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　昨年、新型コロナウイルス感染症の全国的な
感染拡大の影響により中止を余儀なくされた弘
前さくらまつりですが、今春は４月２３日から５
月５日を会期に定め（４月１７日から準まつり体
制）、感染症対策を徹底したうえでの開催となり
ます。
　今年は感染症対策として４月２３日に予定さ
れていた開会式は行わず、弘前公園内では飲
酒・酒類販売、食べ歩き、園内７カ所の飲食エ
リア以外での飲食を禁止して感染リスク軽減を
図るほか、園内外合わせて１３カ所に入園受付
場所を設置、原則的に左側通行を促し、混雑発
生が見込まれる西濠を含む３箇所で一方通行の
規制がされます。一方で例年の有料区域である
北の郭は無料開放し、来園者の通行利便性の向

上を促します。
　また、２３日からは有料区域入場者を対象に市
内参加飲食店・タクシー等で利用できるクーポ
ン付きパンフレット（３００円分）を配布するキ
ャンペーンを実施し、まちなかの消費喚起に繋
げていきます。
■弘前さくらまつりにおける感染症予防対策は、
弘前観光コンベンション協会公式ホームページ
にて随時発信してまいります。詳細は下記のＱＲ
コードよりご覧ください。

� ＜地域・産業振興課＞

コロナウイルス感染症の状況を鑑み、５月開催予定のゴルフコンペは延期とさせていただきます。詳細が決まり次第追ってご連絡差し上げます。

～弘前さくらまつり開催における新型コロナウイルス感染症対策について～

　第２２８回通常議員総会が３月２６日、ホテル

ニューキャッスルにおいて開催され、８８名（委

任状出席等含む）が出席しました。

　開会にあたり今井会頭が挨拶に立ち、先に発

表された今年の弘前さくらまつりの開催に関し、

当商工会議所として常議員会での意見聴取を行

いながら、これまで経済界として感染拡大防止

に努めてのまつりの開催によって弘前が元気に

なってほしいとの立場から主催者会議に臨んで

おり、このたびのさくらまつりの開催について

は、主催４団体の総意として決定したものであ

るのでご理解とご協力をお願いしたいと説明。

続けて今井会頭は「現在の役員・議員の任期が

折り返しとなる令和３年度においては、建議活

動の更なる強化をはじめ、喫緊の課題である新

型コロナウイルス感染症の影響に苦しむ事業者

の支援について、弘前市ならびに関係団体との

連携を密にしながら最優先課題として取り組ん

でまいります。加えて、人口減少社会の進展に

伴う地域経済社会の維持・強化に向けての取組

みを推進するとともに、会員企業ならびに小規

模事業者に対する相談指導体制の充実と伴走型

の支援に努めていきたい」と述べました。

　総会では、庶務報告のほか、審議案件として

令和２年度の各会計補正予算案、令和３年度の

事業計画案並びに収支予算案等が審議され、原

案通り承認されました。なお、令和３年度の予

算については、総額６億８，７６９万１千円（前年

対比２億７，０３４万９千円減）となりました。

弘前商工会議所初の女性副会頭

副会頭に三上美知子氏を選任

　同総会では、あわせて欠員を
生じている副会頭の選任同意が
行われ、令和３年４月１日付で
三上美知子氏（㈱弘前天賞堂本
店・代表取締役社長）が選任さ
れました。三上氏は、平成２２年
１１月の議員就任以来、平成２５
年１１月から常議員、平成２７年５月から弘前商
工会議所女性会の会長を務めています。なお、
このたびの選任は、２月の今井高志副会頭の会頭
就任に伴う副会頭１名の補充選任で、任期は令
和４年１０月３１日まで、当所の歴史上において
女性が副会頭に就任するのは初めてとなります。
　また、当日は常設委員会委員長の変更に伴う
新委員長の委嘱が行われ、これまでそれぞれ副
会頭が委員長を務めていた４つの常設委員会に
ついて、副会頭以外の議員の中から新たに委員
長を委嘱するとともに、今後の常設委員会の機
能については、諮問機関として一部委員会を除
き重要事案に関する会頭からの諮問に応じての
開催としていくことが確認されました。なお、
令和３年４月１日付での新委員長は次の通り。
総務委員会委員長：阿保鉄幸氏、観光文化・交
流委員会委員長：南直之進氏、中小企業振興委
員会委員長：櫛引利貞氏、地域開発委員会委員
長：山口道子氏。
　総会案件終了後には、新型コロナウイルス感
染症の影響により、昨年来、延期となっており
ました当所役員・議員の永年勤続表彰が行われ、

