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女性会レポート！

お問い合わせ
黒石商工会議所女性会事務局　
TEL：52-4316

■「北海道全国大会」の報告
　去る平成29年10月６日・７日、北海道札幌市
内において「第49回全国商工会議所女性会連
合会北海道全国大会」が開催されました。今大
会の総参加者数は2,702名であり、当女性会か
らは髙橋会長をはじめ２名が参加しました。
　６日は３つのホテルに分かれて懇親会が開

かれ、アトラクション
として2017年よさこ
いソーラン祭りで大
賞を受賞した平岸天
神の迫力ある演舞が
披露され、大いに盛
り上がりました。
　７日は式典と記念
講演会が開催されま
した。

　記念講演会は㈱ニトリホールディングス代
表取締役会長兼CEOの似鳥昭雄氏を講師に迎
え、「お、ねだん以上。」～ニトリの成長秘話～と
題して行われました。創業から現在に至るまで
の流れや経営方針、そして陰ながらサポートし
てくれた奥様のエピソードなどをわかりやすく
お話してくださいました。
■お正月花　フラワーアレンジメント講習会
　のお知らせ
　毎年好評を頂いております「お正月花 フラワ
ーアレンジメント講習会」を今年も開催いたし

ます。新年を迎えるにふさわしい素敵なお正月
花をぜひ作ってみませんか？一般の方も参加
できますのでお気軽にお申し込みください。
◇日 　 時　平成29年12月27日（水）
◇場 　 所　「松の湯交流館」黒石市中町33
◇講 　 師　大溝千秋先生（元町：Flowers）
◇時 　 間　19：00～20：30
◇内 　 容　そのまま飾れるお正月花の制作。
　　　　　　完成品の予約販売も承ります。
◇持 参 品　①はさみ ②お持ち帰り用の袋
◇参 加 料　3,700円（器・花材込み）
◇申込方法　平成29年11月24日（金）までに参
　　　　　　加料を添えて女性会事務局へお
　　　　　　申し込みください。

クルーズ船誘客事業「セレブリティ・ミレニアム青森港入港歓迎セレモニー
～黒石市観光振興プロモーション～」
　平成29年10月２日（月）、青森港新中央埠頭に入港したクルー
ズ船では最大船型となる「セレブリティ・ミレニアム※」が寄港し
ました。今回、青森港新中央埠頭へは「初秋の日本一周クルーズ」
の寄港として入港しました。
　黒石商工会議所では青森県の平成29年度クルーズ船誘客モ
デル事業費補助金を活用し、「セレブリティ・ミレニアム青森港入
港歓迎セレモニー～黒石市観光振興プロモーション～」を実施。
黒石市の郷土芸能である「津軽関山会山本社中による組踊り」
「黒石レクリエーション協会による黒石よされ」を披露。また、青
森港新中央埠頭内に巨大こけし灯籠（3.6M）を２体設置し乗客、
乗員を出迎えました。
　歓迎セレモニーが終了すると、乗客の多くは奥入瀬や五所川
原など県内の各観光地を巡るオプショナルツアーに参加し、青森
の秋を満喫されたようです。同船は午後７時に横浜港へ向けて
出港しました。
　平成29年度青森港に寄港したクルーズ船は過去最多の23隻。
平成23年以降寄港する国内外のクルーズ船は増加している。当
市に於いても訪日外国人観光客の受け入れ環境整備に向けた
取り組みに本腰を入れ始めている。

八木橋旬一　Junichi Yagihashi
　事 業 所：㈲つがる介護（介護支援業）／専務取締役
　住　　所：〒036-0337青森県黒石市角田36-3
　連 絡 先：0172-59-2872
　生年月日：1968年４月３日
　【ＹＥＧ歴】
　　・平成19年　２月入会。
　　・平成21年～25年　黒石ＹＥＧ理事
　　・平成26年　黒石ＹＥＧ専務理事
　　・平成27年～29年　黒石ＹＥＧ副会長
　　※平成22年～23年、26年～29年
　　　青森県商工会議所青年部連合会出向理事

平成30年度 黒石商工会議所青年部
会長　八木橋旬一氏を選任
　平成29年10月20日（金）レストラン御幸にて「平成29年
度第１回臨時総会」が開催され平成30年度黒石商工会
議所青年部会長に八木橋旬一 氏が満場一致で選任され
た。（任期：平成30年４月１日～平成31年３月31日）

※セレブリティ・ミレニアム（全長294ｍ、乗客数2,175人（外国人2,000人。日本人175人））

津軽関山会山本社中による組踊り 黒石レクリエーション協会による黒石よされ 巨大こけし灯籠（3.6Ｍ）設置



軽減税率対策補助金 平成30年１月31日までに!

