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運行台数７６台！ 夏本番「弘前ねぷたまつり」が盛大に開幕！
津軽地方の夏の風物詩、弘前ねぷたまつりが
８月１日に開幕。夜空を焦がす勇壮で幻想的な
武者絵とともに「ヤーヤドー！」の掛け声が弘
前の中心街に響き渡りました。
今年はコラボ企画として、近年世界的に注目
を集めているバーチャルキャラクター「初音ミ
ク」の派生キャラクター「桜ミク」の前燈籠コ
ンテストを開催。弘前市の伝統的なお祭りのね
ぷたと桜ミクの異色なコラボレーションは、会
場全体を例年以上の熱狂の渦に包み込みました。
期間中は７６のねぷた団体が出陣し、太鼓や

ねぷたまつり合同運行

笛の祭り囃子が連日沿道の観衆を魅了しました。
また、７月２８日にはねぷた本番に先駆けて、
市内の園児らによる「ちびっ子ねぷたのお通り
だい」が土手町通りにて開催。近年の猛暑の影
響により、開催時間を午後から午前に変更しま
したが、市内７つの保育園、認定こども園、幼
稚園から園児や保護者を含め１，
１３０人が運行に
参加。当日は３０度を超える晴天のなか、子ど
もたちの元気いっぱいの掛け声が会場を賑わせ
ました。

＜地域・産業振興課＞

本年は議員選挙、
8/30まで会費納入のお願い

桔梗野小学校
７０周年記念ねぷた

令和元年度会費の納入はお済みでしょうか？
今年度は、当所の現役員・議員の任期満了に
伴う議員改選の選挙年となっております。実施
につきまして選挙権・被選挙権ともに事前に

桜ミク前燈籠

会頭挨拶（写真提供：弘前市）

会費をお納めいただくことが必要となります。
選挙権、被選挙権は会費・特定商工業者負担
金の完納後に権利が発生しますので、ご権利の
行使にあたりましては、納入期限の８月３０日
㈮ までに必ずお納めくださいますよう、よろし
くお願いいたします。
なお、お送りしている振込用紙で記載されて
いる金融機関をご利用いただきますと、手数料
無料でご納入いただくことができます。
期限内の納入につきまして、ご理解の上、
何卒よろしくお願い申し上げます。


＜総務財政課＞

元気いっぱいの子どもたち（ちびっ子ねぷたのお通りだい）
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未来創生委員会

毎年恒例！会員親睦ビアパーティー

企業主導型婚活事業
『出逢いのプロムナード』を開催しました

料飲・観光部会主催

『第４回ＨＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会』今年も開催決定！！

令和元年８月１５日

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２０１９」
、
「ひ
ろさきりんごハロウィン２０１９」
、
「２０１９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・個人協賛のご氏名】
（順不同・敬称略）
＜昨年度の様子＞
＜１対１トークタイムの様子＞
㈱弘前公益社、弘前ガス㈱、前田酒類食品販売
このたび料飲・観光部会（福士圭介部会長）
７月２６日、未来創生委員会（藤崎和夫委員長）
㈱、㈱角長、㈱栄研、弘前地区電気工事業協同
では、昨年に引続き当所会員同士の「ご縁」と 主催、女性会（三上美知子会長）共催による企
業主導型婚活事業『出逢いのプロムナード』が 組合、㈱みちのく銀行、弘前りんご商業協同組
「交流」を目的としたビアパーティー『第４回
ホテルニューキャッスルにて開催されました。 合、㈱ムジコ・クリエイト、㈱第一ビル管理セ
のうりょうえんかい
ＨＩＲＯＳＡＫＩ納涼縁会』を９月５日㈭に開催
未来創生委員会の人口減少問題対策事業の一 ンター、東奥信用金庫、㈱弘前天賞堂本店、㈲
環として企業の婚活への更なる意識向上に向け 二唐刃物鍛造所、東北電力㈱弘前電力センタ
いたします。
た事業であり、今回で５回目の開催となりまし ー、㈱ラグノオささき、㈲イーエム総合ネッ
当部会員による各種飲食ブース出店のほか、
（一財）
愛成
た。内容は、弘前商工会議所会員事業所の独身 ト弘前、㈱さくら野百貨店弘前店、
超豪華景品が当たる抽選会などお楽しみ企画も
従業員を対象に、１対１のトークタイム、ミニ 会、㈱エクラン一級建築士事務所、カネショウ
満載です。本紙折込みにてチケット及びお席の ゲーム、フリートークタイムを通じて、中間投 ㈱、㈲弘前こぎん研究所、㈱光美容化学、東和
ご予約についての案内をしておりますのでご確 票及び最終投票でそれぞれ気になる異性を選ん 電材㈱、㈱クロベ、ニッカウヰスキー㈱弘前工
でいただき、マッチングをするというものです。 場、㈱津軽衛生公社、つがる弘前農業協同組
認ください。従業員やご家族、ご友人と一緒に
当日は、男性１６名、女性１６名の参加があ 合、六花酒造㈱、㈱アート不動産、㈱山武、㈱
ぜひお越しください。
り、最終的に７組のカップルが誕生しました。 佐藤長、㈱ひろさき元気会計、㈱西村組、㈲小
＜経営一課＞ 野印刷所、弘和建設㈱、吉川建設㈱、

