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●事業報告「中野もみじ山納涼床」 
　黒石商工会議所では、青森県小規模事業経営支援事業費補助金「むらおこし総合活性化事業」の一環として、青森県内外から毎年約11万人の

観光客が訪れる紅葉の名所、小嵐山こと「中野もみじ山※」の秋以外の魅力を楽しんでいただき地域産業の活性化に貢献することを目的に、平成

24年８月１日（水）から12日（日）までの全12日間、「夏もみじ」をテーマに新たな観光イベント「中野もみじ山納涼床」を開催しました。

　会場となった中野もみじ山の特設桟敷席では、涼やかな不動の滝と渓流の水音や夏もみじの緑に包まれながら豊かな自然のなかで、市内の

料亭や仕出し店など各店が腕によりをかけた会席風弁当やいわなの塩焼きなどを提供しました。

　中野もみじ山納涼床は、全12日間24回開催され、来場者数は188人、内訳は昼の部122人、夜の部66人で、中野もみじ山の新たな魅力を発信す

ることができました。

　ご来場いただきました皆さまに心より感謝申し上げます。

お客さまの主な感想　■川のせせらぎや滝の音が涼しさを呼びあずましい。■涼

しげな水音と景色に癒されのんびりできた。■至福のひとときでした。■とても良

い企画なので継続して欲しい。■もっと大々的にこの良さを知らせたほうがよい。

■地元食材にこだわった料理、とても良い。■黒石について新たな再発見ができた。

■夏のもみじも良い、など。

◆実施主体：黒石商工会議所　◆協力：中野神社　◆料理提供店：花禅の庄／グリ

ーンパレス松安閣／津軽伝承工芸館／つがる食彩 野田／中儀仕出し店／老舗料

亭 富士見館／大 もり仕出し店／レストラン御幸 （50音順）
※中野もみじ山：青森県内随一のもみじの景勝地。1802年、弘前藩主寧親公が京都から百余種の楓苗を取
　り寄せ移植したことで、京都の嵐山になぞらえ小嵐山と呼ばれる。

●お問い合わせ　黒石商工会議所　振興課　TEL：52-4316

■開催期日

  平成24年９月８日（土）・９月９日（日）
　　　　  ８日／10：00〜16：00
　　　　  ９日／ ９：00〜16：00
■開催場所　黒石市　中町〜前町（通称こみせ通り）
　　　　　　又

上上原呉服店（中町）〜佐藤耳鼻咽喉科（前町）
　　　　　　黒石市　横町

■交通規制　９月８日（土）９時〜17時まで
　　　　　　９月９日（日）８時30分〜17時まで
　　　　　　　　※但しこみせ通りを縦断している横町と浦町の一部を除く東西
　　　　　　　　　線道路は、車両を通す。

■主　　催　黒石こみせまつり実行委員会

＜イベント内容（予定）＞
●津軽民謡 唄と踊り
　９日　11：00〜12：10　じょんから広場舞台
　　　　14：50〜16：00　　　　同上
●ＹＯＳＡＫＯＩソーラン花嵐桜組演舞
　８日　13：00〜13：20　中町こみせ通り
　　　　13：30〜14：00　じょんから広場舞台
●津軽三味線の演奏
　８日　10：00〜10：45　中町　菊乃井のこみせ
　　　　15：00〜15：45　　　　同上
●津軽太鼓の競演
　９日　13：00〜14：15　じょんから広場舞台
●囲碁・将棋路上対局
　８日・９日　10：00〜16：00　前町　囲碁センター前
●消防団観閲式
　９日　９：00〜11：00　　中町・前町（こみせ通り）
　纏振り、訓練礼式模範演技、幼年消防クラブ防火の誓い、
　ラッパ隊行進、徒歩・車両分列行進
●酒蔵見学コース（菊乃井、玉垂）
　８日・９日　10：00〜16：00
●「黒石ゆかりの作曲家」私設資料館
　８日・９日　10：00〜16：00　中町　レストラン御幸駐車場内
●安全祈願神事
　８日　10：00〜10：40　黒石神明宮拝殿
●オープニングセレモニー
　８日　12：30〜13：00　レストラン御幸駐車場
●お抹茶席　表千家・裏千家・江戸千家の合同
　８日・９日 10：00〜16：00 レディスみかみクリニック
●もつけ太鼓の演奏
　９日　12：40〜13：00　こみせまつり本部隣
●黒石商業高校吹奏楽
　８日　11：00〜11：30　岩崎材木店
　　　　14：30〜15：00　　同上
●黒石高等学校吹奏楽
　９日　11：00〜11：30　岩崎材木店
　　　　14：30〜15：00　　同上
●大正琴の演奏
　８日・９日　13：30〜14：00　旧新兵衛仕出し店
●琴と尺八の演奏
　８日　11：00〜11：20（琴と尺八）　中村亀吉
　　　　13：30〜13：50（琴と尺八）　　同上
　９日　11：00〜11：20（尺八）　　　　同上
　　　　13：30〜13：50（尺八）　　　　同上
●黒石保善園鼓笛隊演奏
　９日　13：00〜13：30　又