■２つの申請類型 複数税率対応レジの導入等支援を行うＡ型、受発注システムの
改修等支援を行うＢ型があります。

複数税率対応レジの
導入等支援

受発注システムの
改修等支援

A型 B型

複数税率に対応できるレジを新しく導入し
たり、対応できるように既存のレジを改修し
たりするときに使える補助金です。

電子的な受発注システム（EDI/EOS等）を
利用する事業者のうち、複数税率に対応す
るために必要となる機能について、改修・入
替を行う場合に使える補助金です。

原則として補助率は費用の２/３ですが、レジ1
台のみと付属機器等を導入した場合で、その合
計額が３万円未満の場合は補助率３/４、タブレ
ット等の汎用端末は補助率１/２です。

原則として既に電子的受発注システムを利用し
ている事業者が対象です。

　このたび、日本公庫（国民生活事業）と当会議所が連携し「一日公庫」を開催
いたします。この「一日公庫」では、当会議所において日本公庫の融資担当者
が、融資のお申込みをいただいたお客様とご面談し、審査を行います。日本公
庫まで足を運ばなくても良いのでとても便利です。この機会にぜひご活用くだ
さい。

★こんなご要望はありませんか？
　　・年末年始に向けて忙しくなりそうなので仕入資金を手当したい
　　・従業員へ年末のボーナスを出してあげたいので資金を準備したい
　　・設備が老朽化したので新しいものに買い換えたい　など

■日　時：平成29年11月20日（月）
　　　　　□午前の部10：00～12：00　□午後の部13：00～16：00
■場　所：黒石商工会議所　相談室（黒石市市ノ町5-2）

　融資のご相談を希望される方は下記連絡先までお申込みください。

●お問い合わせ　黒石商工会議所　相談課　TEL：52-4316

●「一日公庫」in黒石商工会議所のご案内

創業したい！売上を伸ばしたい！新商品を開発したい！
経営のお悩み、あなたは誰に相談しますか？

青森県よろず支援拠点では、８つの分野のプロフェッショナルが
無料でご相談に応じます。

まずはお電話を！！　017-721-3787

公益財団法人　21あおもり産業総合支援センター
http://www.21aomori.or.jp/soudan/yorozu/

よろず支援拠点は、国が全国各地に設置し
た経営相談所です

　（一社）青森県中小企業診断協会では、県内中小企業向けに財務分析を中心
とした経営診断を実施します。所属の中小企業診断士が、お話を伺いながら決
算書をもとに診断し、報告書を作成して財務的なアドバイスを行うもので、本
年度は黒石市内で２件の事業所の診断を予定しています。
　ご希望の方は、お早めに当所担当課までお知らせ下さい。

定　　　　員　２件
準備するもの　直近の決算書３期分
申込締め切り　11月20日（月）
　　　　　　　（定員になり次第締め切りとさせて頂きます）
●お問い合わせ　黒石商工会議所　相談課　TEL：52-4316

経営診断（無料）のご案内

日　　　　時　平成29年12月20日（水）　13：30～15：00
場　　　　所　黒石市産業会館４F　大会議室
　　　　　　　黒石市市ノ町5-2　TEL：0172-52-4316
定　　　　員　30名（申込み多数の場合は受付順となりますのでご了承ください。）
内　　　　容　講演
　　　　　　　｢事業引継ぎの課題」～事業の資産評価（法人と個人事業）～
　　　　　　　講師
　　　　　　　独立行政法人中小企業基盤整備機構　東北本部
　　　　　　　事業承継コーディネーター　（税理士）庄子　雄太氏
主　　　　催　公益財団法人21あおもり産業総合支援センター
後　　　　援　独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
協　　　　力　黒石商工会議所
お問い合わせ　公益財団法人21あおもり産業総合支援センター
　　　　　　　青森県事業引継ぎ支援センター
　　　　　　　〒030-0801 青森市新町2丁目4番1号 青森県共同ビル7階
　　　　　　　TEL（017）777-4066（代表）　担当：金　平日８：30～17：00
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事業引継ぎ支援セミナー

