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（購読料は会費の中に含まれています。）

謝辞を述べる新戸部満男氏

意見交換会で発表する永澤会頭

東北六県商工会議所連合会
定期総会開催

NO. 709

７月７日、東北六県４２商工会議所の正副会頭、専務理事約
１１０名が出席のもと｢平成２８年度東北六県商工会議所連合会が
弘前市内で開催され、当所永澤会頭、前田副会頭、清藤副会頭、
野澤副会頭、工藤副会頭、工藤専務理事、高木常務理事が出席し
ました。
「東北地方における経済状況は依然厳しいと認識しているが、全
国５１５商工会議所のネットワークを活かし、地方創生に繋がる
活動を更に推し進めて欲しい」と激励。平成２７年度事業報告な
らびに収支決算含む６議案はいずれも原案通り承認されました。
また、総会後に開催された三村会頭との意見交換会では、永澤
会頭から「地域を先導する弘前商工会議所を目指して」と題した
当所の「弘前感交劇場」の取り組みを発表、当所議員３５名も加

来賓として挨拶する三村会頭

わり、各地の先進事例を学びながら情報交換を図りました。

旭日小綬章の勲章

発起人代表挨拶をする
永澤会頭

来賓として招かれた日本商工会議所三村明夫会頭は挨拶の中で

当所名誉会頭新戸部満男氏が、平成２８年春の叙勲・褒章で、長年の地域経
済活性化に貢献された功績が認められ、旭日小綬章を受章されました。このた
び当所正副会頭等が発起人となり、新戸部満男氏旭日小綬章受章祝賀会を７月
２０日、ホテルニューキャッスルで開催しました。
当日は２２６名が参加し、発起人の一人である前田副会頭に先導され、新戸
部満男氏が会場内に入場すると場内からは、拍手喝采が起こり、引き続き発起
人代表である永澤会頭の挨拶がありました。
その後、葛西憲之弘前市長、木村太郎衆議院議員、友人代表である山崎力氏
から祝辞があり、日本商工会議所三村明夫会頭より賀状、弘前市文化団体協議
会・鐵心書道会吉澤秀香会長からは「書」が贈呈されました。また、青年部前
田会長から花束、女性会三上会長からは記念品が贈呈されました。
新戸部名誉会頭からは「今回の受章は一昨年に亡くなった家内と私を理解し
てくれた皆さんのおかげである」と謝辞がありました。
謝辞の後には、工藤紀誉美さん、今由佳理さんによる祝歌が披露され、下山
文雄弘前市議会議長の乾杯で宴会が始まりました。
会場内には、５月１２日に行われた伝達式で頂戴した勲章も披露され、それ
を目にしたお客様は、改めて新戸部氏の多大な功績ぶりに尊敬の念を憶えてお
りました。
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今年は当所議員改選の年です

～議員選挙日程～

！

会議所共済加入者のための 映画鑑賞会実施

今年は当所役員・議員の改選期です。議員の任期は３年間で、平成２８年１１月１日から
平成３１年１０月３１日までとなっております。
選挙日程につきましては、下記のとおりです。

平成２８年

弘前商工会議所

議員改選選挙日程

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２８年９月１４日㈬～１０月１２日㈬の９：００～１６：００
（最終日は正午まで）
○投 票 日：平成２８年１０月２４日㈪の９：００～１６：００
（即日開票）
Ⅱ．２号議員の選任・・・・・定数３５名
○選
任：９つの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２８年９月１４日㈬～１０月５日㈬
Ⅲ．３号議員の選任・・・・・定数１５名
○選
任：９月１３日㈫開催の常議員会において、会員のうちから選任を行います。
◆選挙・選任に関する告示は、当会館１階正面玄関側掲示場にて公告いたします。
※なお、議員の選挙権、被選挙権は、９月１日現在で会費納入済の会員に与えられます。
＜総務財政課＞

医療福祉・専門サービス部会で２つの事業を実施しました
～中小企業のＸ–ＤＡＹ～ 社葬に関するセミナー

坐禅を組んで心身をリフレッシュ

今、あふれ出す−生きる力。
ディズニーが贈る奇跡のエンターテイメント
巨編−『ジャングル・ブック』。故ウォルト・
ディズニーが最後に手がけたディズニー・アニ
メーションがついに実写化！叫びたいほどの感
動をあなたへ。
当所恒例となった、弘前商工会議所共済制度
加入者対象の映画鑑賞会のお知らせです。詳細
は次のとおり。
●上映日 平成２８年９月８日㈭ １８：３０
●場 所 イオンシネマ弘前
（旧ワーナー・マイカル・シネマズ弘前）
●上映作品 『ジャングル・ブック』
現在、弘前商工会議所共済制度にご加入され
ている方は、担当推進員までお問い合わせくだ
さい。
なお、今回、加入者以外で１０名の方に限り
ご招待いたします。ご希望の方は、官製はがき
に事業所名・所在地・氏名・電話番号・希望枚
数（１事業所２枚まで）をご記入の上、当所内
「弘前商工会議所共済制度・映画鑑賞会」チケ
ットプレゼント係までハガキにてご応募くださ
い。
（締切は８／３１必着）
料飲・観光部会主催

『ＨＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会』開催決定！
！
このたび料飲・観光部会（小山内康晴部会長）では、
当所会員同士の「ご縁」にスポットをあてた交流型ビア
パーティー『ＨＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会』を９月７日㈬に開
催いたします。
部会事業所による各種飲食ブース出店のほか、豪華景
品が当たる抽選会やタヒチアンダンスショーなどお楽し
み企画も満載です。従業員やご家族、知人とご一緒にぜ
ひお越しください。
のうりょうえんかい

７月１４日、医療福祉・専門サービス部会（阿
保鉄幸部会長）による社葬に関するセミナーが
開催され、１５名の参加がありました。

７月２５日の早朝、医療福祉・専門サービス

今回のセミナーでは㈱弘前公益社の須藤政勝

部会（阿保鉄幸部会長）では、毎年の恒例行事

氏を講師に、架空の企業を題材に社葬を行うに

である坐禅会を、西茂森町の盛雲院にて開催し

あたっての準備と社葬後の手続きについてご講

ました。

話いただきました。

はじめに、三浦住職から手や足のくみ方など

掛かる費用が社葬費用になるのか遺族費用に
なるのか具体的な例を基に問題形式で出題さ

のレクチャーを受け、その後坐禅堂に場所を移
して、曹洞宗様式の坐禅を約３０分間行いました。

れ、皆さん苦戦していました。

当日は１４名の参加があり、終了後には皆で

普段なかなか知ることのできない社葬に関す

お粥の朝食をいただきました。日頃とは違った

る知識を深めることができ、非常に中身の濃い

一日の始まりを過ごし、身も心も洗われるよう

充実したセミナーとなりました。

な、さわやかな朝となりました。





＜総務財政課＞

＜総務財政課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４６７件（特別会員含む）
事

業

所

名

代

表

者

住

所

営

業

内

容

すとう設備

須藤

貴之

弘前市西茂森二丁目２０−８

水道設備工

㈱ＬｉｎｋＳ

角田

康浩

弘前市大町三丁目１０−７

結婚相手紹介サービス、婚活イ
ベント企画・運営等

てる塗装

野田

輝道

弘前市浜の町北一丁目１６−２

建築塗装

カーライン

對馬

幸治

弘前市町田三千苅４３−３

自動車販売、修理

㈱ＴＣコーポレーション

平岡

智広

弘前市賀田大浦５０−１

インターネット販売

ファースト・スター㈱青森支店

安田奈美江

五所川原市本町２５−８ 山口ビル２Ｆ

保険代理店

特別会員

■開 催 日
■時
間
■場
所

平成２８年９月７日㈬
１８：００～２１：００（時間内出入り自由）
土手町コミュニティパーク
多目的ホール、ポム広場（中庭）
■チケット ３，
０００円（５００円×６枚、抽選券１枚）
☆団体特典☆
１０名以上でご参加の場合は事前にお席をお取りいた
しますので、事務局までご連絡ください。
≪下記事業所にてチケット好評発売中≫
弘前商工会議所５階事務局・㈱角長
レストランＢＥ ＳＩＤＥ（ブロッサムホテル弘前）
よしじん・ファイン・弘前東栄ホテル
サンパレス秋田屋・菊富士本店
めん房たけや・炭火ダイニングとしぞう
※当日のお支払いはすべてチケット制となりますので、
事前にチケットをご購入ください。
お問い合わせ 料飲・観光部会担当
＜まちそだて課＞

