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ご 挨 拶

「地域を先導する
商工会議所を目指して」
会頭

永澤

弘夫

弘前市長

葛西

憲之

行ったところであります。加えて、当市の経済

平成２８年の新春を迎え、弘前商工会議所

の活性化を目的として、岩木山商工会と合同

会員の皆様に、謹んで新年のご挨拶を申し上げ

わが国経済は、ようやくデフレ脱却への道筋

で実施したプレミアム商品券発行事業につい

ます。

が見え、ＴＰＰの大筋合意や訪日観光客の増加

ては、販売総額１５億７１８万円に対し換金率は

わが国の景気は、輸出・生産面において新興

をはじめ、昨年後半からは企業の設備投資も拡

９９．
８５％となるなど消費の拡大に大きく寄与

国経済の減速による影響がみられるものの、緩

大を見せるなど、将来に向けて明るい展望を持

したところであります。

やかな回復を続けており、個人消費は、雇用・

平成２８年の輝かしい新春を迎え、謹んでお
慶び申し上げます。

てる期待感が広がりつつあるところであります

長期デフレからの脱却という重要な転換局面

が、地方経済及び当地域におきましては、長期

にあるなか、
「人口急減」
「地方の疲弊」とう大

所得環境の着実な改善を背景に、底堅く推移し
ています。

先行きについても、景気は緩やかな回復を続
きな課題を克服していくためには、地方の持て
然として厳しい状況が続いたところであります。 る力を総動員し、地方創生の実現に向けた取り けていくと予想されております。
また、本県におきましては、青森空港への国
こうしたなか、２期目の会頭就任から２年余 組みを加速さていくことが求められております。
りが経過いたしましたが、引き続き「地域を先
新しい年を迎え、当商工会議所といたしまし 際定期便の就航や北海道新幹線の開業により、
にわたるデフレの影響による疲弊感が強く、依

導する弘前商工会議所」を目標に掲げて、
「建議

ても、地域経済を早期に明るい希望の持てる未

今後交流人口が拡大し経済の活性化が図られる

活動の強化」、
「まちそだての推進」、
「中小企業

来へ誘導することができるよう、今後とも弘前

ものと期待しております。

支援の強化」、
「組織・財政基盤の強化」の四つ

市、弘前観光コンベンション協会、弘前市物産

の柱を基本とした２期目の中期行動計画に基づ
く諸事業を積極的に展開してきたところであり

協会をはじめ関係機関との連携を密にしながら、 れる弘前づくり」を理念とし、弘前市を活性化
「地域を先導する弘前商工会議所」を目指して させるべく、様々な施策を官民一体で展開して

ます。

邁進していく所存でありますので、皆様方の一

います。地域住民のニーズを掴み、施策に反映

層のご支援とご協力を賜わりますよう重ねてお

させることで、市民の暮らしの更なる満足度向

願い申し上げます。

上を図っていきます。

特に昨年は、新たな地域連携事業として、魅
力の異なる函館・弘前・松本・上田・下関・北

こうした中、当市では「子ども達の笑顔あふ

九州の６つの地方商工会議所の強みを活かして

本年が皆様方にとりまして最良の年となりま

さらには、街を盛り上げ、人を呼び込むため

のモデル事業への取り組みをスタート、まずは

すことを祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたし

に今まで以上に弘前市の魅力を外部に発信し、

昨年１１月に開催の津軽の食と産業まつりにお

ます。

「オール弘前」でおもてなしの体制をとる必要

いて、６商工会議所による地域連携ブースを設

があります。

けての各地の物産の紹介と販売による物産によ

どうか、弘前商工会議所の皆様におかれまし

る交流を図ったほか、これまでの函館・下関と

ては、今後とも、当市経済界のリーダーとして、

の更なる経済交流を深めてきたところでありま

地域経済活性化のため、ご尽力を賜りますよう

す。また、国立大学法人弘前大学との連携に関

お願い申し上げます。

しては、昨年に続き、地域の将来を担うグロー

結びに、弘前商工会議所並びに会員の皆様に

カル人材の育成に資する「学都ひろさき未来基

とりまして、幸多き年となりますことを祈念申

金」に対して、地元経済界をあげての支援を

し上げまして、新春のご挨拶といたします。
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新春座談会出席者
（敬称略）

