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圧巻！３ｍの巨大アップルパイ

親子での仮装
も
多く見られま
した
トリック・オア
・トリートで
お菓子をＧＥＴ
！

ひろさきりんごハロウィン２０１７が１０月１５

ップを見ながらお店を回り「トリック・オア・

日に駅前・大町地区を中心に開催されました。

トリート」の合言葉で、袋いっぱいに集まった

昨年に引き続き実施したトリック・オア・ト
リートでは、駅前、大町商店街、ヒロロ、アプ

お菓子に満足した笑顔が見られました。

平成３０年新春祝賀会
●日

時／平成３０年１月４日㈭

リーズ、イトーヨーカドー弘前店のご協力によ

また、ヒロロ３階イベントスペースでは、
「RINGO HALLOWEEN PARTY」と題し、仮装

り４６店舗を対象としたほか、３ｍの巨大アッ

コンテストやダンスバトル、りんご娘ＬＩＶＥ

●場

所／ホテルニューキャッスル

プルパイを参加者全員に１ピースプレゼントし

等が行われ、会場は工夫を凝らした仮装の来場

●会

費／４，
０００円（お一人）

ました。

者で大いに賑わっていました。

●申込締切日／１２月１８日㈪１７：００まで

参加した子供たちは、丸１日かけて真剣にマ



＜地域振興課＞

１７：００～（受付１６：００～）

●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
了承ください。）

＜総務財政課＞
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弘前かいぎしょ TODAY
ロボット・ワークショップ最終審査会開催！

第１回若手経営塾を開催しました
９月２９日、
当所６階特別会
議室において、
第１回若手経営
塾が開催されま
した。
講 師 と し て 清藤会頭が講師を務めました
㈱弘前公益社代表取締役という立場で、清藤哲

プログラミングに試行錯誤

夫氏に「若手経営者に望むこととは」と題しご

食と産業まつり会場で最終審査

２０２０年より、小学校でのプログラミング教育

そして１０月２８日、津軽の食と産業まつり会

の必修化が決定しております。そこで青年部で

場内において、ロボット・プログラミングコン

は、ロボット製作を通じたプログラミング教育

テストと題した最終審査会が開催されました。

により子供達にプログラミング的思考を身につ

複雑なコースを突破していくロボットの動き

けてもらうため、ロボット・ワークショップを

には各チーム個性があり、観客の大人も感心し

開催しました。

た様子でした。

講話いただきました。
また、終了後は講師を囲んで懇親会を開催し、
より活発に意見が交わされ、議論を深める事が
できました。
本気で学びたいという想いで集まった１３名
の固定メンバーが塾生となり、今後も隔月で開

