ヘッドライン
◇さくらまつり商況
調査結果 …２面
◇ 法律コラム キャッシュレス
決済について …３面
◇ファッション甲子園
チケット販売中！
！ …４面
ホームページ

http://www.hcci.or.jp

第２２３回通常議員総会が６月２７日の午後３
時から当所２階大ホールで開催され、８８人の
議員（委任状含む）が出席しました。

弘前かいぎしょ 2019
ひろさき

TODAY

会報

NO. 744

〒０３６−８５６７ 青森県弘前市上鞘師町１８−１
弘前商工会議所

１
２
０円
毎月１５日発行 １部
送料込み

会 頭 挨 拶 要 旨

7

TEL 0172(33) 4111

FAX 0172（35）1877

（購読料は会費の中に含まれています。）

また、平成３０年度においては、御用聞き活
動を継続実施したほか、健康経営の推進として

「早いもので現役員、議員の任期も残り４ヶ月

の各種啓発活動をはじめ、健康経営を推進する

開会にあたり清藤哲夫会頭による挨拶の後、

余りとなり、本任期中における皆様方のご支援

事業所の自己宣言登録など、短命県返上に向け

議事では、はじめに議員職務執行者の変更届出

ご協力に対し、深く感謝を申し上げます。特に

た取り組みを実施いたしました。また、人口減

や顧問参与職務者変更及び商工技術検定委員委

議員活動の強化として新たに再編した六つの常

少社会における若者の地元定着への取り組みや

嘱案件のほか、新規高等学校卒業予定者に対す

設委員会では、それぞれの所管事項に関する熱

地域の将来を担うリーダーとなる若手経営者育

る早期求人提出等に関する協力要請、議員選挙

心な議論を通じた活動を展開していただいてい

成のための人材育成事業を実施したほか、少子

及び選任日程などの庶務報告がなされました。

るところであります。また、業種別の各部会に

化が進む中での企業主導型の婚活事業、基幹産

引き続き、議案審議では、監事より監査報告

おいても、それぞれの自主性を発揮しての各種

業である農業経営に関する事業、ブランドセン

をいただいたあと、平成３０年度の事業報告並

事業の実施により、業界の振興と部会員の親睦

ター構想の確立をめざしての地域産品のＰＲ・

びに一般会計はじめ各会計の収支決算状況につ

を図られており、今後益々の活動の活発化に期

販売促進事業などを推進してまいりました。

いての説明がなされ、いずれも原案どおり承認

待するところであります。あわせて、会議所活

当商工会議所といたしましても、当面する大

されました。

動の根幹である建議活動につきましても、弘前

きな課題解決に向け、今後とも弘前市をはじめ

なお、このたびの総会での事業報告に関する

市に対する重点要望については、提出時期を早

関係団体との更なる連携を密にしながら、地域

委員会・部会活動については、各委員長ならび

めながら最重点要望事項を柱として実施してお

経済の早期回復に向けて邁進していく所存であ

に部会長から報告をいただくなど、平成３０年

り、今後とも各部会、青年部・女性会の協力を

りますので、議員各位のご支援ご協力を賜わり

度を納める総会を無事終了いたしました。

いただきながら、より効果的な建議活動となる

ますよう重ねてお願い申し上げます」と述べま

よう進めてまいりたいと考えております。

した。
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東奥信用金庫 本店

東北電力㈱ 弘前電力センター

本店長

所

阿保

青い森信用金庫 弘前・津軽地区本部

恵治

松嶋

㈱青森銀行 弘前地区営業本部

本部長

誠

鹿内

令和元年度
会費納入のお願い

邦治

協同組合日専連弘前
理事長

常務執行役員弘前地区営業本部長

泉

長

勲

武藤

大司

弘前市と弘前商工会議所は合同で、今年の弘
前さくらまつりの商況調査を実施し、６月２８

令和元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。
（振込期限を過ぎてもご利用いただけ
ます。
）
お振り込みの際は、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
８月３１日までに会費をお納めいただくことが必
要となります。
納入期限までに必ずお振り込みください。
よろしくお願いします。

日に記者発表しました。
４月２４日にソメイヨシノが満開となるやや
早咲きでしたが、その後低温となり花の見頃が
続いたことや、令和への改元に伴う１０連休に
より、まつり期間中（４月２０日～５月６日）
の人出は２８９万人となり、過去２番目の人出
となりました。ＪＲや高速バス、高速道路の入
り込み数は全て２ケタ以上の大幅な前年比増と
なり、特に４月２８、２９日の両日は、弘前公園