～ 弘前商工会議所女性会 会長 三上美知子氏 略歴 ～
㈱弘前天賞堂本店

ゲスト

三上美知子 氏

専務取締役

東京都出身。実家は現職と同じく、宝石貴金属・時計
等の小売や宝飾品の輸入・加工を営む。都内の短大を卒
業後、日本眼鏡専門学校に進む。その後、結婚を機に弘
前へ。
おなじみの「てんてんてんの天賞堂」のフレーズや、
イメージキャラクター「てんちゃん」の考案、黒石八郎
さんを起用したインパクトあるＣＭづくりなどを手掛け
るアイデアマン。
弘前商工会議所常議員も務める。趣味は中学生の頃か
ら続けているバレーボール。
１級眼鏡光学士、ジュエリーコーディネーター等の資
格を持つ。

〈ゲスト〉
弘前商工会議所女性会

三上美知子

弘前商工会議所青年部

前田

弘前市出身。都内の短大を卒業後、百貨店内のファッ
ション店に就職。数年後に帰郷し、家業の薬局に勤務。

委 員 長（司会）

櫛引

利貞

副委員長

斎藤

良雄

〃

木村

和生

小山

悟

その後、市内百貨店への新規出店の立ち上げを行う。
２００５年にヒーリングサロンPetit Bourを設立。ヨガ・
メンタルカウンセラーなどの各種スクール業務の他、社

新年、あけましておめでとうございます。

員
〃

山口

道子

どの講師を務める。

〃

阿保

秀樹

〃

三浦

利吏

担当副会頭

工藤

武重

将来の夢は、自然あふれる場所にカフェやヨガスタジ

櫛引委員長（司会）
：

委

員のモチベーション教育、おもてなし、接客サービスな

オを開き、気軽に集まれるコミュニティーを作ること。

典子 氏

典子

弘前商工会議所広報委員会

Petit Bour（プティブル）代表

前田

会長

〈企画・進行〉
～ 弘前商工会議所青年部 会長 前田典子氏 略歴 ～

ゲスト

会長

メンタルカウンセラー、ヨガセラピスト等の資格を持つ。

たので、戸惑うようなことはないです。

主人の父の代からで会社創業が昭和２５年です

櫛引委員長：

ので、６５年以上の歴史のある会社です。

本日は「女性会・青年部会長を迎えて」と題

力強いお言葉、ありがとうございます。前田

時計・貴金属・眼鏡・補聴器等を取り扱って

し、当所女性会から三上美知子会長、青年部か

会長は多くの男性会員がいる中で初の女性の会

おりその全ての部門に専門の職人がおり、販売

ら前田典子会長をゲストにお招きして、会の運

長ということでご苦労もおありかと思います

だけではなく、修理には特に力を入れており、

営方針や事業の紹介、またお二人とも女性とい

が、いかがでしょうか。

地道に、細く長く営業しております。

うことで、女性経営者から見た弘前についてな

前田会長：

ど、大いに語っていただきたいと考えており
ます。
さて、会長に就任されて８カ月ほど経ちます
が、三上会長、会長職には慣れましたか。
三上会長：
はい。私は副会長職を長くやっておりまし
て、これまで会長を近くで補佐してまいりまし

私はまだまだ慣れておりません。ずっと慣れ

私は、実家も時計、貴金属を扱っており、お
客様と接することが好きで、宝石が大好きで、

ないかもしれません。
（笑）

そして宝飾に関しての色々な資格を取るのが好

櫛引委員長：

きなのでまさに天職のような職業に就けて大変

それでは、それぞれご自身の事業を教えてい
ただけますか。
三上会長：
代官町で天賞堂という店をやっております。

幸せに思っております。
前田会長：
私は八木橋薬局という薬局の娘として生まれ
ました。私は人と接するのが好きで、東京でア
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パレル関係の接客業をしておりました。
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る」です。私はヨガをやっておりますが、ヨガ