今井会頭より、日本商工会議所会頭表彰及び東
北６県商工会議所連合会会長表彰の伝達と当所
表彰規約に基づく感謝状の贈呈が行われました。

総会後に清藤哲夫前会頭を偲ぶ会開催

　このたびの第２２８回通常議員総会の開催にあ
たり、終了後の懇親会を昨年１２月２６日にご逝
去された清藤哲夫前会頭をお偲び申し上げての
開催といたしました。当日は、総会に出席の役
員・議員のほか、ご来賓として櫻田宏弘前市長、
清野一榮弘前市議会議長、福田眞作弘前大学
長、永澤弘夫名誉会頭、工藤順巳・野澤武・前
田賢治名誉副会頭のご臨席をいただきました。
　席上では、清藤哲夫前会頭には、これまでの
数々のご功績により、日本商工会議所の推薦で
正六位・旭日小綬章の受章の運びとなったほか、
あわせて、このたび日本商工会議所より、特別
功労者として三村明夫会頭名での感謝状が贈
られることが報告されるなど、出席者は食事を
いただきながら思い思いに清藤哲夫前会頭の
遺徳を偲びました。
　ここにあらためて、清藤哲夫前会頭のご冥福
をお祈り申し上げます。

通常議員総会開催　新年度の事業計画・予算を承認通常議員総会開催　新年度の事業計画・予算を承認
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　３月１７日、ホテルニューキャッスルにて弘前

市と当所の共催による永年勤続優良従業員表彰

を開催いたしました。今年度は新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響により、例年より１ヵ月遅