が大変好評であったことです。グッズを扱った

へ向かう道路が未だかつてないぐらいの混雑と

お店では、売上を大幅に伸ばしていました。因

なっていました。

みに、
「桜ミク」は来年も公式応援キャラクター

飲食店、みやげ物等の観光物販、宿泊施設の

になることが決まっています。

毎年恒例！日曜あさ６時は「かみどて朝市」
好評開催中

商況は非常に良く、特に２７日からの１０連休の

本商況調査結果については、当所ホームペー

売上が前年を多く上回ったとのことです。しか

ジに掲載していますので、是非ご覧ください。

毎週日曜朝６時から、えきどてプロムナード

しながら、地元の常連向けの居酒屋やブティッ

ＵＲＬ

にて開催される恒例の朝市が今年もスタートし

ク、買回り品を扱う店舗は休みが続いたため、



ました。昨年に引続き、１，
１００円分のお買物券

「前年同様」か「やや悪かった」という回答が

が１，
０００円で購入できるお得な「あさいちお買

見られました。

物券」を会場にて数量限定販売しております。

今年特筆すべきは、さくらまつり公式応援キ

かみどて朝市は、新鮮野菜はもちろん、各種

ャラクター「桜ミク」のグッズやキャンペーン

惣菜やこだわりパンなど、バラエティに富んだ
出店が魅力です。また、週替わりで各店舗特価
品もご用意しております。
生産者との交流も楽しめる「かみどて朝市」
をぜひご利用ください。
≪かみどて朝市開催概要≫
●開催日：毎週日曜朝６時～８時（１０月１３日

～出店者募集～
かみどて朝市では出店者を随時募集しておりま
す。詳細は下記実行委員会までご連絡ください。
《かみどて朝市実行委員会》
事務局：弘前東栄ホテル内（担当木村）
TEL:0172 - 33 - 8111
HP:www.facebook.com/hirosaki.asaichi/

弘前市中心市街地活性化協議会担当

まで）
●場

＜地域・産業振興課＞

所：えきどてプロムナード（上土手町側）

ご入会ありがとうございました。ただいま会員数２，
３２６件（特別会員含む）
事
㈱味喜や

業

所

名

代

表

者

川 口 輝 晃

住

所

弘前市城東中央四丁目７−８

営
飲食業

業

内

容

https://www.hcci.or.jp/
＜経営二課＞

会報６月号（アクサ生命）広告掲載の
誤りとお詫びについて
当所会報「弘前かいぎしょＴＯＤＡＹ」６月号
２面下段のアクサ生命の広告掲載は誤りでござい
ました。
広告内容の『フォローアップライフ（災害保障重
点期間設定型定期保険）
』につきましては、平成
３１年２月末をもって法人向けの販売を一部停止
しており、現在はお取り扱いを行っておりません。
掲載の誤りに対しまして、お詫びを申し上げ
ます。
＜総務財政課＞

第744号

令和元年７月１５日

弘前かいぎしょ TODAY
企 業 法 務ＴＯＤＡＹ
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〜知っててよかった 法 律 知 識 〜

第３３回：キャッシュレス決済について（その１） 用額に応じて付与されたポイントを買い物等
Q キャッシュレス決済について教えてください。 に利用できるロイヤリティポイント（Ｔポイ
A

キャッシュレス決済とは、現金を使わない

ント等）、などがあります。

支払方法です。政府がキャッシュレス決済を

クレジットカードの分割払いを除いて、

推進していますが、日本での利用率は２割程

通常は利用者には手数料がかかりません。利

度で、先進国の中では遅れています。

用額に応じたポイント付与やクーポン特典な

主な種類として、①後払い方式（一括、分割、 ど、メリットが多くあります。利用者として
リボ）のクレジットカード、②チャージによ は、特典や自分のライフスタイルに合ってい
る前払いの他、後払いも可能な交通系・流通

るかを見極めた上で上手に利用すべきものと

系電子マネー（ＳＵＩＣＡ、ｎａｎａｃｏ等）
、 いえます。
③銀行口座から即時に引き落とされるデビッ
次回は、加盟店のメリットについて説明し
現在、ハローワークで求職中の方々の情報で

トカード、④スマートフォンで決済するモバ

す。ご興味のある経営者の皆様は「ハローワー

イル決済電子マネー（ＰＡＹＰＡＹ等）、⑤利

ク弘前・紹介部門」まで、お気軽にお問い合わ
せください。

１

受講訓練
受講期間

免許・資格・
専門知識・技術等

パソコン簿記
速習科
３か月

ワード、エクセル３級

職歴・経験等

希望月収（万）
希望勤務地

警備員 ９年５か月
１５
製造作業員 ３年 弘前市

職場で活かせる
製造作業員 ２か月
１１
２ パソコン基礎科 ワード・エクセル３級 販売員
３年
弘前市
４か月
販売員 ４年３か月

３

簿記会計科
５か月

中型免許、特定毒劇物
一般事務員 ５年
１８
取扱者、フォークリフト、
検査作業補助員
ワード２００７、エクセル２００７、
弘前市

１年
日商簿記３級

４

パソコン簿記
速習科
３か月

販売・レジ
印刷作業員

１年
２０
１年 弘前市

※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。

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

９月１１日㈬・１０月９日㈬

●時

間 １３：００〜１７：００

●場

所

●相 談 員

弘前商工会議所会館５階相談コーナー
桔梗行政書士事務所
行政書士

●相談内容

竹内知弘氏

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が、当日都合の悪い方で
相談がある方も調整が可能の場合もあります
ので、経営一課までお問い合わせください。