ご存知ですか？
事業承継の現状！

参加費無料

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制
度です。

【ご 融 資 額】お子さま１人あたり350万円以内
【金　　　利】年1.81％　固定金利
　　　　　　　※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得122万円）
　　　　　　　　以内の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500
　　　　　　　　万円（所得346万円）以内の方」は年1.41％
　　　　　　　　（平成29年３月10日現在）
【ご返済期間】15年以内
　　　　　　　※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200
　　　　　　　　万円（所得122万円）以内の方」または「子ども３人以上の世
　　　　　　　　帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内の方」は18年
　　　　　　　　以内）
【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金･家賃
　　　　　　　など
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保　　　証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

詳しくは、ＨＰ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター　
（0570-008656（ナビダイヤル）または（03）5321-8656）までお問い合わせくだ
さい。

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！

廃業の理由　中小企業白書（2013年版・小規模事業者）

■事業承継対策がなぜ必要なのか？
　　　　　　　　　　　■事業承継対策のポイント!!

後継者難
55%

その他
45%

［WEB］
「商工くろいし」の電子版を当会議所ホームページに掲載しています。
パソコンはもちろん、スマホ・タブレットでもご覧いただけます。
http://www.k-cci.or.jp/syokokuroishi/
※ご覧になるためには、Adobe Reader（無償）というソフトが必要です。

御相談窓口は、黒石商工会議所
（独占禁止法相談ネットワーク）
TEL：52-4316

独占禁止法相談ネットワークの御利用を
お待ちしています。

　黒石商工会議所で
は、独占禁止法、下請法
及び消費税転嫁対策特
別措置法に関する御相
談を受け付けています。
　内容、御希望により、
公正取引委員会の窓口
を紹介します。

このようなことでお困りでは
ありませんか？

どんな情報交換を
すると問題なの？

注文どおりなの
に返品された！

うちは消費税分は
支払わないよ！



「ラージボール教室」に参加しませんか！
　当所生活文化商業部会では、レクリエーションスポーツであるラージボール
教室を開催し、会員事業所の皆様の健康と「くろいし健康マイレージ事業」への
ご理解を深めていただき、地域の健康推進と商売繁盛に繋げたいと考えてお
ります。
【ラージボールとは？】
　簡単に説明をすると、卓球のボールが大きいバージョンです！
年齢を問わず楽しめるという卓球の長所を、さらに進化させたもの。
○日　時：平成29年11月24日（金）午後６時～８時（２時間）
○会　場：スポカルイン黒石「アリーナ」
○持ち物：①ラケット②内履きシューズ③タオル④飲料水
　　　　　※ラケットの無い方でも参加可能です
○定　員：20名（定員になり次第締め切らせていただきます）
○参加料：無料
○くろいし健康マイレージの対象事業（５ポイント）となります

●お申込み・お問い合わせ　
　黒石商工会議所　生活文化商業部会　TEL：52-4316

11月は「労働保険適用促進強化期間」です。
労働保険の手続はおすみですか？

　労働者を一人でも雇っている事業主（農林水産業の一部を除く）は労働保険
（労災保険・雇用保険）に加入する義務があります。
（手続を行わない場合、職権により強制適用されることがあります。）
労災保険・・・業務災害及び通勤災害により負傷等をした場合、必要な保険
　　　　　　　給付を行います。
雇用保険・・・労働者が失業した場合、生活安定及び再就職促進のため必要
　　　　　　　な失業給付を行います。

ハローワーク黒石　適用係　黒石市緑町2-214　TEL：53-8609

労働保険の手続はお早めに！
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必ずチェック最低賃金！ 使用者も、労働者も

１　青森県最低賃金が改正されます。金額等は次のとおりです。

　　　時間額　738円（平成29年10月６日から）
２　青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者と、労働者を一人でも使
　　用している使用者に適用されます。
３　製造業と小売業の一部には、特定（産業別）最低賃金が定められています。
４　詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
　　（http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）

※お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室 へ。
　（TEL：017-734-4114、FAX：017-734-5821）