＜地域・産業振興課＞ 
（公社）
弘
前市物産協会、富士建設㈱、㈲三浦造園、㈱小
林紙工、㈱南建設、アップルウェーブ㈱、青森
医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会 （公社）十和田青年会議所副理事長を歴任され 三菱電機機器販売㈱弘前支店、税理士法人ライ
長）では７月１８日、
「十和田バラ焼きゼミナー るなど、地域のリーダーとしても辣腕を振る ズファーム、弘前市旅館ホテル組合、㈱弘前ド
ライクリーニング工場、㈱堀江組、㈱青南商
ル ラビアンローズ！～バラ焼きでバラ色の人 い、多方面でご活躍されています。
生を～」と題し、十和田バラ焼きゼミナール 舌
第１部の講演会、第２部の十和田バラ焼き実 事、㈱ユニバース堅田店、青い森信用金庫、㈱
校長 畑中宏之氏を講師に迎えセミナーを開催 演会の２部制で開催され、第１部ではまちおこ 青森銀行、北星交通㈱、㈱介護サポート、㈱
し、第１部３８名、第２部４４名の参加がありま しをするにあたっての根幹の考え方、若い世代 スコーレ、㈱マルノ建築設計、津軽警備保障
㈱、㈱産交、㈱角弘弘前支店、㈱日産サティオ
した。
の育成に対する思いなどについて熱くお話しい
弘前、フジプラント㈱、㈱陸奥新報社、(公社)
畑中氏は十和田市出身で「十和田バラ焼きで ただき、第２部では十和田バラ焼きゼミナール
弘前観光コンベンション協会、藤村機器㈱、㈱
まちを元気に！
！」を合言葉に設立された「企 の焼き担当黒田氏に実演をしていただきまし
アルク、㈱東北クリーン、弘南バス㈱、㈱シバ
業組合ラビアンローズ」の代表理事として、
『食』 た。非常に迫力のあるパフォーマンスと十和田
タ医理科、㈱永澤興業、㈱石郷岡、㈱カルチャ
によるまちおこしに取り組みながら、全国を飛 バラ焼きのおいしさに参加者の皆様は満足され
ー、㈲弘前一心堂、くどうかんばん、フラワー
び回り、地元十和田市のＰＲ活動に力を注いで ている様子で、終始和やかな雰囲気で行われま
観光㈱、テフコ青森㈱、社会福祉法人つがる三
います。また、十和田商工会議所青年部副会長、 した。
＜総務財政課＞
和会、青森綜合警備保障㈱弘前支社、青森放送
㈱弘前支社、青森朝日放送㈱弘前支社、みちの
くホテル㈱スマイルホテル弘前、㈱弘前丸魚、
弘前建設業協会、弘南建設㈱、㈱青森テレビ弘
前支社、東日本旅客鉄道㈱秋田支社、ひろさき
光線治療院、マックスバリュ東北㈱、㈱センチ
ュリーエール、㈱都市計画、㈱マイタウンひろ
さき、弘果弘前中央青果㈱、㈲鈴屋、㈱ゆうネ
ット弘前
※７／１９現在

十 和 田 バ ラ 焼 き セ ミ ナ ー

＜畑中氏による講演＞

＜十和田バラ焼き実演＞
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）
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弘前市五代字早稲田５５７−１