＜経営一課＞

（横山航平法律事務所

弁護士

横山航平）

軽 減 税 率 対 応 セ ミ ナ ー を 開 催 し ま し た。
当所では、６月２６日、当所２階大ホールに
おいて、㈲ジュントオル 代表取締役 谷田貝
孝一氏をお招きして、
「１０月までにここだけは
知っておきたい！
！ 小売業・飲食店の軽減税率
対応セミナー」を開催いたしました。
セミナーでは、軽減税率制度の概要や想定さ
れるトラブルについて事例を交えながら説明い
ただきました。
当所では、「消費税軽減税率対策窓口相談等
事業」を実施しており、今後も消費税増税に関
するセミナーを実施する予定となっております。
事業所の皆さまには是非ご参加いただき、早め
の対応をお願いいたします。

◆今後のセミナー予定（当所２階にて開催）
日商簿記３級
MOSエクセルスペ
シャリスト、ワー
ドスペシャリスト

ます。

②「軽減税率制度導入前直前対策」
日時：８月２７日㈫ １４：００～１６：００
講師：㈱ソウルスウェットカンパニー
代表取締役／中小企業診断士
仲光 和之氏

①「タブレット型ＰＯＳレジの知識と活用法」
日時：７月２４日㈬ １４：００～１７：００
今後も、随時セミナーを実施いたしますので、
講師：河合中小企業診断士・社会保険労務
士事務所 代表 河合 正尚氏
開催時期やセミナー内容などのお問い合わせは
※セミナー後１６：００～同会場にて、
「レジ 当所までご連絡ください。
デモ＆相談会」を実施いたします。

＜経営二課＞
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ファッション甲子園２０１９入場券販売中 一律５００円、全席自由
高校生ファッション№１を競う全国大会「フ
ァッション甲子園」が８月２５日㈰に弘前市民
会館で開催されます。
第１９回を迎える今年は、全国１２３校・２，
７７１
点のデザイン画の応募があり、書類選考によっ
て選ばれた３５点（２７都道府県３４校３５チーム）
が弘前に集い、ファッションショー形式の公開
審査で上位を競います。
青森県からは３校４チームが出場決定となり、
弘前市からは、弘前実業高校２チームが出場し
ます。
今年のゲスト審査員は、
“清く・楽しく・美
しく”をコンセプトとしたアパレルブランド
「mercibeaucoup,」
（メルシーボークー）デザ
イナー・宇津木えり氏です。
当日は会場にて、昨年度大会上位入賞校作品
展示や出場校デザイン画展示、そしてインスタ
グラムキャンペーンなど、大会の魅力が伝わる
コーナー盛りだくさんです。
前売り・当日入場券は一律５００円でご購入い

ただけます。
（全席自由）
【第１９回全国高等学校ファッションデザイ
ン選手権大会（ファッション甲子園２０１９）前売
り入場券販売所】
〈弘前市〉弘前商工会議所/弘前市まちなか情報
センター/さくら野百貨店弘前店/弘前市立観光
館インフォメーション/中三弘前店/ヒロロ１階
インフォメーション/弘南鉄道弘前駅・中央弘前
駅/弘前市民会館
〈五所川原市〉ＥＬＭインフォメーション
〈青森市〉成田本店しんまち店
〈八戸市〉ラピア
※当日入場券は、弘前市民会館（会場入り口）
のみで販売いたします。
ファッション甲子園の詳細につきましては、
ホームページをご覧下さい。
【ファッション甲子園ホームページ】
http://www.f-koshien.com
ファッション甲子園実行委員会事務局担当

＜地域・産業振興課＞

「第２０回よさこい津軽」盛大に開催！
！

よさこい津軽実行委員会・弘前商業連合会が
共催する「第２０回よさこい津軽」が６月２３日、
土手町通りにて開催され、県内外の２５チーム・
総勢５８４名の踊り手が２万人（実行委員会発表）
を魅了しました。
参加２５団体の先陣を切って、地元AOMORI
花嵐桜組が、結成２０周年を記念し「感謝」を
テーマにした新作の演舞を披露。会場では大き
な歓声と拍手が響き渡っていました。
今年はよさこい津軽開催２０周年ということ
もあり、たか丸くんがデザインに使用されたオ
リジナルタオルの販売やフラッグリレーなど新
たな取り組みも行い、来場者からは好評を博し