れての開催となりました。

　当日は１８事業所・５０名の受賞者の内、１１事

業所・２９名が参加、弘前市長と当所会頭より表

　３月２２日、令和３年４月新規就職者激励大

会・新入社員セミナー（主催：弘前市・弘前商

工会議所・弘前地区雇用対策協議会・青森県若

年者就職支援センター）が開催され、地元就職

を果たした２３事業所・６６名の参加者が新社会

人としての思いを新たにしました。今年度は感

染症対策として、弘前文化センターに会場を移

し、午前中のみの開催となりました。

　激励大会では、櫻田宏弘前市長及び当所今井

高志会頭から参加者に向けて激励のことばを贈

りました。

　新入社員セミナーは、㈱ムジコ・クリエイト

マナー研修担当講師 小田桐邦子氏を講師に迎

え、基本のビジネスマナーについて、講義形式

彰状と記念品が授与されました。祝宴では、例

年行っていたアトラクションやビンゴ大会を除

いた内容となりましたが、皆さまに有意義な時

間をお過ごしいただきました。受賞者の皆さ

ま、この度は誠におめでとうございました。心

よりお祝い申し上げます。

� ＜経営二課＞

〈表彰式の様子〉〈市長のあいさつ〉

〈受講の様子〉

〈市長との記念撮影〉

　当所女性会（三上美知子会長）は３月１６日、

弘前市に対し１２０本の雨傘の寄贈を行いました。

　この雨傘は、弘前公園に訪れる観光客をはじ

めとした来園者に役立てていただくために寄贈

しているもので、毎年女性会で出店しているカ

ルチュアロード（令和２年度は中止）での収益

の一部や、定例会開催時に寄せられた「愛の募

金」から購入しています。ビニール部分にはさ

くらをイメージさせるデザインがプリントされ

ています。

　当日は正副会長らが出席しました。この事業

は平成７年の屑籠寄贈から始まり今回で２４回

目を迎え、累計寄贈本数が２，７２０本となりまし

で行われました。９０分間という限られた時間の

中でしたが、参加者は熱心にメモを取りながら

受講していました。� ＜経営一課＞

た。櫻田市長からは「いい街づくりをするため

には女性の意見がとても重要。これからも女性

会の活動を応援しています」とお言葉をいただ

きました。� ＜経営二課＞

事　　業　　所　　名 代　表　者
住　　　　　　　所 営 業 内 容

ジュピター 三　浦　智　子
弘前市南富田町１７−１６ ２Ｆ 喫茶・スナック

海鮮酒場 浜焼漁港 石戸谷　隆　輔
弘前市桶屋町９ 老松ビル１０１ 居酒屋

佐藤果樹園 佐　藤　優　正
弘前市新岡山本５２ りんご農家

春来 齋　藤　　　幹
弘前市城東四丁目６−２ 餃子の製造販売

いずみだ整体療術院 泉　田　圭　子
弘前市泉野四丁目１０−４ 整体、エステ

㈱TRYSAIL 岩　谷　英　雄
弘前市大久保若松３２７−１１ 技能講習・特別教育の開催

インテリアコエダ 小　枝　雅　人
弘前市取上四丁目３−１０ 内装・クロス工事等

Angel of Message 石郷岡　清　美
弘前市和徳町２６５ 占い、セラピー、ヒーリング

石郷岡モーター商会 石郷岡　伸　市
弘前市和徳町２６５ 軽四輪、バイク等販売修理

㈱Wing Apple 堀　尾　みなみ
弘前市取上五丁目１６−４ りんごの生産・販売等

ハクバ美容室 相　馬　ま　え
弘前市富野町６−１ 美容室

食事処ふぁーすと 工　藤　善　治
弘前市鍛冶町４−３ 飲食店

A.select 佐　藤　秀　子
弘前市土手町７３−２ 婦人服販売

Site＆Lab 三　井　　　晋
弘前市代官町７６ 代官町ビル１Ｆ 紳士服販売

菜の花システム 藤　田　隆　司
弘前市小栗山川合１１６−６２ 空調・給排水設備の設計施工

BUTTON UP CLOTHING 角　田　雄　亮
弘前市大町三丁目１０−８ 古着小売業

北彩クリーン㈲ 葛　西　　　崇
弘前市松木平富永５０−３ 一般廃棄物収集運搬等

Trinity トリニティー 江利山　優　心
弘前市鍛冶町１８−２０ リーストラクチャー１Ｆ 飲食店

鳥ふじ 野　呂　昌　光
弘前市親方町１−９ 焼鳥屋

クローバーズ２０１総合企画 高　橋　宏　之
弘前市田町四丁目７−２ 清掃業、飲食業

美容室ぐらん 葛　西　ひとみ
弘前市石渡二丁目７−３７ 美容室

㈱ビソーテック 杉　間　泰　雄
弘前市鷹匠町２０−２ 建築物の管理・清掃等

㈱Art Creative Imaging 成　田　真　治