かなか思い通りに動いてくれないロボットに対

青年部では来年も、将来様々な分野で活躍し、 催いたします。
次回は１１月２８日、㈱みちのく銀行代表取締
地域に貢献できる人材を育成するためにロボッ

し試行錯誤を重ねながら、皆さんプログラミン

ト・ワークショップを開催いたします。

役会長の杉本康雄氏にご講話いただく予定です。

グの修正を繰り返していました。





２４名の小学生が全４回の講習会に参加し、な

＜経営支援課＞

＜経営支援課＞

『 大館きりたんぽまつり』を正副会頭、料飲・観光部会役員で視察
１０月９日に『本場大館きりたんぽまつり』の

１０月６日・

視察会及び大館商工会議所との交流会を行いま

７日総勢６名で

した。当所から清藤会頭、小山内、清藤両副会

女性会北海道全

頭、料飲・観光部会から福士部会長他、役員４

国大会へと行っ
てまいりました。

名が参加しました。
『本場大館きりたんぽまつり』は、秋田県を
代表する食のイベントで、今年は約９０店舗が
出店し、３日間の開催で来場客数は１３万３千人

会期中は１３万を越える人出

でした。
リを受賞した料亭北秋くらぶ（石川博司

名

代

表

者
愛

余り、五会場に分かれて懇親を深めました。
アトラクションは縄文太鼓、三味線に続き、
した平岸天神の群舞と盛り沢山でした。

商工会議所観光・環境サービス業部会長）にて

以上」～ニトリの成長秘話～講師は似鳥昭雄氏

大館商工会議所中田会頭らとの交流会を行いま

（札幌商工会議所副会頭）です。時代が求めてい

した。主にきりたんぽまつりの現況についてご

るのは「安さと品質」
、人が惹きつけられるのは

説明いただきました。

「度胸と愛嬌」
。よく男は度胸、女は愛嬌、とい



＜地域振興課＞

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
４３９件（特別会員含む）
所

参加者一同で

楽しみにしていた記念講演会は「お、ねだん

をいただき、大変有意義な時間を過ごしました。

業

か ら ２，
７００ 名

大館

交流会では、みなさんで美味しいきりたんぽ

事

参加者は全国

２０１７年「よさこいソーラン節」で大賞を受賞

きりたんぽまつり視察後には今年度グランプ

交流会であいさつする清藤会頭

～北海道全国大会参加報告～

住
弘前市桶屋町５−４

所
明治屋セブンビル２Ｆ

営

業

ｌｏｕｎｇｅ ＡＩＺ

田 澤

スナック

㈱Ｍａｐコンサルティング

工 藤 千 絵

弘前市大町３丁目１０−９

，
ＨＥＡＲＴＹ Ｓ ＭＵＳＩＣ

工藤かおり

弘前市土手町１１６

音楽教室

武田塾弘前校

古 川 芳 樹

弘前市北瓦ヶ町３−１ キョウドウ第１ビル３Ｆ

学習塾

内

容

いますが、男女ともにその両方が必要だとお話
ししてくださいました。
会場の移動にはシャトルバスが用意されてお
り、運転手さんは色々な楽しいお話しをしてく
ださいました。予想外のところでとても気持ち
の良いおもてなしを受けることができ、癒され
ました。
毎回大会に出るたびに感じることですが、女
性の活躍が素晴らしく、誇らしく、発奮させら

工藤テナント１０１

保険代理店

れます。

＜女性会副会長＞

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２０１７」
、
「ひ
ろさきりんごハロウィン２０１７」
、
「２０１７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。
【協賛企業のご芳名】
（敬称略）
㈱ディーエス開発
※１０／２０現在
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弘前かいぎしょ TODAY
企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜
自社ホームページやパンフレットで反社会的

第１５回：反社会的勢力排除条項について
（その３：最終回）
Q

勢力排除の姿勢をアピールすることや、顧問

暴力団などの反社会的勢力への対処方法に

弁護士の存在を明記することも効果的です。

ついて、教えてください。
（第１３回、
１４回と

万が一、反社会的勢力とのやり取りの必要

同内容です）
Ａ

が生じた場合、必ず弁護士を窓口とし、毅然

反社会的勢力への具体的な対処方法です

とした対応をします。状況によっては、警察

が、①反社会的勢力とは契約・取引しない、

ビジネスダイアリーで来年の準備、始めませんか？

3

や暴追センターとも連携して徹底した法的措

②契約後に発覚したら契約解除する、の２点

置を取ります。

を徹底することが最も重要です。今時の反社

数に限りがありますので
お早めにどうぞ

反社会的勢力は貴社の身近にも存在しま

会的勢力は、当初は紳士的・友好的であった
り、好条件の契約を提示してきたりします。

す。取り込まれないよう、細心の注意を心が

しかし、後に深刻なトラブルとなる可能性が

けましょう。

少なくありません。常日頃から情報収集を怠
らず、極力関与しないようにするべきです。

（横山航平法律事務所

会員サービス委員会 会員事業所の健康の取り組み vol.2

弁護士

横山航平）

北 星 交 通 ㈱

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２０１８年（平成３０年）版が完成
しました。
今回の表紙は、スタイリッシュなチェック柄
が特徴のデザインとなっております。
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
トや経営に役立つ情報も掲載されておりますの
で、デスクに一冊、ぜひご活用いただきたいと
思います。
ビジネスダイアリーは窓口にて直接お渡しい
たします。
数に限りがございますのでご希望の方はお早
めにお問い合わせください。