ました。
また、恒例となった「よさこい教室」では、
参加５団体が講師となり、観客に「よさこい津
軽２０周年記念オリジナルソング」や「よっち
ょれ（よさこい踊りの基本型）
」を指導し、団体
と観客との例年以上の一体感が創出されており
ました。
祭り最後の「旗振り・合同乱舞」には、たか
丸くんも参加し、参加者全員で圧巻のフィナー
レを飾りました。
よさこい津軽実行委員会事務局担当
＜地域・産業振興課＞

今後のイベントのご案内
未来創生委員会

カップリング達成率４０％！
企業主導型婚活事業『出逢いのプロムナード』開催！

第３４回

６月１５日、岩木川河川敷運動公園で、ひろさ
き市民花火の集い実行委員会（ユースサミット
弘前などで構成）主催の「第１４回古都ひろさ
き花火の集い」が開催されました。
夕方からダンス、よさこい、ジャズなどのス
テージイベントが始まり、引き続き開会セレモ
ニーの後、打ち揚げが開始されました。
今年も全国有名花火師制作の名人尺玉競演に
より名人技の華麗な花火が打ち揚げられたほか、
タヒチアンダンスやよさこいチームの演舞と花
火のコラボレーションもあり、会場は大いに盛
り上がりました。
また、今年は弘前市誕生１３０周年を記念して
「４号玉１３０発連続打ち揚げ」があり、訪れ
た市民、観光客とともに誕生を祝いました。
最後はフィナーレスペシャルワイドスターマ
イン「弘前の夜空に歓喜の光」を打ち揚げ、弘
前の夜空を鮮やかに彩りました。
当日は天候が心配されたものの、幸い打ち揚
げ中に雨は降らず、有料入場者数は１万６千人
を数え、大勢の来場者で賑わいました。
個人協賛、企業協賛をいただいた皆様、あり
がとうございました。
＜経営二課＞

〈今年はよい風が吹き、美しい花火が打ち揚がりました〉

樋渡啓祐氏による

まちづくり講演会が開催されました
７月５日㈮午後３時か
ら、当所２階大ホールに
て、前佐賀県武雄市長の
樋渡啓祐氏を講師に迎え
たまちづくり講演会が開
催されました。
講演会には約１００名

ちびっ子ねぷたのお通りだい開催

弘前市内の幼稚園・保育園児たちが制作した
ねぷたを土手町通りで披露する「ちびっ子ねぷ
未来創生委員会（藤崎和夫委員長）では、人
（主催：同実行委員会）が今年
口減少問題対策事業の一環として、企業主導型 たのお通りだい」
婚活事業『出逢いのプロムナード』を開催しま も開催されます。
今年、３４回目となるこのイベントは、弘前ね
す。当所会員企業にお勤めの独身従業員の皆様、
ぷたまつりのオープニングとして、また次代を
ご参加お待ちしております！
担う子ども達のまつりへの参加意識を高め、弘
●日時：令和元年７月２６日㈮
前ねぷたの保存継承に寄与するものとして開催
１８：３０～（受付１８：００）
されております。
●場所：ホテルニューキャッスル
本年も、７団体の参加が予定されております
２階 曙の間
ので、当日はぜひ土手町通りにお集まりいただ
●参加料：男性２，
０００円 女性１，
０００円
き、子どもたちの元気いっぱいの運行をご覧く
※定員各２０名
●参加対象：弘前商工会議所会員企業の経営者・ ださい。
従業員及び会員企業から紹介を受 ◆日 時 令和元年７月２８日㈰
９：５０～１１：００（予定）
けた方で男女とも概ね２０歳から
５５歳までの独身の方（開催日時点） ◆コース 旧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
●募集期間：令和元年７月１９日㈮まで
（解散）
※定員になり次第締め切らせてい
◆その他 小雨決行（決定は６：３０）
ただきます。
※料理・ドリンク代は当所より費用を助成して ◆お問い合わせ
おります。当日はホテルの料理とともに楽し （公社）弘前青年会議所内
ちびっ子ねぷたのお通りだい実行委員会事務局
い時間をお過ごしください。
（３４）
４４５８

＜経営一課＞ ＴＥＬ ０１７２

が参加し、「弘前の地方
創生～地域活性化につなげるまちづくり～」と
題した講演では、樋渡氏の市長時代のエピソー
ドから、まちづくりは思い込みから始まり、ブ
ランド、スピード、ストーリーが大切であるこ
となど、志を形にする様々な手法を「情熱」と
「ユーモア」を交えながらお話し頂き、非常に
熱くスピード感のある講演に訪れた皆様は熱心
に聞き入っていました。
弘前市中心市街地活性化協議会担当
＜地域・産業振興課＞