上上原呉服店隣
●上十川獅子踊り
　９日　11：00〜11：30　黒石神明宮本殿
　　　　12：00〜12：30　松葉堂付近
　　　　14：00〜14：30　マルチ商会付近

●上原げんと・賢六をしのぶステージ
　８日　11：00〜12：30　じょんから広場舞台
●ちびっ子プレイゾーン
　８日・９日　10：00〜16：00　レストラン御幸駐車場
●米のドン・綿あめ実演販売
　８日・９日　10：00〜16：00　労働基準協会付近
●こみせギネス流しそうめん
　８日・９日　10：00〜15：00　理右衛門小路
●アームレスリング
　９日　13：30〜15：00　松葉堂付近

ほかにも楽しい催しいろいろ
●手打ちそばの実演販売（上

吉上原呉服店前）●こけしの
絵付けと販売（中文事務所前）●黒石商業高校模擬店（東
奥信用金庫駐車場）●黒石商業高校漫画研究部作品展
示（旧新兵衛仕出し店）●黒石商業高校美術部似顔絵展

（マルニ商店こみせ）●ルーレット（山口ユビワ店付近）
●不動産フェア（カプリース駐車場）●こみせクレープ
のお店（津軽新報社駐車場）●旧松の湯基本設計デザイ
ン展示（旧松の湯こみせ）●ダンスライブ（横町） その他

やきそばサミット i n 黒石2012
場所：横町
日時：こみせまつり両日／午前10時〜午後３時
上原げんと・賢六を訪ねるスタンプラリー
スタート：黒石ゆかりの作曲家私設資料館（レストラン御幸駐車場）
経由地点：黒石ゆかりの四大作曲家の碑（横町かぐじ広場）
ゴール：夢工房ギャラリーyu（金平成園隣）※抽選あり
日時：こみせまつり両日／午前10時〜午後４時
黒石藩祖津軽信英公御神忌350年記念黒石津軽家ゆかりの宝物展
場所：黒石市産業会館一階展示室　観覧無料
日時：平成24年９月７日（金）・８日（土）・９日（日）
　　 午前10時〜午後５時（最終日は９日午後４時まで）
名勝 金平成園一般公開
場所：内町（金平成園）
日時：こみせまつり両日／午前９時〜午後４時
黒石じょんから軽トラ市、開催！
場所：横町（旧ソフニ跡）
日時：こみせまつり両日／午前10時〜午後４時
宮古市復興支援ショップ、ＯＰＥＮ！
場所：前町（東奥信用金庫駐車場）
日時：こみせまつり両日／午前10時〜午後４時
三陸沖直送の獲れたて生サンマを格安で販売。そのほか宮古の名産品も販売予定。

津軽民謡、酒蔵見学、やきそばサミット、よさこい演舞、市内高校吹奏楽、模擬店…、
和服の似合う「こみせ」を中心に、中町・前町・横町でにぎやかに開催します。

のうりょうゆか  
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●下請かけこみ寺／中小企業の取引上の悩み相談に 
　相談員や弁護士が「無料」で相談に応じます！ 