弘前市清水二丁目４−２ 映像コンサルティング

AUBE RABBI 青　山　洋　介
弘前市駅前二丁目２−５ 美容室

カラオケスナック浮世絵 奈　良　睦　子
弘前市桶屋町９ 老松ビル１Ｆ カラオケ・スナック

Bar il mare 神　　　正　義
弘前市新鍛冶町３７ ダイヤモンドビル１０３ バー

髪工房taka 高　田　義　貞
弘前市駅前三丁目３−１３ 理容室

たこちゃん 髙　木　美枝子
弘前市袋町５−２ たこ焼きの移動販売

IRISH PUB THE DOLAN'S 成　田　赳　平
弘前市代官町２０−１ アイリッシュパブ

ハッピィカフェ駅前店 外　川　佳　織
弘前市駅前一丁目１−６ 前田ビル１Ｆ 飲食店

ラーメン しぶたに 渋　谷　　　弘
弘前市新鍛冶町１０２ ラーメン屋

Robbin's Nest 成　田　翔　一
弘前市大町一丁目３−１６ 飲食店・スタジオ

めし処 茶々まる 安　田　正　光
弘前市早稲田二丁目２−８ 定食屋

かふぇ＆ぎゃらり～Monroe 小　堀　まどか
弘前市御幸町９−２１ カフェ

和ダイニング花一華 田　中　大　志
弘前市泉野一丁目８−１５ 和食店

パトス 舘　山　梨　絵
弘前市鍛冶町３３−２ グリーンプラザ１Ｆ スナック

ヒロ美容室 田　澤　和　也
弘前市茂森町１６２ 理容室

酔処 たがし 今　井　　　隆
弘前市和泉一丁目１７−７ 飲食店

T-tec works 丹　代　健　一
弘前市取上五丁目１０−４ 冷凍空調設備

㈱キープザビート 髙　取　宏　樹
弘前市土手町１１２−１ ライブハウス

東北シシュー 工　藤　慶　彦
弘前市城東中央三丁目１１−１０ ミシン刺繍

㈱San-San 工　藤　尭　大
弘前市鍛冶町１１ 城東閣Ａ−１ 飲食店

(同)フリーランド 板　垣　洋　子
弘前市桶屋町２４ 不動産賃貸

Kbloom 荒　島　佳　代
弘前市田町四丁目９−３ アクセサリー、衣料品販売

第一生命 弘前営業オフィス 佐　藤　　　努
弘前市駅前二丁目２−３　弘前第一生命ビル４Ｆ 生命保険業

イタリア料理 キアッソ 名古屋　　　勉
弘前市泉野２−１２−１ 飲食店

CRAZY MESH 吉　川　　　毅
弘前市新寺町８３−１ 印刷業

㈱あおもり農業開発機構 鳴　海　修　一
弘前市南大町１−４−１ 農業

バレタウン 工　藤　大　治
弘前市鍛冶町３９−１ 飲食店

弘正工業 森　岡　正　樹
弘前市和田町７−２ 森岡住宅２Ｂ 建設業

㈱ONE CENT 木　村　真　悦
弘前市高田１−１４−７ 自動車販売・修理

㈱弘前建材 石　岡　昭　年
弘前市松ヶ枝３−７−１ 自動車整備

㈱Shake Hands 渡　邊　明　彦
弘前市北川端町５ 障害者就労支援

炭火ダイニング 里丹 島　谷　健　太
弘前市百石町６−２ 飲食業

あんどころ俚夭 小　竹　明　子
弘前市本町８５−１ 明治屋グランドビル１Ｆ 飲食業

春藤スポーツクラブ 春　藤　る　み
弘前市富士見町１−１０ スポーツクラブ

ながれぼし 古　川　洋　右
弘前市宮川３−２−４ 飲食店

アロマリーフ弘前 西　﨑　文　子
弘前市鉄砲町２−２ グローリア初穂７１１ リラクゼーション

㈲エルシィホーム 菊　池　啓　介
弘前市豊原２−１−１ 建設業

新入特別会員

事　　業　　所　　名 代　表　者
住　　　　　　　所 営 業 内 容

白神観光バス㈲ 三　上　富　蔵
弘前市黒土山下４１−１ 貸切バス業

民宿ずだらっと 三　上　瑠　菜
弘前市常盤野黒森１２−８ 農家民宿

北小苑温泉 須　藤　　　久
弘前市百沢東岩木山３０４４−４ 食堂、民宿、公衆浴場

有津川㈱ 荒　島　揚太郎
板柳町辻松元８０−３３ りんご移出業

ご入会ありがとうございました。
ただいま会員数２，３６８件（特別会員含む）令和２年度永年勤続優良従業員表彰

社会人としての基本を学ぶ　～新規就職者激励大会・新入社員セミナーを開催しました～

弘 前 市 に 雨 傘 を 寄 贈 し ま し た

４月１日からの当所事務局組織について
お知らせします。

経営一課

課 長
主 事
主 事
記帳指導員

山本　　肇
角田　花織
高橋　　優
猪股　柳子

総務財政課

課 長
主 幹
係 長
主 事
主 事
主 事

池田　俊也
熊谷　順子
佐藤　　亘
三橋菜津子
奈良　　杏
工藤　麻衣

地域・産業
振興課

課 長
主 事
主 事

菅原　達也
吉澤　佳苗
八木橋裕生

経営二課