ます。

弘前に帰って来てからは実家で薬や化粧品を

はサンスクリット語でつながる、統合する、と

小山委員：

販売しており、具合の悪いお客様が元気になっ

いった意味があります。調和を図りながら周り

私は１１月のダンスパーティーにはじめて出

ていく姿や、メイクをさせていただいたお客様

とつながって事を成そうということを会の運営

席させてもらいましたが、非常に感動しまし

の笑顔を見て「人を元気にする仕事がしたい」

方針としています。

た。あれだけの人数が集まって踊るというのは

と思うようになりました。

私は青年部として長いキャリアを積んできた

壮観ですし、ダンスパーティーという場面なら

そこで、体の健康だけではなくて心の健康と わけではありません。ですから、会を運営して
いう部分をお手伝いしたいと考えて、マッサージ、 いく上でお役に立てる部分といえば、私が今ま
ヨガ、カウンセリングなどを通して「癒し」を で接客の仕事で培ってきた、人とのコミュニ

ではのコミュニケーションがとれるのが素晴ら

提供するヒーリングサロンＰｅｔｉｔＢｏｕｒ（プ

ケーション能力という部分だと思っています。

ティブル）を設立し、独立いたしました。

人と人を通じて様々な事業と向き合う姿勢とい

しいです。それができるのは、女性ならではだ
な、と感じました。

うものを、これまでの歴代の会長さんたちと
ちょっと違った視点でお見せできればいいなと
思っております。

小山
櫛引

悟 委員

三上会長：

利貞 委員長（司会）

ありがとうございます。特に今回はいつも以

櫛引委員長：

上に会議所の役員、議員の方々にご参加いただ

ＰｅｔｉｔＢｏｕｒというお店の名前ですが、由

斎藤

来はなんですか。

良雄 副委員長

いて、盛大に開催することができました。
小山委員：

前田会長：

櫛引委員長：

（プティ・ブルジョワ）と
「petit bourgeois」
いうフランス語で、
「ちょっとした贅沢」とい

業などを教えていただけますか。

よ。
（笑）

う意味です。お客様お一人の為にお店を貸し切

三上会長：

櫛引委員長：

女性会・青年部の活動内容について、主な事

私もまた参加したいと思っています。永澤会
頭も「ダンスを習おうか」と言っていました

りにし、時間と空間を提供いたします。日常と

女性会の活動として主なものは、９月のカル

は一味違う異空間に身を置いて、ちょっと贅沢

チュアロードへの出展と１１月のチャリティー

な気持ちを味わっていただければと思い名付け

ダンスパーティーの開催です。それらの収益の

青年部では独自に行っている事業の他にも、

ました。

一部で社会福祉活動や弘前市への雨傘の寄贈を

商工会議所と協力しながら一緒に行っている事

行っています。

業が多くあります。

～ 女性会・青年部の活動 ～

それから、今回は特に弘前市への要望事項に
力を入れています。私はこれをとても大事にし
たいと思っていて、会長に就任した時に、私た

櫛引委員長：
ここからは、広報委員の質問に答えていただ

それでは前田会長、お願いします。
前田会長：

年間を通してみると、大きなものだと「古都
ひろさき花火の集い」
「津軽の食と産業まつり」
「Ｔｈｅ津軽三味線」などがあります。

ちの意見が市政を動かすということについて、

その他、各委員会でスローガンに基づいて委

どれほど大事なことなのかを考えましょう、と

員会の特色を生かした事業を行っています。

皆さんに呼びかけました。

「ＨＩＲＯＳＡＫＩビジネスアイディアコンテスト」

くという形で進めていきたいと思います。それ

女性会の意見が地域社会と行政を結ぶ懸け橋

「ひろさき合コンリーグ」などです。最近は女

では、斎藤副委員長に口火を切っていただきま

になれるようにということを常に考えながら、

性会員も増えてきて、いろんな場面で活躍して

しょう。

弘前がよりよい街になればいいなと思っており

います。

斎藤副委員長：
お二人の会の運営方針や抱負をお聞かせくだ
さいますか。
三上会長：
女性会というのは、女性経営者の親睦と研鑚
を高め、女性の地位向上と女性企業家への支
援、社会貢献などを目的とした会です。女性ら
しさの本質を失わずに行動し、いかに女性らし
く輝けるかということを、いつも課題に考えて
おります。
前田会長：
青年部の平成２７年度スローガンは「つなが