＜経営支援課＞

ひとり親家庭等の子育て及び就労自立を支援
することを目的として設立された「ＮＰＯ法人
マザーフィールド」では、１０月１１日にマザー
フィールド第６回理事会を当所で開催しました。
理事会では、今年度の事業進捗状況について、
平成２９年度追加事業の提案・補正予算につい
て、今後のキッチンカー事業について審議が行
われました。
平成２９年度の追加事業については、詳細が
決まり次第、会報等でお知らせいたします。
また、マザーフィールドでは、今後より多く
のひとり親家庭の応援をしていくため、趣旨に
賛同していただける皆様に対し、同法人への入
会を呼びかけていきます。
ぜひご入会いただきますようよろしくお願い
いたします。


＜経営支援課 マザーフィールド事業担当＞

毎日、血圧と体重を測定
会員事業所における従業員の健康のための取
組みのご紹介・第二弾です。

ストレッチで長時間の運転に備える
や脂肪量を測定するなど通常の健康診断とは全
く違う内容で、楽しく健診を行っています。社

今回ご紹介するのは、会員サービス委員会の

員に万歩計を配布したところ、歩数が気になる

下山清司委員長の北星交通㈱（タクシー・貸切

ようで、こまめに動くようになったとの声も聞

バス・運転代行業）です。

こえてきています。

北星交通㈱では、社員が出勤してまず最初に

健康への取り組みを始めてから、少しずつ社

行うのが、血圧と体重の測定です。数値は個々

員の健康意識が変わってきました。まずは自分

のファイルに毎日記入します。毎日測定するこ

の健康に興味を持ってもらうことが大切だと考

とにより、自分の体調を分かってもらうことが

えています。

目的です。出庫前の点呼時には、軽いストレッ

タクシードライバーはお客様の命をお預かり

チを行います。勤務中は座りっぱなしになって

しています。お客様の安全のため、最高のサー

しまうため、車から降りた時に少しでも体をほ

ビスをするためにも、今後も北星交通㈱は健康

ぐしてもらえればと思っています。その他、北

への取り組みを続けていきます。

星独自の『北星版健診』を行っています。筋肉



＜経営支援課＞
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〜 今年、弘前商工会議所は創立１１０周年を迎えます 〜
～世界的に求められるブランドであり続けるために～

３日間で６８，
０００の人出

三木社長による講演の様子

リシュモン ジャパン 三木社長講演会を開催

弘前と連携する５会議所の連携ブース

このたび産業振興委員会では、リシュモン ジ
ャパン㈱代表取締役社長兼リージョナルＣＥＯ
の三木 均（みき ひとし）氏を講師にお招きし、
「いつまでも求められるブランドであり続ける
ために」と題した講演会を開催しました。
産業振興委員会では、弘前地域資源のブラン
ド化を包括的に支援する窓口機関「弘前ブラン
ドセンター」の構築を目指しており、当セミナ

アップルパイ総選挙はボンジュールの３連覇！

将来の夢コンクール表彰式

ーはその一環として開催、弘前実業高校の生徒

１０月２７日～２９日の３日間、克雪トレーニン

本・上田・下関・北九州５商工会議所の地元銘

グセンターと屋外エントランス広場において、

産品を販売する共同ブース「日本列島うまいも

「第１７回津軽の食と産業まつり」が開催され

の大会」が３年目の出店で初めて完売するなど、 ループの一つであり、カルティエやモンブラン、
どのブースも行列ができるほどの盛況ぶりとな ダンヒルなど世界的なラグジュアリーブランド