課 長
課 長 補 佐
主 事
主 事
特別経営相談員

齊藤　耕成
三上　浩平
福士　晴子
中田　優大
小田桐正和

事務局長

橋本　広平

専務理事

土岐　俊二

事務局次長

野々口　卓史

中小企業相談所長

木下　克也
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ポイント①取引先が倒産し、債権回収が困難に

なったときは、無担保・無保証人・無利子で共

済金を借入れすることができます。

ポイント②掛金は月額５，０００円～２００，０００円の

範囲で自由に設定でき、加入後も増減が可能で

す。また、全額損金（法人の場合）または必要

経費（個人事業主の場合）として算入でき、節

税効果もあります。

ポイント③共済契約を解約した場合、任意解約

であっても、掛金納付月数が１２か月以上で掛

金の８割以上、４０か月以上で掛金全額が解約手

当金として返戻されます。（※１２か月未満は掛

け捨てとなりますのでご注意ください。）

　上記共済制度についての概要

は、中小企業基盤整備機構の

ホームページでご覧いただけ

ます。

　お問い合わせは経営一課までお願いします。

� ＜経営一課＞

第５３回：Ｂ型肝炎給付金訴訟について

Q　従業員にＢ型肝炎の感染者がいます。国か
ら給付金をもらえると聞きましたが、詳しく
教えて下さい。
A　かつて集団予防接種の際に注射器を使い回
ししたことが原因で、Ｂ型肝炎ウィルスに感
染した方が一定数存在します（一説には全国
で約4万人と言われています）。それにより
Ｂ型肝炎に罹患された方を対象として、国が
最大３，６００万円を給付する制度があります。
　　昭和１６年７月２日～昭和６３年１月２７
日生まれの方で、手術など他の感染原因が判
明していない方が対象です。病態に応じて、
５０万円（無症候キャリア）から最大３，６００万
円（肝がん等）の給付金が支給されます。対

象者が死亡している場合には遺族（相続人）
が申請できます。母親が対象者であれば母子
感染した子も対象者となります。
　　具体的には、国に訴訟提起（国家賠償請
求訴訟）をして、国と和解をすることが必要
です。
　　なお、令和４年１月１２日までに訴訟提起
する必要がありますので、期限を徒過しない
ように注意する必要があります。
　　特別な訴訟提起が必要で、どの類型に該当
するのか、どのような資料が必要なのかなど
専門的知識が必要ですので、Ｂ型肝炎訴訟を
取り扱っているお近くの弁護士に一度相談す
ることをお勧めします。
（横山航平法律事務所　弁護士　横山航平）

　本年１月に首都圏など１１都府県に発令され

た緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要

不急の外出や移動の自粛により、売上が５０%以

上減少した中小企業や個人事業者に向けた緊急

事態宣言地域の影響緩和に係る一時支援金の支

給申請受付が始まっています。

【支援金対象】

本年１月から３月の期間で、任意の月間売上

が前年（又は前々年）と比較して５０%以上減

少した中小企業や個人事業者

【給付額】

中小法人等　　（上限）６０万円

個人事業者等　（上限）３０万円

【受付締切】

令和３年５月３１日㈪まで

　弘前市は緊急事態宣言地域ではありませんが、

宣言地域から多くの来訪がある「宣言地域外で

特に外出自粛の影響を受けている地域」に該当

し、一定要件を満たせば当市の事業者でも申請

することが可能です。

【要件】
〇緊急事態宣言地域※１にある飲食店時短営
業の影響を受けた事業者と直接または間接的
の反復継続した取引がある。
※１栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈
川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵
庫県、福岡県
〇宣言地域から弘前市に来訪する個人向けに
商品販売やサービスの提供を行っている旅行
関連事業者※２等
※２飲食事業者、宿泊事業者（ホテル、旅館
等）、旅客運送事業者（タクシー、バス等）、
自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯
楽サービス事業者（博物館、美術館、公衆浴
場、興行場等）、小売事業者（土産物産展等）