青森県最低賃金改正のお知らせ

★くろいし健康マイレージって？★
健康診査や各種がん検診の受診、市の健康づくり事業への参加などで

ポイントを貯めると素敵な特典を受けることができます！

ポイント
付与期間 平成29年５月１日㈪～平成30年１月31日㈬

参加賞
受取り期間 平成29年５月25日㈭～平成30年２月15日㈭

景品抽選
応募期間 平成30年２月１日㈭～平成30年２月15日㈭

協賛店サービス
利用期間

10ポイント貯まった日～平成30年１月31日㈬
（１店舗につき１回限り。５店舗まで利用可）

ポイントカード
交付場所

健康推進課窓口、庁舎案内、市ホームページ、市の集団
健診会場、地区公民館、地区センター、黒石商工会議所

参加条件 平成29年度中に20歳以上となる市民の方

黒石つゆやきそばＨＡＰＰＹ麺恋 ジ゙ャー
活動報告■献血事業

　当部会では医療需要に応えるために、青森県赤十字血液
センターの協力のもと、７月16日開催の「クラシックカーク
ラブ青森ミーティングinこみせ」において献血事業を実施い
たしました。あいにくの雨にもかかわらず献血に足をお運
びいただきまして誠にありがとうございました。

■熊本地震寄付事業
　当部会では、熊本地震の被災者を支援するた
めに、空き缶を収集・換金し寄付する活動を実施
しました。おかげさまで12,910円を黒石市の「熊
本地震災害支援募金」を通じて寄付することが
できました。ご協力ありがとうございました。

●お問い合わせ　黒石商工会議所　厚生・福祉部会　TEL：52-4316

厚生・福祉部会　事業報告

●お問い合わせ　黒石商工会議所  黒石つゆやきそばHAPPY麺恋 ジ゙ャー
　事務局　TEL：52-4316

■鈴木会長が創作黒石やきそばコンテスト最優秀賞・優秀賞受賞者を表彰
　去る平成29年９月
９・10日「第32回黒石こ
みせまつり」において、
８月に開催された「創
作黒石やきそばコンテ
スト」において、最優秀
賞（１組）を受賞された
青森県立黒石商業高等
学校の①佐藤瑞希さ
ん・小山内翔乃さん。優
秀賞（2組）を受賞され
た②澤律子さん、並び
に青森県立黒石商業高

等学校の③村元遥さん・藤田幹乃さんが、黒石神明宮にて表彰されました。

■「第32回黒石こみせまつり」へ出店
　横町のグルメロードにて「創作黒石やきそばコンテスト」受賞者たちが出店
しました。①「新感覚‼しゃっけーやきそば」今までにない夏のやきそば‼②
「アジアンやきそば」マレーシアで多国籍料理と出会い、色々な国の料理に興
味をもちました。アジアと黒石やきそばのコラボをテーマにして考えてみまし
た。③「新食感！黒石やきそば」新食感のやきそばが楽しめます。創作黒石やき
そば受賞者の作品は、大変好評であった。
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［主催］黒石りんごまつり実行委員会　［協賛］岩手県宮古市
［後援］ 青森放送㈱・㈱青森テレビ・青森朝日放送㈱・ＮＨＫ青森放送局・㈱エフエム青森・東奥日報社・㈱陸奥新報社・朝日新聞社青森総局
　　　 毎日新聞青森支局・読売新聞青森支局・㈱津軽新報社・㈱エフエムジャイゴウェーブ・FMアップルウェーブ
［問い合わせ先］ 黒石市商工観光部商工観光課 ＴＥＬ0172‐52‐2111（内線407） または 黒石商工会議所 ＴＥＬ0172‐52‐4316

久保田みやび 佐藤拓郎（Takuron）キューティーブロンズ

渋谷幸平

千葉勝弘 佐藤晶

ホイドーズ鉄マンと黒石ロックアコギ団

りんご飴マン

NYCS.D.C.C. DANCE STUDIO ロコスタジオ

Lapis☆煌組

kuroishiよさこい＊踊り組

アルプスおとめ

◆収穫感謝祭 あなたが選ぶりんごコンテストなど
◆ふるさと産業展 地場産品展示・販売、など
◆健康づくり市民のつどい 健康相談など
◆りんご城 各団体活動紹介など

◆津軽三味線生演奏＆民謡・歌謡曲
◆りんごが出来たよ! 黒石ロック! ライブ!
◆よさこい演舞、ダンスパフォーマンス、
　バンド、吹奏楽演奏など盛り沢山!