●スキルアップへの第一歩！ 
　日商簿記検定3級講習会のご案内 

　中小企業が抱える取引上のさまざまな悩み相談への対応や企業間取引にか

かる紛争を裁判よりも迅速、簡便に解決するための調停、いわゆる裁判外紛争

解決手続（ＡＤＲ）を無料で実施しています。

　お悩みをお持ちの方は、まずはお電話ください。

■こんな相談が寄せられています。

　・支払日を過ぎても代金を払ってくれないので困っています

　・「歩引き」と称して、代金から一定額を差引かれました

　・長年取引をしていた発注元から突然取引を停止されました

　・原材料が高騰しているのに単価引き上げに応じてくれませんでした

　・発注元からたな卸し作業を手伝うよう要請されました

　・お客様からキャンセルされたので部品が必要なくなったと言われ返品されました

　下請かけこみ寺は、「秘密厳守」「相談無料」「匿名相談可能」で実施しており、

必要に応じて相談員がお伺いします。ぜひ、ご活用ください。

●お問い合わせ (公財)２１あおもり産業総合支援センター TEL：0120-418-618

●第132回「日商簿記検定試験」申込受付のご案内 
　平成24年11月18日に実施される第132回日商簿記検定試験の申込受付を行い

ます。日商簿記検定は、多くの企業が社員に対して資格取得を推奨しているな

ど年間で60万人超の方々が受験する社会的に高い信頼と評価のある検定です。

　受験をご希望の方は、下記の受付期間にお申し込みください。

試 験 日：平成24年11月18日（日）

試験会場：黒石市産業会館（黒石市市ノ町5-2）

受 験 料：１級7,500円、２級4,500円、３級2,500円（各級税込み）

申込期間：平成24年9月18日(火)〜10月18日(木) 平日8：30〜16：30

申込場所：①黒石商工会議所（黒石市市ノ町5-2）

　　　　　②ブックシティモア黒石店（黒石市中川篠村23-1）

申込手続：申込用紙に必要事項を明記し、受験料を添えてお申し込み下さい。

　　　　　後日、郵送にて受験票等を送付いたします。
※申込用紙は、申込場所に設置のほか、黒石商工会議所ホームページからダウンロードす
　ることができます。

●お申し込み・お問い合わせ　黒石商工会議所　業務課　TEL：52-4316

●黒石商工会議所でインターネット接続！ 
　黒石商工会議所では、会員サービス拡大の一環として、会議所内にインター

ネット接続環境、いわゆる「ＷｉＦｉスポット」を設置します。これにより、当会

議所内の会頭室、サロン、ミーティングルーム、相談室などで、インターネット

接続が可能となります。パソコンやタブレットなどを片手に足を運んでみては

いかがでしょうか。

●画面にタッチ！ 
　かんたんタブレットが業務をおたすけ 

　黒石商工会議所では、地域中小企業が「タブレット（※１）×クラウド（※２）」とい

った先進的な技術を戦略的に活用し経営革新を図るための支援を目的とし、コ

スト削減、業務支援および効率化、顧客満足度向上、商品ＰＲなどさまざまな利

活用方法についての情報発信、導入支援を進めていきます。また、タブレットに

ふれてみることができる体験環境や研修会なども実施する予定です。

※１画面に直接ふれて操作できる「タブレット」は、パソコンよりも“かんたん”に取り扱うことができます。銀行ＡＴＭ
　　のタッチパネルのような「子どもからお年寄りまで」世代を選ばない操作性と、持ち運びに便利な軽量仕様である
　　ことなどが特徴です。
※２クラウドとは、「データを自分のパソコンやタブレットなどではなく、インターネット上に保存する使い方やサー
　　ビスのこと」をいいます。