　支援金を申請するためには、事業を適正に実

施しているか、給付対象等を正しく理解してい

るか等の事前確認を受ける必要があります。当

所では会員事業所に限り事前確認をすることと

しています。

【注意】

事前確認は支援金の不正（不理解）受給を防止

するためのものであり、申請

内容や受給対象者等を判断

するものではありません。

　申請は一時支援金のポータ

ルサイトによるWeb申請と

なっており、検討される事業

者の皆様は制度内容の理解も含めてサイトをご

覧になってください。

https://ichijishienkin.go.jp/

� ＜経営一課＞

【小規模企業共済】

　小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や

役員・個人事業主などのための積み立てによる

退職金制度です。

ポイント①掛金は月額１，０００円～７０，０００円の

範囲で自由に設定でき、加入後も増減が可能で

す。また、全額所得控除になるので節税効果も

あります。

ポイント②満期はなく、退職や廃業等により共

済金が受け取れます。（※共済金を受け取るこ

ととなった事由と掛金納付月数によっては、受

取額が納付額を下回ることもあります。）

ポイント③納付した掛金の範囲内で事業資金の

貸付を受けることができます。

【経営セーフティ共済】

　経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）

とは、取引先事業者の倒産により中小企業が連

鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための共済制

度です。

　商工会議所では、経営や技術で問題を抱える
事業者の皆様に対し、豊富な知識と経験を持つ
専門家「エキスパート」を派遣して実践的なア
ドバイスを行い、課題解決を図っていただくた
めの支援制度を設けています。
　新型コロナウイルス感染症とその長期化によ
り、経営に影響を受けている事業者には【コロ
ナ枠】を昨年から新設し、相談体制が強化され
ています。
　財務、税務、労務、人事、生産品質管理、マ
ーケティング、販路開拓、ＩＴ化、広告宣伝など
様々な専門家が登録されています。ご利用の際
は当所までご相談ください。

エキスパートバンク【通常枠】
対象：各商工会議所管轄エリア内の小規模事業
　　　者（常時使用する従業員が商業・サービ
　　　ス業５人以下、製造業その他２０人以下）
指導条件：年１回まで無料派遣（１回３時間）

エキスパートバンク【コロナ枠】
対象：各商工会議所管轄エリア内の事業者で以
　　　下を満たすもの※業種・規模は問わず
　　①新型コロナウイルス感染症の影響により
　　　月間事業収入が前年（前々年）同月比で
　　　２０％以上減少した月がある事業者（そ
　　　の他要件もございますので詳しくはお問
　　　い合わせください）
　　②開業間もない事業者で①と同程度の影響
　　　が認められる者
指導条件：年３回まで無料派遣（１回３時間）

� ＜経営二課＞

「緊急事態宣言の影響に係る一時支援金」申請について

経営課題の解決に専門家を派遣します！
エキスパートバンク制度のご紹介小規模企業共済・経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）のご案内
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〈表彰式の様子〉
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　一般財団法人地域活性化センター主催の「第