◆自家消費用・贈答用りんご販売
◆お楽しみ抽選会! など

メインアリーナメインアリーナメインアリーナ

りんご市会場りんご市会場りんご市会場

ステージイベントステージイベントステージイベント

〈近隣イベント情報〉
収穫感謝祭＆シクラメン市（田舎館村）
開催日：11月18日㈯ ～ 19日㈰　場所：田舎館村役場敷地内
問い合わせ先：田舎館村役場企画観光課 TEL 0172-58-2111

会場 会場 スポカルイン黒石スポカルイン黒石会場 スポカルイン黒石

/

姉妹
都市楽しい美味しいイベント大集合楽しい美味しいイベント大集合!!楽しい美味しいイベント大集合!!
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同日
開催

開会式
総合表彰式
１．黒石よされ写真コンテスト表彰（黒石観光協会）
２．よい歯のコンテスト表彰（健康推進課）
もちまき
保育園児によるお遊戯・演奏
山形保育園・保善園
吹奏楽演奏（中郷中学校吹奏楽部）
津軽三味線生演奏（千葉勝弘）
健康体操（黒石市保健協力員会）

9：00～
9：15～

9：50～
10：10～

11：10～
11：50～
12：20～

13：00～

13：40～

14：30～

15：10～

「キューティーブロンズ」
お笑いステージ
よさこい演舞
（Lapis☆煌組、
 kuroishiよさこい＊踊り組）
津軽三味線生演奏
（渋谷幸平＆佐藤晶）
吹奏楽演奏
（黒石中学校吹奏楽部）

健康体操（黒石市保健協力員会）
チアリーディング（黒石高等学校）
佐藤拓郎（Takuron）ライブ
ダンスパフォーマンス
（S.D.C.C. DANCE STUDIO ＆
 ロコスタジオ ＆ NYC）
アルプスおとめライブ
シンガーソングライター 久保田みやびライブ
黒石ロックアコギ団 鉄マンライブ 

9：10～
9：30～
10：10～
11：00～

12：10～
13：00～
13：50～

メイン会場ステージイベントのご案内

※出演開始時間は、イベントの進行状況により、若干変更になることがあります。

11/18（土）9：00～16：00 11/19（日）9：00～15：00

商 工 く ろ い し 平成29年10月31日　（4）第323号

「黒石の魅力」　　　　　端田　裕花 ＬＯＢＯ調査［2017年９月調査結果］
業況ＤＩは、３ヵ月ぶりに改善。先行きは慎重な見方残り、ほぼ横ばいの動き

◇９月の全産業合計の業況ＤＩは、▲15.3と、前月から＋2.9ポイントの改
善。ただし、「悪化」から「不変」への変化が押し上げ要因となったことに留意
が必要。堅調な建設・設備投資に加え、インバウンドを含む好調な観光需要
が全体を牽引した。また、電子部品、自動車関連の生産が引き続き底堅く推移
した。他方、人手不足の拡
大や、天候不順等による
農水産物の出荷減・価格
上昇、消費者の低価格志
向を指摘する声は依然と
して多い。中小企業の景況
感は総じて緩やかな回復
が続くものの、そのマイン
ドには依然として鈍さが
見られる。

＜中国語ワンポイント＞へようこそ

　離れてわかる事がある。近くにいても感じる
事がある。故郷。誰にでも生まれ育った土地が
ある。縁あって黒石に移り住んだ人、黒石に生
まれ育って住んでいる人、Ｕターンの人な
ど・・・。
　見慣れた風景の中にたくさんの魅力がある
のだが、みんな家と職場、学校、通院などの往
復で日常を過ごし『魅力』があたりまえになっ
ている。なんと贅沢なことだろう。そこで今回
は黒石の魅力について考えてみた。
　黒石は、こみせがあり風情ある町、歴史ある
町、水がおいしい町、名物黒石やきそばなど

魅力がたくさんあるのだが、何と言っても黒石に住んでいる「人」が人情味に
あふれ、郷土愛が強い人が多いのに気付かされる。
　様々な想いを持った人達のお話を聞いていると、黒石の「人」が一番の魅力
なのだと思った。

●プロフィール
端田　裕花（はしだ　ゆか）
•松の湯交流館　館長
•NPO法人横町十文字まちそだて会　常務理事
•黒石商工会議所広報特別委員会　委員
•黒石商工会議所女性会　理事
•リンクフェイス　代表