弘前市へ観光客用雨傘の寄贈を行っています

毎年大勢の人で賑わう「津軽の食と産業まつり」
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さんからご質問があればお伺いしたいと思いま

～ 女性経営者として ～

す。山口委員いかがですか？
山口委員：
前田会長から女性の会員が増えてきたという
お話がありましたが、それでも男性会員が圧倒
的に多い状況の中で、やり辛いとか困ったと感

櫛引委員長：
木村副委員長は女性経営者としてのお二人に
ご質問があるようですね。

じることはありますか。
また、三上会長は逆に全員が女性という中で
会をまとめていくご苦労もおありかと思います

木村副委員長：
私どもの会社は、今男性より女性のほうが多
いのですが、これから企業において女性が活躍

が、いかがでしょうか。

していくにはどのようなことが必要か、女性経

三浦

利吏 委員

営者から見たヒントをいただければと思います。

三浦委員：
前田会長に質問です。商工会議所青年部（Ｙ
ＥＧ）と青年会議所（ＪＣ）との違いがわから
ない、という方も多いと思いますので、簡単に
ご説明いただければと思います。
前田会長：
確かに、名称も似ていて一般の人には少しわ
かりづらいかも知れませんね。
商工会議所青年部（ＹＥＧ）は、全国に

山口

５１４ある商工会議所のうち、４１０設置されて
いる商工会議所の一部で、地域商工業の振興と
商工会議所の事業活動に寄与することを目的と
して様々な活動をしております。
また、弘前市への政策提言も、青年部として