２５回ふるさとイベント大賞」の受賞イベント

が発表され、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）が大賞に

次ぐ、最優秀賞（総務大臣表彰）を受賞しま

した。

　地域活性化センターでは、各地域のイベント

の創出・発展による地域活性化を目的とし、全

国各地で数多く開催されている地域の活力を生

み出すイベントを「ふるさとイベント大賞」と

して１９９６年から表彰しており、今回は全国か

ら１２５件の応募があった中で８つのイベントが

受賞となりました。審査では、高校生の創造力

　第２０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２０２１）のデザ

イン画募集を４月１日から開始します。

　ファッション甲子園は、２１世紀のファッショ

ン界を担う人材の発掘と若者の夢の創造をねら

いとして実施する高校生による高校生のための

ファッションコンテストです。昨年予定してい

たファッション甲子園２０２０は新型コロナ感染

症の影響により中止となりましたが、一昨年開

催されたファッション甲子園２０１９では、全国

から２，７７１枚のデザイン画応募があり、一次審

査を通過した３４チームによる最終審査会では

岡山県立岡山南高等学校が優勝しました。

　ファッション甲子園２０２１は、新型コロナ感

染対策を行いながら、５月にデザイン画による

一次審査、８月にファッションショー形式の最

終審査会を予定しています。

やデザイン力向上、チャレンジ精神の育成に寄

与している点や、大会開催で培われた人脈を活

かしたアパレル産業活性化に係る独自の取り組

みがされている点が評価されました。

　３月４日には、新型コロナ感染対策のためオ

ンラインで表彰式が開催され、ファッション甲

子園実行委員会の今井高志会長が参加しました。

今井会長は受賞スピーチで「今回の受賞を励み

に、若者が感性を発揮する場として、弘前市で

ファッション甲子園を開催し地域の活性化にも

つなげていきたい」と述べていました。

� ＜地域・産業振興課＞

＜ファッション甲子園実行委員会事務局担当＞

　昨年１２月１日に販売を開始した「GoToEat

キャンペーンあおもり食事券」の販売期間が令

和３年５月３１日（利用期限令和３年６月３０日）

まで延長となっております。それに伴い、食事

券取扱飲食店の募集についても令和３年５月３１

日㈪必着分まで期限延長となっております。

　GoToEatキャンペーンは新型コロナウイルス

感染拡大の影響を受けた飲食店の需要を喚起し、

食材を提供する農林漁業者支援することで地域

の活性化を図ることを目的とした農林水産省の

事業です。事業は県単位で実施され、本県では

額面５，０００円の食事券を４，０００円で販売されて

おり、最大で１００万セット、総額５０億円の食

事券販売が予定されています。参加料や手数料

は無料となっていますが、取扱飲食店には業界

ガイドラインに基づく感染予防対策の徹底が求

められます。

　GoToEatキャンペーンの詳細はホームページ

にてご確認ください。また、お問合せは下記キ

ャンペーン事務局にお願いします。

GoToEatキャンペーンあおもり

公式ＨＰ

【お問い合せ先】

GoToEatキャンペーン青森事務局

℡０１７−７６２−０１４７（平日１０：００～１８：００）

� ＜地域・産業振興課＞

� ＜地域・産業振興課＞

＜ファッション甲子園実行委員会事務局担当＞

　令和３年４月より弘前商工会議所青年部は新

体制となりました。去る令和２年９月１０日開

催の令和２年度第２回臨時総会において、次期

（令和３・４年度）会長に奈良第司（前副会

長）ほか役員・監事総勢２４名が選出され、満

場一致で可決承認されました。

【青年部令和３・４年度スローガン】

「創造するＹＥＧ」

～笑顔溌溂と情熱で明日へ向かって！～

【基本方針】

１．地域共生社会の実現に向けて

２．未来を創造するＹＥＧ

３．企業活動の活性化

４．弘前ＬＯＶＥＲＳ～郷土愛醸成プログラム～

５．商工会議所の一翼を担うべく行動する

６．１０年後の未来への一歩

【奈良会長より挨拶】

　商工会議所青年部の英語表記の頭文字からな

る『ＹＥＧ』には、若さ・情熱・広い視野をも

った経営者という意味も込められています。若

さとは若者の特権であり、若者の特権とは根拠

のない自信であります。情熱とは物事を突き動

かす熱い思い。広い視野を持つとは、人生の振

り幅だと私は思います。今を力強く生きるため

に大いに根拠のない自信を持ち、夢へと挑戦し

続ける熱い情熱を持ち、人生の振り幅の中で絶

えず悩み、答えを探して前へと突き進んで参り

ます。

　令和元年に３０周年を迎えた弘前ＹＥＧです

が、地域の未来、子どもたちの未来を語る前

に、きちんと親孝行はできているだろうか。家

族や友人との時間を大切にしているだろうか。

大事なことは常に身近にあり、その先に未来が

あります。この地域、子どもたちの未来を自分

たちで創っていく。命の原動力とは過去ではな

く、未来にあります。笑顔溌溂と情熱で明日と

いう未来へ向かって歩んで参ります。子どもた

ちの笑顔溢れる地域であるように会員一丸とな

って一所懸命努めて参りますので２年間宜しく

お願い致します。� ＜経営一課＞

ファッション甲子園２０２１デザイン画募集始まります！

ファッション甲子園が第２５回ふるさとイベント大賞最優秀賞を受賞！！

期間延長！！GoToEatキャンペーンのお知らせ

弘前商工会議所青年部令和３年度・４年度新体制発足

「創造するＹＥＧ」
～笑顔溌溂と情熱で明日へ向かって！～