●お問い合わせ　黒石商工会議所　相談課　小野智憲　TEL：52-4316

●ＮＴＴ「フレッツ光」のご相談は 
　黒石商工会議所におまかせ！ 

　日商簿記３級程度の基礎知識が財務および経

理担当者に役立つことはよく知られています。また、

簿記の知識は、営業、管理、製造部門などあらゆる

分野で必要なスキルと言っても過言ではありま

せん。費用収益を意識し経営感覚を持ち業務に取

り組むことはとても大切なことです。さらに、取

引先企業の経営状況が経理関係書類から読み取

れる「読む力」にも大きく貢献します。　

　皆さまのスキルアップに、資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。

　■日　　程：平成24年９月18日（火）〜11月16日（金）【全20日間】

　■時　　間：18：30〜21：00　　　　■定　員：20名

　■講　　師： 塩　哲雄　（前職：県立青森商業高等学校　教諭）

　■会　　場：「生活支援プラザＪ」２Ｆ会議室（黒石市市ノ町48）

　■受 講 料：①会員事業所　…………………………　　4,000円（税込み）

　　　　　　　②公共職業安定所で求職申込み済の方　　4,000円（税込み）

　　　　　　　③非会員事業所および一般の方　……　　8,000円（税込み）
　※テキスト代含む。②は求職番号の確認できる書類の写しを提出する必要あり。

　■申込期日：９月11日（火）まで　※電話かＦＡＸでお申し込みください。

　■そ の 他：講習会当日は、筆記用具・電卓をお持ちください。

●お申し込み・お問い合わせ　黒石商工会議所　相談課　TEL：52-4316

　黒石商工会議所では、ＮＴＴ「フレッツ光」に

関する相談窓口を設置しています。フレッツ光

とは、ＮＴＴによる高速ブロードバンド通信を

提供するサービスです。これからインターネットの利用をご検討の方から現在

の回線を見直したい方まで、当会議所スタッフが相談をお受けいたします。

　まずは、お気軽にご相談ください。

●お問い合わせ　黒石商工会議所　フレッツ光係　TEL：52-4316

ＬＯＢＯ調査［商工会議所早期景気観測調査］ 
業況ＤＩは、悪化。先行きは好材料に乏しく、慎重な判断

２０１２年７月　調査結果のポイント

◇７月の全産業合計の業況ＤＩは、▲２５．２と、前月から▲３．９ポイントの
　悪化。エコカー補助金等の経済対策による下支え効果が弱まっているうえ、
　超円高や電力不足等を背景に取引先の海外移転・調達が加速していることや、
　海外経済の減速に伴う輸出減から受注低迷が続く。また、天候不順等により
　夏物商品が不調だったことに加え、大手専門店（ドラッグストア・ホームセ
　ンター等）やコンビニ等が客層を多様化していることなどから競争が激化し、
　地域流通業の業況は一段と厳しさを増している。
◇先行きについては、先行き見通しＤＩが▲２４．８（今月比＋０．４ポイント）
　と、ほぼ横ばいとなる見通し。欧州の財政金融不安を背景に再び円高が進ん
　でいることに加え、電力料金の値上げによるコスト増や、エコカー補助金終
　了による内需の反動減等、先行きへの不安は払しょくできず、好材料に乏し
　いことから、依然として慎重な見方が続いている。

ＤＩ値（景況判断指数）について
　ＤＩ値は、売上・採算・業況などの各項目についての、判断の状況を表す。ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向
き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向きを表す回答の割合が多いことを示す。従って、
売上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気などの景気感の相対的な広がりを意味する。
※ＤＩ＝（増加・好転などの回答割合）−（減少・悪化などの回答割合）
　　　　［業況・採算：好転−悪化］、［売上：増加−減少］
※ＬＯＢＯ調査ホームページ　＞　http://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html

●世界に１本しかない万年筆を 
　手作りする小さな文房具店！ 快
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　鳥取駅前の中心商店街を５分ほど歩いた一角に、珍しい店名の

小さな文房具屋さんがある。名前は「有限会社万年筆博士」。従業

員数は社長を含めわずか４人ながら、万年筆の分野では知る人ぞ

知る小さな世界一企業である。

　通常、文具店の扱う商品のほとんどは、大手ブランドメーカー

からの仕入れだが、同店の仕入れ商品は実質ゼロ、販売する万年

筆および関連商品は、４人のスタッフによる手作りだ。

　業況もすこぶる好調で、広告宣伝などの営業活動をほとんど行

っていないにもかかわらず、常に１年程度の仕上がりを待つ客を

抱えている。ちなみに、気になる値段はというと、最低価格が５万

円、最高価格は30万円、平均単価は11万円という。

　同社の創業は昭和20年、現社長である山本竜氏の祖父・義雄氏

が、東京でのでっち奉公の後、故郷鳥取に帰り、家業としてスタートした。創業当

初は、大手ブランドメーカーが開発した万年筆などの文具の仕入販売や、特注万

年筆のＯＥＭ生産をしていたが、その後、ボールペンをはじめとする代替商品の

拡大や、アジア諸国などからの低価格万年筆の輸入攻勢などがあいまって、年々、

量的にも価格的にも厳しい経営を余儀なくされていった。

　こうした中、「このままではつぶれる...」と危機意識を募らせた現社長の父親で

前社長の雅明氏と現社長が苦労と努力を重ね、今日の業態に転換を果たしたの

である。「世界に１本しかない私の万年筆」の当初のターゲットは、万年筆に慣れ

親しんだ団塊の世代であったが、「鳥取の梨の木」や「自宅の思い出の木」を胴軸

やキャップに使用するなど、素材に徹底的にこだわった。また、商品に文化性・ス

トーリー性を付加したこともあり、今や男女を問わず、若者にまでファンはゆっ

くり着実に拡大している。

　こうした下請け企業からの脱却を目指して頑張る全国各地の中小企業の存在

を見せつけられると、危機意識が不足している中小企業の奮起が強く求められる。

それもそのはず、歴史的超円高の定着と、経済社会のなお一層のボーダーレス化・

グローバル化は、「対応型企業」「価格競争型企業」「大量生産型企業」のさらなる

空洞化を今後一段と加速させることが決定的だからである。

　その意味では、「万年筆博士」のような規模は小さくとも「オンリーワン型企業」

の集積こそが、地域経済の空洞化を克服する方策である。
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