業務受託、果実・加工品・資材の
販売

齋 藤 芳 次

弘前市城東三丁目５−１

障害者専用賃貸住宅及びサービス

㈱ボンユニアパレル

米 澤

博

弘前市神田二丁目２−８

サービス業のユニフォーム縫製

㈱ＣｏＣｏＲｏ

對馬奈穂美

弘前市外崎四丁目５−３

飲食業

㈱前田

前 田 和 紀

弘前市平岡町８１

家具・インテリア販売、内装、
リフォーム

イオンタウン弘前樋の口同友店会

須藤友佳子

弘前市樋の口二丁目９−６

ショッピングセンターの運営・管理

Ｓｒｅｅ
㈱うぇるかむ

笹
櫻舞う郷

宗 祐
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令和元年８月１５日

『消費税の転嫁対策』考えていますか？
出展

日本商工会議所発行

「中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策」

現在、ハローワークで求職中の方々の情報で
す。ご興味のある経営者の皆様は「ハローワー
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

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

３

パソコン簿記
速習科
３か月

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

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。

「夏の合同融資相談会」のご案内
日本政策金融公庫弘前支店では当所と共催で、
以下の日程で融資相談会を開催します。当日は、
日本公庫の融資担当者にご相談いただけます。
事前に決算書等の書類をご提出いただければ、
相談日当日に審査をさせていただくことも可能
です。
日

時：令和元年８月２１日㈬～２３日㈮

場

所：日本政策金融公庫

弘前支店

参加料：無料
申

込：事前に日本公庫弘前支店にお電話下さ
い（℡３６－６３０３）

無料出張相談会開催のお知らせ
■青森県働き方改革支援センター出張相談会
主 催 （一社）
青森県労働基準協会
開催日時 令和元年８/２２、１０/２４、１２/２６
令和２年２/２７
いずれも午後１時３０分から午後４時
場 所 弘前商工会議所会館４階４０１室
相談者 社会保険労務士の方がお話を伺います
■青森県事業引継ぎ支援センター出張相談会
主 催 （公財）２１あおもり産業総合支援セン
ター
開催日時 令和元年８/８、９/１２、１０/１７、１１/１４、
１２/１９
令和２年１/１６、２/１３、３/１９
いずれも午後１時３０分から午後４時
場 所 弘前商工会議所会館４階４０１室
相談者 青森県事業引継ぎ支援センター
専門相談員 佐藤廣和氏
【ご留意事項】
いずれの相談も完全予約制です。


＜経営一課、二課＞
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令和元年８月１５日

弘前かいぎしょ TODAY

ファッション甲子園２０１９最終審査会開催迫る！！
ご招待いたします。

ファッション甲子園関連イベントも開催
＜ファッション甲子園ＰＲ展示＞
示や出場校デザイン画原画展示、そして新たに 最終審査会の告知を含め、出場校デザイン画３４
弘前市クラフトコラボレーション展示コーナー 点を下記場所にて展示します。
展示期間：８月２５日㈰まで
も実施する予定です。
展示場所：弘前市まちなか情報センター・さく
皆さん、ぜひお越しください！
ら野百貨店弘前店・ヒロロスクエア・ルネスア
日時：８月２５日㈰１３：００〜１５：３０
（開場：１２：００） リー・ＥＬＭ
＜百石町夜店まつりファッションショー盛況＞
場所：弘前市民会館
７月１９日、今年で
【入場券販売所】
１
５回目となる百石町
前売り入場券（税込５００円・全席自由）は下
夜店まつり路上ファッ
記販売所において好評発売中です。
ションショーを開催し
＜弘前市＞弘前商工会議所・弘前市まちなか情
ました。学校法人白銀
報センター・さくら野百貨店弘前店・弘前市立 学園専門学校サンモー
観光館・中三弘前店・ヒロロ・弘南鉄道弘前駅/ ドスクールオブデザインの学生がモデルをつと
め、自ら手掛けた２４作品の衣装を披露しました。
中央弘前駅・弘前市民会館
沿道に詰めかけた観客からは、拍手や歓声が
＜青森市＞成田本店しんまち店
あがり、衣装を撮影する姿も多く見られました。
＜五所川原市＞ＥＬＭ
【お問い合わせ先】
＜八戸市＞ラピア
ファッション甲子園実行委員会事務局担当
当日入場券（税込５００円・全席自由）は、弘 ホームページ：http://www.f-koshien.com/
＜地域・産業振興課＞
前市民会館入り口付近のみで販売いたします。 
その他、会場内では昨年度上位入賞作品の展