道子 委員

前田会長：

木村

とてもメンバーに助けてもらっていて、支え
られながらやっておりますので、正直やりにく
い、困ったと感じることはないです。

和生 副委員長

前田会長：
女性は男性以上に家庭の事を優先して考えて

出したものが「弘前商工会議所の重点要望事

ただ、強いて申し上げるなら、私は学生の頃

いる方が多いと感じますし、だいぶ世の中も変

項」として出されることもあります。加入資格

からずっと女性の中におりまして、東京で勤め

わってきたとはいえ、
「家庭は女性が」という

は商工会議所会員事業所の役員、事業主や後

ていた時も女性が中心の会社でした。起業して

ところも、まだあると思います。そのため、能

継者などで、２０～５０歳の方。一方で青年会

からも社員、お客様とも女性でしたので、これ

力・意欲があっても仕事を泣く泣くやめなくて

議所は、
「修練」
「奉仕」
「友情」を信条に掲げて

ほど男性が多い中で活動をすることがあるとは

はならないという方もいます。

社会貢献活動を行っており、参加資格は趣旨に

夢にも思っていませんでした。その中で、男性

女性が企業で活躍するためには、働きやすい

賛同する個人で２０～４０歳の方となっており

と女性でのニュアンスの違いを感じることがあ

環境を真剣に考えて、それを少しずつでも実現

ます。

り、言いたいことが伝わったのか心配になるこ

していけばいいと思うのです。女性は、出産、

とがあります。

子育てをしていく中で、どうしても仕事よりそ

三上会長：

ちらを優先しなくてはならない場面が出てきま

ただ、ＹＥＧの「地域商工業の振興をとおし
た地域貢献」とＪＣの「明るい豊かな地域社会
をめざした社会貢献活動」には重複する部分も

女性会会員は、若い方は３０代から上は８０

あり、時には協力し合って１つの事業をする場

歳近い方もいらっしゃいます。年齢の幅が広い

合もあります。その一例として、
『ひろさき市

と考え方もいろいろで、それを１つにするとい

民花火の集い』があります。

うのは大変です。

すので、そこをしっかり企業が理解することが
大切なのではないでしょうか。
結婚していないバリバリのキャリアウーマン
と、家庭を持って子供を育てている女性を同じ

この事業は、ＹＥＧやＪＣをはじめ、市内各

「こちらを立てれば、あちらが立たず」とい

に見るのではなく、環境が違うということを踏

団体の青年組織で実行委員会を組織して、弘前

うこともありますが、それをまとめていくに

まえた上で仕事を評価していただければと思い

商工会議所や弘前市などの支援を受けながら実

は、最終的には自分で責任をとって決断してい

ます。

施している事業です。

かなくてはいけないと思っています。

また、企業側も「法律だから仕方がない」で

物事が決まるまでには紆余曲折があります

はなく、気持ちよく環境を提供することが大事

なるほど、組織の成り立ちや目的、加入資格

が、決まったことについては皆さんものすごい

だと思います。色々な事情があり、まだそこま

などの違いがある一方で、重なり合う部分は協

パワーで協力してくれるので、とても感謝して

でできない企業もあると思いますが、弘前の企

力し合うということですね。ここで、委員の皆

います。

業にご理解をいただき、女性が働きやすい市の

櫛引委員長：

先進事例になっていただきたいですね。
櫛引委員長：
三上会長はどのようにお考えですか。
三上会長：
私も子どもを３人育てながら仕事をしてきま
した。主人の父の会社ということでとても助け
られましたが、それでも子育てをしながら仕事
をするのは大変なことです。本人が休みたいわ
けでなくても、
「子供をとるか、仕事をとるか」
となれば、子供をとらなければなりません。今
は保育施設も充実していますけれども、それで
も乳幼児保育となるとなかなか難しいですし、
お金もかかることですので。
ですから、私もそれぞれの家庭事情を受け入
れてくれる企業を育て、雇用する側の意識を高

第702号

平成２８年１月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

5

めなければならないと思っています。でも一方

とができるとか、弘前らしい企画があればもっ

に、相談に乗ってもらったり、ご意見をいただ

では、自分も経営者として「休まれると困る」

と盛り上がるのではないでしょうか。

いたりして、経営者として同じ悩みを共有でき

という気持ちもわかりますし、なかなか難しい

ると思います。

問題だと思っています。

そして、全国にある商工会議所青年部と交流
を持ち、いろんな勉強をさせていただくことが
できますので、経営者として視野を広げ、事業

～ 弘前の魅力について ～

を発展させていくのに役立つと思います。
また、様々な青年部活動の中で、今行政や関
係団体がどのような動きをし、取り組みを行っ

櫛引委員長：

ているのか、いろんな情報を得た上で自分の企

前田会長は東京に進学、就職なさって、弘前

業を発展させていくことができるのが、一番の

に“Ｕターン”してきて、三上会長は東京生ま

阿保

れでいわゆる“Ｉターン”をされたわけです

秀樹 委員

メリットなのかなと考えています。

が、お二人から見て、弘前の「強み（良さ）」
「弱み（悪さ）」はどこだと思われますか。
前田会長：

～ 今後の展望について ～

Ｕターンしてきて、弘前の桜、りんご、ねぷ
た、津軽弁などに接すると、改めていいものが
たくさんあるな、と実感します。地元の魅力は、 櫛引委員長：
それでは今後の展開についてお聞きしたいの
やはり離れてみてわかるものだと思います。
弘前に長くいると、それらの魅力がしっかり