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２０１６」、
「Ｔｈｅ津軽三味線２０１６」
、
「ひろさきりんご
ハロウィン２０１６」
、
「２０１６津軽の食と産業ま
つり」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。
（順不同・敬称略）
【協賛企業・個人協賛のご氏名】
くどうかんばん、
（協）
日専連弘前、㈱東奥日報
社弘前支社、ブナコ㈱、弘和建設㈱、㈱ユニバ
ース堅田店、青い森信用金庫、ひろさき光線治
療院、㈲大湯石材店、㈱カルチャー、㈱エクラ
ン一級建築士事務所、㈱青森銀行、弘前市旅館
ホテル組合、㈱寺崎自動車、㈱角弘弘前支店、
東日本旅客鉄道㈱秋田支社、三上道明商店、弘
前りんご商業
（協）
、弘前ダンス学院、テフコ青
森㈱、㈱みちのく銀行、東北電力㈱弘前営業所、
㈲小野印刷所、㈱ホテルニューキャッスル、Ｎ
ＴＴ東日本弘前支店、油川社会保険労務士事務
所、㈱西村組、フラワー観光㈱、弘前堅田生花
㈱、青森県ヘアアーチスト専門学校、㈱角長、
㈱ディーエス開発、㈱アート不動産、㈱千代田
信用、㈱栄研
※７／２９現在
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日本弁護士連合会では、全国共通電話番号に

お近くの弁護士をご紹介いたしますので是非

よる中小企業向け法律相談（面談）予約サービ

ご利用ください。初回面談３０分間の相談は無

スの「ひまわりほっとダイヤル」を運営し、全

料で受け付けております。

国の中小企業に対する法的支援に努めており

◎全国共通専用ダイヤル

ます。

受付時間
平日１０：００～１２：００／１３：００～１６：００

想定外のトラブルでビジネスチャンスを逃さ

℡０５７０−００１−２４０

ないために、弁護士にできることがあります。

企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

お気軽に相談を！！
『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 ８月１７日㈬・９月２１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＞

らには、従業員が休日に会社の自動車で事故
当社の従業員が取引先に商品を配達した際、 を起こしたような場合や、従業員が自分の自
誤って取引先の建物を損壊してしまいました。 動車で通勤中に起こした事故についても、会
当社に責任はあるのでしょうか。

Ａ

雇用形態（正社員、アルバイト、パート他）
三者に損害を発生させた場合、原則として会

また、万が一の為の保険に入ることも不可欠

社は賠償責任を負います（民法７１５条）。従

でしょう。

業員ではなくても、下請けの従業員を使った

ホームページに補助金・助成金等の
最新情報をＵＰしました。
当所ではＨＰに「国、県等の補助金・助成金・

の経営に役立つ最新の情報を提供するものです。

が無料で相談に応じます。

是非ご覧になってください。

バナーを開設しました。これは「青森県リレバ

また、弘前市の補助金・助成金等の情報につ

相談無料
秘密厳守
匿名可能
こんな相談が寄せられています。

いても、市 ＨＰとリンクしておりますので、

●支払日を過ぎても代金を払ってくれないので

○ 市ＨＰトップページ > 働く・産業 > メニュー
○ 市ＨＰトップページ > 市政情報 > 計画・取り
組み > 商工・観光の中小企業応援ガイドブック
から必要な情報をご覧ください。
弘前商工会議所ホームページ

止されてしまいました。

http://www.hcci.or.jp

まずはお電話を！
相談員が訪問し相談に応じます！
フリーダイヤル（無料）０１２０−４１８−６１８
（公財）２１あおもり産業総合支援センター
相談員

下請かけこみ寺

こちらをクリック

郡川（こおりかわ）

・調停による紛争解決
中小企業が抱える企業間取引に係る紛争を裁
判よりも迅速、簡便に解決するための調停（裁
判外紛争解決（ＡＤＲ）手続き）を無料で行い
ます。
・消費税の転嫁等に係る取引上の相談にも応じ
ています。
フリーダイヤル（無料）０１２０−３００−２１７

平成２８年度会費納入のお願い
平成２８年度会費の納入はお済みでしょうか？
お送りしている振込用紙での納入をお願いいたし
ます。
お振込みの際は、振込用紙に記載されている金融
機関をご利用いただくと、手数料無料でご納入いた
だけます。
なお、本年は議員改選の選挙年となっておりま
す。実施にあたって選挙権・被選挙権ともに会費を
お納めいただくことが必要となります。
つきましては、お振り込みを確認できない事業所
様へは、当所職員が直接お伺いさせていただきます
ので、よろしくお願いいたします。