いよいよ８月２５日㈰に弘前市民会館で「フ
ァッション甲子園」が開催となります。
今年は全国２，
７７１点のデザイン画から、一次
書類審査を通過した３４点（２４都道府県３３校
３４チーム）が公開ファッションショー形式の最
終審査に臨み、衣装の制作からモデル、作品の
紹介まですべて高校生が務めます。
弘前市からは、弘前実業高校（２チーム）が
出場します。
優勝校には副賞として「パリ研修」
、準優勝・
第３位校は「東京ファッション・ウィーク」へ

坐禅会で清々しい朝を過ごす

～医療福祉・専門サービス部会～

７月２６日の早朝、医療福祉・専門サービス部会（阿保鉄幸部会
長）では、毎年の恒例行事である坐禅会を、西茂森町の盛雲院にて
開催しました。始めに、三浦住職から手や足のくみ方などのレク
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。当日は１４名の参加があり、心地よい緊張
感の中、日頃たまった心の垢を落とし、身も心も洗われた清々しい
朝となりました。
会議所共済加入者のための

映 画 鑑 賞 会 実 施！

― 想像を超える「ライオン・キング」がやって
くる。―
ディズニーが贈る世界最高峰のキング・オブ・
エンターテイメント！
！
この夏、あの「ライオン・キング」が、全人
類の心ふるわす“キング・オブ・エンターテイ
メント”として進化する。魂を揺さぶる不朽の
名曲の数々と、この世界のすべての人々に“生
きる意味”があることに気づかせてくれる感動
の物語、そして、実写もアニメーションも超え
た驚異の“超実写版”映像が、まるで映画の世
界に没入するような未知の映画体験へと観客を
誘う。
ディズニーの傑作長編アニメーションとして
誕生し、ブロードウェイ・ミュージカルへと発
展を遂げた唯一無二のエンターテイメント「ラ
イオン・キング」は今、ついにその伝説の頂点

を極める。
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。
●上映日時 令和元年９月３日㈫ １９：００～
●場
所 イオンシネマ弘前
●上映作品 『ライオン・キング』
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、官製ハガキ
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８／３０必着）

弘 前ストーブまつりで 冬 の 備えを！
９月７日㈯、８日㈰の２日間、弘前市立観光館追手門広場にて弘前
ストーブまつりを開催いたします。
（主催：弘前燃料器具協会）
今回で６１回目となるストーブまつりは、弘前でも指折りの歴史を
持つ展示販売会です。
新型機種の暖房用品を多数取り揃え、お値打ち品が満載で、その他
成約記念品もご用意しております。
非常にお得な購入機会となっておりますので、消費税増税前のこの
タイミングに、ぜひ足をお運びください！
日 時：９月７日㈯、８日㈰
９：００～１７：００（８日は１６：００まで）
会 場：弘前市立観光館 追手門広場
＜経営一課＞

土手町、蓬莱橋の下を流れる土淵川にライト
アップのイルミネーションを施し、夜のアーテ
ィスティックな街並みを楽しめるイベントで
す。当日は土手町でナイトセールも開催！
〇開催日：８/２３㈮

１９：００～２２：００

８/２４㈯

１４：００～２２：００

〇場

所：弘前市土手町通り蓬莱橋付近

〇主

催：下土手町商店街振興組合
＜事務局：下土手町商店街振興組合＞
ＴＥＬ３３−７９３４

〇ごみの種類を知ろう
事業活動から出るごみは、法律で定める２０種類
の産業廃棄物と、それ以外の一般廃棄物（事業系
一般廃棄物）に分けられます。
法律上、
「事業者は、事業活動に伴って生じた廃
棄物を自らの責任において適正に処理しなけれ
ばならない」とされており、産業廃棄物はもち
ろんですが、事業系一般廃棄物についても責任
は重大です。
産業廃棄物は産業廃棄物処理業の許可業者に、
事業系一般廃棄物は一般廃棄物処理業の許可業
者に処理を委託する等しなければなりません。
ポイント
産業廃棄物と一般廃棄物の区分を明確に！→ 産業
廃棄物を一般廃棄物として処理してはならない
家庭系ごみと事業系ごみの区分を明確に！→ 町会
等のごみ置き場には事業所から出るごみは出せ
ない

〇弘前市のごみの現状を知ろう
平成２９年度の１人１日当たりのごみの量は、家庭
系ごみは県内４０市町村中２５位、事業系ごみは
同３９位となっており、全体で同３８位と低迷し
ています（青森県は、全国４７都道府県で４３位）
。
ポイント
弘前市は事業系ごみが特に多い →ごみ減量に向
けた大きな課題

（文責：弘前市市民生活部環境課）