ですが、あと１年少々の任期のなかで、これか

感じられなくなってくるのかもしれません。例

らやっていきたいことなどはありますか。

えば「短命県」であるとか、良くないところは

前田会長：

三上会長：

皆で共有するのだけれど、良いところを共有す

最初の頃から心がけていることですが、まず

女性会は年代が上の方も多く、いろいろな経

るのはあまり上手でないのかな、と思っていま

はひとつひとつの事業を丁寧に行うということ

験をされている方が多いので、その中で切磋琢

す。それだと、外に情報を発信するにしても、

です。

磨しながら勉強になることはとても多いと思い

せっかくの魅力を活かしきれないということに
なるのではないでしょうか。
それから、津軽の人は新し物好きの気質があ
るように感じています。今は地方にいてもたく

それから、自分たち青年部の事業だけではな
く、商工会議所全体としての役割や働きなどを
役員・議員さんと触れ合いながら勉強させても
らいたいと考えています。

ます。そして、いろいろな部分で自分力が磨け
ると思います。
仕事をしながら、会の活動することは大変と
思うかもしれませんが、できないと言わず、一

さんの情報を得ることができますし、外へ目を

商工会議所がやっていることは多方面にわ

向けることは上手だと思います。足元の良さを

たっていると思いますので、その情報を得て、

自分を追い込んでも、事をなし遂げるという

知ることより、外へ向かうエネルギーの方が強

会の運営に活かし、また自分たちの経営にも役

気持ちを強く持って、ぜひ女性経営者の方に参

いのかなという気がしています。

立てていきたいと思っています。

加していただきたいと思います。

今は県外の方たちでも弘前に興味のある方は

三上会長：

ネット、ＴＶ、本、などいろんなところで情報

私は特に会員増強をがんばっていきたいと考

を得ていて、とても細かいところまで知ってい

えています。女性会は平成２９年に３０周年を

ます。そういった人達に逆に弘前の良さを教え

迎えますので、それまでに現在４４名の会員を

ていただくこともあります。

５０名に増やすという目標を掲げています。

櫛引委員長：
三上会長、お願いいたします。
三上会長：
東京と比べると弘前は本当にのんびりしてい
て、とても住みやすいところだと思っていま
す。東京から弘前へ帰って来ると空気が澄んで
きれいだなと思いますし、それだけ人の心もき

それから、今までのことは踏襲しながら、新
しくやりたいことのアイデアもたくさんありま
す。でも、これはあわてて一人でできるもので
はないので、少しずつ進めていければと思って
います。
残りの任期、なんとか自分らしく会長職を全
うできればと思っています。

たくさんある観光資源や強いところをまだ活か

櫛引委員長：
本日は当所女性会の三上美知子会長、青年部
の前田典子会長をゲストにお迎えし、様々なお
話を伺いました。

れいなのだろうと思っています。
前田会長がおっしゃったとおり、私も弘前は

歩踏み出すということが大事だと思います。

～女性会・青年部にご参加を！～

２０１６年は、市内商工業者それぞれが弘前市
の経済振興に前向きに取り組み、明るい１年と

し切れていないと思います。昨年の「曳屋」に

なりますよう祈念し、本日の座談会を終了いた

しても、全国放送や紙面で取り上げられていま

します。本日はありがとうございました。

したが、もう一歩先があるように思います。

櫛引委員長：

それぞれみんな頑張っているのだけれども、

最後になりますが、弘前の若手経営者や女性

全体としてどういうふうにしていくのかが、

経営者がもっと集まれば、更なる会の繁栄につ

ちょっと見えづらいような気がしています。

ながると思います。それぞれの会のＰＲ、会員

先日、石川県の金沢へ行ってまいりましたが、 募集の呼びかけをお願いします。
新幹線開業後ということでとても盛り上がって 前田会長：
いました。兼六園へも行きましたが、弘前公園

私が青年部に入って「良かったな」と思って

も雰囲気、手入れは全然負けていないと感じま

いるのは、自分の会社だけでは学べないことが

した。桜という大きな強みもありますし。

青年部活動を通して学ぶことができることです。

ただ、設備的なものやお土産屋さんなどの面

また、会員の皆さんといっぺんに知り合うこ

で弘前は弱いな、と思いました。まつりなどの

とができて、自分次第でたくさんの繋がりを得

時期だけでも人力車や馬車などで公園を周るこ

ることができます。何か困ったことがあった時

工藤
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２月１３日㈯・２７日㈯２日間の日程で、ひろさき合コンリーグ
（主催：弘前商工会議所、主管：弘前商工会議所青年部・鍛冶
町防犯協会・鍛冶町創造委員会）が開催されます。
２０歳以上４９歳以下（開催日時点）の独身同性の方でグ
ループを組んでご参加いただけます。
また、参加人数・参加費用・お申込みの方法など詳細につき
ましては、下記のホームページ、または各プレイガイド等に設
置しているポスター・チラシをご覧ください。