ました。
屋内外あわせて１２２件の出展があり、それぞ

りました。

を含め、約１００名が講演会を聴講しました。
スイスに本社を置くリシュモンは世界三大グ

を傘下に収めています。三木社長は講演の中で、

れ食料品、工芸品、雑貨、衣類、建築関係等の

当所青年部が企画・実施した「弘前アップル

「ある程度のニーズが満たされた現代社会では

物品が展示・販売され、来場者の中には両手い

パイ総選挙」のブースでは、来店者の方々に市

普通に物を売っているだけでは売れない」と説

っぱいに買い物袋を抱える姿もみられました。

内６店舗それぞれ自慢のアップルパイを食べ比

明、
「消費者の声を聞き、応えることが求められ

期間中には切れ間なく、和菓子作り、そば打

べいただき、投票の結果ボンジュールさんが３

る」と述べました。

ちなどの体験、保育園児による演奏・演技やよ
さこい演舞等、各種イベントも行われ大いに賑
わいました。

連覇を果たしました。

ラグジュアリーブランドには「長い歴史に培

また、会期中には１６回目となる「将来の夢コ

われ、他社と明確に差別化されている商品があ

ンクール」に市内の小学生から寄せられた、

第３８代ミスはこだての大竹美穂さんが函館市

ること。またそれらは世界的流通がなされてい
１，
３３６枚の作文と絵が会場内に展示されました。 ること」などの構成要件が必要であり、ブラン
最終日には優秀作品の表彰式が行われ、入賞者 ドビジネスを展開する上では、ブランドの価値

の魅力をＰＲした他、昨年来本格的に相互交流

に賞状と記念品が手渡されました。

函館商工会議所は単独で観光ブースを設け、

や世界観を消費者に理解してもらうとともに、

を推進している大館市の物販ブースでは、きり

期間中の人出は約６８，
０００人（実行委員会発

これらの要件を一つ一つ確実に作り上げること

たんぽの味噌焼きや地酒の試飲販売が人気を集

表）にのぼり、今年も大いに賑わいを見せてい

が大事であるという三木社長の説明に、聴講者

めていました。中でも当所が連携する函館・松

ました。

は熱心に耳を傾けていました。＜産業振興課＞

＜経営支援課・産業振興課＞

弘前市に対する重点要望事項を葛西市長に提出

弘前商工会議所事務局人事について
（平成２９年１１月１日付）

当所では、去る９月２７日開催の常議員会に
氏

新 職 名
中小企業相談所
野々口卓史
所長

おいて、平成３０年度の弘前市に対する重点要
望事項として、市政全般にわたる１７項目を機
関決定し、１０月１２日には清藤会頭、齊藤副会
頭、小山内副会頭、清藤副会頭が弘前市役所を
訪ね、葛西市長並びに下山市議会議長に要望書
を提出いたしました。
今回の要望は市の予算編成に間に合うよう、

名

旧 職 名
中小企業相談所 所長
兼 産業振興課 課長

村谷

要 産業振興課 課長 産業振興課 参事

山本

肇 経営支援課 課長 経営支援課 参事

齊 藤 耕 成 経営支援課 係長 総務財政課 係長

例年より２ヶ月時期を早めております。また、
１７項目のうち「健康と地域医療について」
「イ
ンバウンド対策について」「弘前ブランドセン

清藤会頭が葛西市長に要望概要を説明
清藤会頭から要望書を受け取った葛西市長は、

ター構想への支援および地域資源のブランド化

「弘前市の発展を考えた経済界からの提言とし

推進について」の３項目を最重点要望とし、弘

て重く受け止めている。行政と経済界は車の両

前市に対して２月末日までの回答を求めており

輪。力を合わせて取り組んでいきたい。
」と述べ

ます。

ました。

＜総務財政課＞

佐藤

亘 経営支援課 主事 総務財政課 主事

福 士 晴 子 総務財政課 主事 地域振興課 主事
○採用
氏

名

職

名

角 田 花 織 経営支援課 主事
○退職（平成２９年１０月３１日付退職）
氏

名

職

名

野 呂 和 宏 経営支援課 課長
花 田 涼 香 経営支援課 主事