横山航平法律事務所

弁護士

横山航平

場合などにも責任を負う場合があります。さ

ン推進情報メールマガジン」を基に、みなさま

取引推進課

使用者責任は、幅広く適用されるものです
ので、十分な注意、従業員の監督が必要です。

士（青森市、弘前市、八戸市、五所川原市在住）

●長年取引をしていた発注元から突然取引を停

社が責任を負う場合があります。

にかかわらず、従業員が事業の遂行の際に第

中小企業の取引上の悩み相談に相談員や弁護

引かれました。

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第１回：こんなにこわい使用者責任？！

融資情報、イベント・セミナー・研修情報」の

●「歩引き」と称して、代金から一定額を差し

＜経営支援課＞

Ｑ

下請かけこみ寺（中小企業庁委託事業）

困っています。
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＜経営支援課＞

安心 安全

受講訓練
受講期間

住所

免許・資格・
希望月収（万）
職歴・経験等
希望勤務地
専門知識・技術等

医療事務・
普通自動車免許（ＡＴ限定）
１３
医師事務作
秘書検定２級・ワード３級 一般事務
弘前市
業補助科
メディカルクラーク・医事 
３年１０ヶ月 弘前周辺
３ヶ月
コンピュータ技能検定３級
基本から学
組立工
６ヶ月
９
普通自動車免許
ぶパソコン
弘前市
野菜加工 ７ヶ月（パート）
２
事務基礎科
エクセル・ワード３級
野菜加工 ３ヶ月 弘前市
４ヶ月
ゼロから始め
郵便業務 １ヶ月
８
普通自動車免許（ＡＴ限定）
る調剤薬局事
弘前市
郵便業務 １ヶ月（パート）
３
幼稚園教諭１級
務パソコン科
リンゴ作業 ９ヶ月 弘前市内
３ヶ月

１

普通自動車免許
１６
Webクリエイ
３ヶ月
Webクリエイター能力検定 事務
品出し １年７ヶ月 弘前市近郊
４ ター養成科 弘前市（スタンダード）
Webクリエイター能力検定
４ヶ月
洋菓子製造１１ヶ月 及び県外
（エキスパート）
普通自動車免許
スキルアップ
簿記２級・情報処理検定 経理事務
２０
OA事務科 弘前市 ３級・医療事務管理士

２８年６ヶ月 弘前市
ワード・エクセル２級
４ヶ月
珠算２級

５

パソコン
６ 事務基礎科 弘前市 普通自動車免許
４ヶ月

９
製造 ４年２ヶ月
（パート）
医療機器製造 １年
弘前市
製造
６ヶ月 及び近郊

普通自動車免許
パソコン
７ 事務基礎科 平川市 エクセル３級
ワード３級
４ヶ月

ホール接客
１５

９年１ヶ月 弘前市
縫製 １２年９ヶ月 及び近郊

普通自動車免許・全経３級
１５
パソコン
MOS２０１３ワードスペシ 販売
１８年
弘前市
８ 事務基礎科 弘前市 ャリスト
９ヶ月
MOS２０１３エクセルスペ 販売
近郊
４ヶ月
シャリスト
ピッキング
パソコン
１０

２０年１１ヶ月
９ 事務基礎科 弘前市 普通自動車免許
ピッキング９年６ヶ月 弘前市
４ヶ月
事務
３年 近郊
販売 ２年１０ヶ月
医療・調剤
普通自動車免許
１５
カフェ店長
１０ 薬局事務科 弘前市 医療事務管理士

２年１ヶ月 弘前
６ヶ月
調剤事務管理士
洋菓子販売 ２年

※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、
求人の申し込みが必要です。

国がつくった経営者の退職金「小 規 模 企 業 共 済」

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事

◇掛金は全額所得控除

業主（共同経営者含む）または会社等の役員の

掛金は、その年に支払った全額が「小規模企

方が事業をやめられたり、退職されたりした場

業共済等掛金控除」として、その年の課税対象

合に、生活の安定や事業の再建を図るための資
金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

所得から控除できます。
◇共済金の受け取り
共済金は廃業時・退職時に受け取れます。

現在の加入者は約１２５万人です。
◇加入対象の条件
常時使用する従業員の数が２０人以下（商
業・サービス業では５人以下）の個人事業主
（共同経営者含む）および会社の役員です。

満期はありません。共済金は一括受取りの場
合には退職所得扱い、分割受取の場合には公
的年金等の雑所得扱いとなります。
◇担保・保証人不要で貸付制度が利用可能
加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で、

加入時の年齢の上限はありません。
◇掛金
毎月の掛金は、１，
０００円～７０，
０００円の範囲
内（５００円単位）で自由に選べます。

臨時に必要な事業資金等の貸付が担保・保証
人不要で受けられます。


＜経営支援課＞
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弘前かいぎしょ TODAY

ファッション甲子園２０１６最終審査会開催迫る！
！
８月２１日㈰に弘前市民会館で「ファッション
甲子園」がいよいよ開催となります。
今年は全国３，
１９０点のデザイン画から、一次