撮影：弘前まちそだて大使 田村昌弘 氏
当所が平成２３年から進めている函館商工会
議所との連携、交流事業の一環として毎年実施
している「はこだてクリスマスファンタジーひ
ろさきナイト」が函館市金森赤レンガ倉庫で開
催されました。３月２６日に開業が迫る北海道新
幹線の開業１００日前イベントと位置づけた今回
のイベントは、すっかり函館市民に定着した「巨
大アップルパイ」の振舞いや「りんご娘」、
「弘
前城ミスさくら」によるクイズ大会に加えて津
軽三味線奏者の渋谷和生さんが参加し、ステー
ジを大いに盛り上げました。
また、金森赤レンガ倉庫ＢＡＹギャラリーで
弘前工芸協会とともに開催している工芸展も函
館市民にすっかり定着しました。今年も「津軽
のクラフト×函館のクラフト」と題し、はこだ
て工芸舎とコラボし、金森赤レンガ倉庫に隣接
するはこだて工芸舎のギャラリーでも特別展示
を開催しました。
弘前駅から函館駅へ特別に直通で乗り入れる
臨時特急白鳥号を利用したツアーも大変好評で
約４００人の弘前市民が函館市に乗り込みイベン
トを楽しみました。
＜まちそだて課＞

さらに、今回は個人戦も開催されますので、皆様ふるってご
参加ください。
◆開催概要◆
★チーム戦★
独身同性２人１チーム（男女各１５０チーム）
参加資格２０歳以上４９歳以下（開催日時点）
参加費 男性１０，
０００円（１人５，
０００円） 女性 ６，
０００円（１人３，
０００円）
申込締切２月１３日分 ２月 ２日㈫まで
２月２７日分 ２月１６日㈫まで
いずれも１０チームはリザーブ（補欠）チームとしての参加となります。
★個人戦★
男女各５０人まで（１人から参加可能です）
男性ドレスコードあり！
参加資格２０歳以上４９歳以下（開催日時点）の独身男女
参加費 男性５，
０００円／１人 女性３，
０００円／１人
素敵な出会いのために、
スーツorジャケット着用で
◆参加方法◆
いずれかの方法で、チケットを購入してください。
ご参加ください。
インターネットでチケットを購入
下記のホームページアドレスよりチケットを購入してください。
チケット代金＋送料のお振込みを確認後に、チケットを郵送いたします。
プレイガイドでチケットを購入
中三弘前店（営業時間１０：００～１９：００）
まちなか情報センター（営業時間 ９：００～２１：００）
さくら野百貨店弘前店（営業時間１０：００～２０：００）
各店１階のインフォメーションで販売しております。
【お問い合わせ】
弘前商工会議所青年部事務局 ℡０１７２−３３−４１１１
ホームページＵＲＬ h ttp://www.h cci .o r.jp/txt/goc om

＜情報調査課＞

経営者・後継者のための事業承継セミナー
会社の将来について、話し合ったことがありますか？
セミナー内容

「圧巻‼津軽三味線３００人大合奏。響け、魂
の音。」をテーマに「Ｔｈｅ津軽三味線２０１５」が
１２月１２日、弘前市民会館で開催されました。
津軽三味線３００人の大合奏をメインに、民謡
や手踊りなども織り込みながら繰り広げられ、
本場ならではの迫力と感動を体験できる津軽三
味線の魅力満載のステージとなりました。
今回、特に注目を集めていたのは、津軽三味
線、唄、太鼓、笛、手踊りと獅子踊がコラボし
た「獅子舞ツガル」と題した演目でした。
ＪＲ東日本「大人の休日倶楽部」や、ＪＴＢ

観光客をはじめとする多くの来場者は満足そう

「旅物語」等のツアー客のほか、県内外からの

に会場を後にしていました。 ＜情報調査課＞

