り方の特徴や他者との違
いなどに気づくことを促すというものでした。

はじめてご利用の方へ
融資を受けるには、従前から商工会議所の経

スを理由に早期離職をする方が増えていること

営指導を受けていることが必要です。

から、職場定着につながり、働きやすい雰囲気

当所の経営指導員にお早目の相談をおすすめ
します。

＜経営支援課＞

お気軽にご相談を！
！
『なんでも相談会』
日常、業務を行う中で、許認可の必要性や
その他、商取引でわからないこと、お困りの
方に無料相談会を開催しております。
●開 催 日 １１月１８日㈬・１２月１６日㈬
●時
間 １３：００〜１７：００
●場
所 当所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
●相談内容 法人の設立、建設業の許可申請他
各種許可・登録申請、相続の手続き等について
※お待ちいただくことのないよう予約制とさ
せていただきます。相談ご希望の方は、事前
にご連絡ください。
＜経営支援課＞

＜経営支援課＞

よろず出張相談会開催（無料）

３．原則として、６カ月以前から商工会議所の

４．納付すべき税金をすべて完納している

せください。

「職場のコミュニケーション術
～自分を知る・相手を知る～」開催
１０月７日、入社３年未

２．従業員が５人以下の商業・サービス業、２０

ざいますのでご希望の方はお早めにお問い合わ

若年者職場定着へ！

２７年１０月９日現在）
、返済期間は運転資金が

でおり、税務申告をしている

！
！

今回の表紙は、爽やかな緑が特徴のデザイン

工会議所の審査会を経て推薦する無担保・無保

仕入資金、買掛金・手形の決済、給料の支払、

数に限りがございますので
お早めに

年末資金の準備はいかがですか？
ご相談はお早めに！

また、最近は人間関係の不安や悩み、ストレ

づくりができるように、社内で必要なコミュニ
ケーション方法を中心に実践を交えて指導して
いただきました。

＜情報調査課＞

◆開催日時（相談テーマ：開催曜日）
経営革新：原則毎月第２水曜日 開催
ＩＴ ：原則毎月第２金曜日 開催
商業 ：原則毎月第３月曜日 開催
※ 時間はいずれも１０：００～１６：００
（変更となる可能性もありますのでホームペ
ージにて必ずご確認ください）
◆相談会場
弘前商工会議所会館 会議室
◆対応者
青森県よろず支援拠点 サブコーディネーター
◆申込・問い合わせ先
（公財）２１あおもり産業総合支援センター内
青森県よろず支援拠点 事務局
ＴＥＬ：０１７–７２１–３７８７ ＦＡＸ：０１７–７２１–２５１４
E-Mail：yorozu@21aomori.or.jp
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
http://www.21aomori.or.jp/soudan/yorozu/
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平成２８年新春祝賀会
６商工会議所連携ブース

●日

時／平成２８年１月４日㈪
１７：００～（受付１６：００～）

●場

所／フォルトーナ

●会

費／４，
０００円（お一人）

●申込締切日／１２月１８日㈮１７：００まで
●申込方法／別紙折込チラシの参加申込書
に必要事項を明記の上、会費を添えて商
工会議所でお申し込みください。
（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

将来の夢コンクール表彰式

了承ください。）

１０月１６日～１８日の３日間、克雪トレーニン
グセンターと屋外エントランス広場において、
「第１５回津軽の食と産業まつり」が開催され
ました。
屋内外あわせて１２９件の出展があり、それぞ
れ食料品、工芸品、雑貨、衣類、建築関係等の
物品が展示・販売され、来場者の中には両手い
っぱいに買い物袋を抱える姿もみられました。

＜総務財政課＞

また、お馴染となった友好都市の北海道斜里
町、群馬県太田市の物産販売コーナーや当所が
交流を進めている函館、松本、上田、下関、北
九州商工会議所の物産のブースでは行列ができ
るほどの盛況ぶりとなりました。

べていただきました。
会期中には、１４回目となる｢将来の夢コンク

期間中には切れ間なく、和菓子作り、そば打

ール｣に市内の小学生から寄せられた１，
３７５枚

ちなどの体験、保育園児による演奏・演技やス

の作文と絵が会場内に展示されました。最終日

トリートダンス、バルーンパフォーマンス、地

には優秀作品の表彰式が行われ、入賞者に賞状

域で活躍するゆるキャラのＰＲ等、各種イベン

と記念品が手渡されました。

トも行われ大いに賑わいました。
また当所青年部が実施した「弘前アップルパ
イ総選挙」のブースでは、来店者の方々に市内
１０店舗それぞれ自慢のアップルパイを食べ比

期間中の人出は約７２，
５００人（実行委員会発
表）にのぼり、今年も大いに賑わいを見せてい
ました。
＜情報調査課＞

Ｔｈｅ津軽三味線２０１５のチケットが、引き続
き好評販売中です。
チケットは、当所ならびに市内プレイガイド
の他、ＪＲ東日本びゅうプラザ、ホームページか
らもお求めいただけます。
開催日：平成２７年１２月１２日㈯
時

間：昼の部：開演１４：００～
夜の部：開演１７：３０～

場

所：弘前市民会館大ホール

出

演：ＮＰＯ法人津軽三味線全国協議会他

入場料：Ｓ席３，
０００円（税込）※全席指定
Ａ席２，
０００円（税込）※全席指定
※なお、ＪＲびゅうプラザ、ホームページでの
チケットのお求めは、座席番号の指定がで
きませんので、あらかじめご了承ください。
また、ホームページからの販売は、座席が
なくなり次第終了となりますのでお早めに
お買い求めください。
イベントの詳細、チケットの販売場所の他、
チケットのお求めは、下記ＵＲＬからＴｈｅ津軽
三味線ホームページを御覧ください。
http://www.hcci.or.jp/txt/samisen/
［お問い合わせ］
Ｔｈｅ津軽三味線実行委員会事務局担当
＜情報調査課＞