づくりとなっておりますのでお楽しみに！
【入場券販売所】
入場券（税込５００円・全席自由）は下記販売

書類審査を通過した３５点（２８都道府県３２校

所において好評発売中です。

３５チーム）が公開ファッションショー形式の最

＜弘前市＞弘前商工会議所事務局・弘前市まち

終審査に臨みます。衣装の制作からモデル、作

なか情報センター・さくら野百貨店弘前店・弘

品の紹介まですべて高校生が務めます。

前市立観光館インフォメーション・中三弘前

優勝校には副賞として「パリ招待」が、準優

店・ヒロロ１Ｆインフォメーション・弘前大学

百石町夜店まつりファッションショーの様子

勝・第３位校には「アマゾンファッションウィ

生協シェリア店・弘南鉄道弘前駅/中央弘前駅

ーク東京招待」が提供されます。

＜青森市＞成田本店しんまち店４Ｆ・サンロー

スクエア・中三弘前店

ド青森１Ｆ総合サービスカウンター

＜百石町夜店まつりファッションショー盛況＞

弘前市からは、弘前実業高校（２チーム）
、柴

７月２２日、今年で１２回目となる百石町夜店

田女子高校（１チーム）が出場します。

＜五所川原市＞ＥＬＭインフォメーション

アトラクションでは、デザイナー中島篤氏に
よるATSUSHI NAKASHIMA２０１６–１７年秋冬

＜八戸市＞ラピア

まつり路上ファッションショーを開催しました。

※なくなり次第終了となりますので、お早めに

学校法人白銀学園専門学校サンモードスクール

ファッションショーを行います。歴史によって生

お買い求めください。

オブデザインの学生がモデルを務め、自ら手掛

み出された伝統的な要素を、現代風にアレンジした

ファッション甲子園関連イベントも開催
作品で、ミラノコレクションでも発表されました。 ＜ファッション甲子園ＰＲ展示＞
その他、会場内では昨年度上位入賞作品や過

最終審査会出場校のデザイン画３５点を公開

去の優勝作品の写真などの展示も行いますので、 します。

けた２３作品の衣装を披露しました。
沿道に詰めかけた観客からは、拍手や歓声が
あがり、衣装を撮影する姿も多く見られました。
【お問い合わせ】

また、今年度から会場に１８mのランウェイを

展示場所：ルネスアベニュー・弘前市まちなか

ホームページ：http://www.f-koshien.com/

設置して、よりファッションショーらしい会場

情報センター・さくら野百貨店弘前店・ヒロロ



２０１６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。なくなり

ふらいんぐうぃっち
グランプリの青柳ねぷた

次第終了となりますの
でお早めにお買い求めください。
開催日：平成２８年９月２４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

81

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
※ＪＲびゅうプラザ、ホームページでのチケ
ットのお求めは、座席指定ができません。
※ホームページでの販売は、ご好評につき昼

＜まちそだて課＞

弘前ＦＣ実行委員会制作のねぷたポスター

Ｔｈｅ 津 軽 三 味 線

大小 台・熱気溢れる火扇の競演 ！
「弘前ねぷたまつり」盛大に開幕 ！

ファッション甲子園実行委員会事務局担当

今年も津軽の夏を熱く盛り上げました

展示期間：８月２１日㈰まで

ぜひ足をお運びください。

の部の販売を一時的に中止しており、夜の
部のみの販売となっております。

津軽地方に夏本番を告げる弘前ねぷたまつり

テストが行われた他、合同運行初日にはアニメ

イベントの詳細につきましては、
『Ｔｈｅ津軽

が８月１日に開幕しました。夜空を焦がす勇壮

の声優も運行に参加、祭りに新たな彩りを添え

三味線２０１６』で検索いただくか、当所ホーム

で幻想的な武者絵とともに「ヤーヤドー！」の

ていました。大小８１団体が出陣し、太鼓や笛

ページにリンクバナーがございますので、ご確

掛け声が弘前の中心街に響き渡り、多くの観衆

の祭り囃子が連日沿道の観衆を魅了しました。

認ください。

を熱狂の渦に巻き込みました。

［お問い合わせ］


また、７月２４日には本番に先駆けて、市内の

今年は弘前市が舞台のアニメ「ふらいんぐう

園児らによる「ちびっ子ねぷたのお通りだい」

Ｔｈｅ津軽三味線実行委員会事務局担当

ぃっち」をモチーフにしたねぷたも多数出陣し

が開催され、元気いっぱいの運行でまつりムー

＜情報調査課＞

ました。１、２日目はキャラクターねぷたのコン

ドを盛り上げていました。 ＜まちそだて課＞

