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広告掲載企業
東京海上日動火災保険㈱北海道支店函館支社 表紙裏
ロワジールホテル函館 裏表紙裏
損害保険ジャパン日本興亜㈱函館支社 裏表紙
（業）英知国際特許事務所 段下
㈱トーショウビルサービス 段下
㈱不二屋本店 段下
（独）中小企業基盤整備機構 段下
㈱アイ・エム・エフ 段下
龍文堂印刷㈱ 段下
Member’s Board　申込用紙 折込
平成28年度各種検定パンフレット 折込
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■今月の表紙
北海道新幹線開業
　写真は、開業日の３月26日に行われた北海道新幹線
新青森・新函館北斗間しゅん功開業式祝賀会及び道南
いさりび鉄道開業祝賀会において、各界の要人が北海
道新幹線開業を記念し鏡割りを行っている様子を撮影
した一葉です。
　整備計画決定から約42年の時を経て、北海道新幹線
新函館北斗－新青森間が開業し、新函館北斗駅から鹿
児島中央駅まで全長2,150kmが新幹線のレールで結ば
れ、新たな動脈として北海道と本州を結びます。
　新函館北斗－東京間の最速時間は４時間２分と、関
東や東北との距離が縮まり、今後は交流人口拡大や道
南経済の活性化が期待され、本所としても、新幹線開
業効果の拡大に向けたまちづくりをより一層強力に推
進していきます。
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2 特集
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4 中小企業相談所だより
●マル経融資
●経理入門セミナー「1日でわかる!経理の実務」
●函館市中小企業融資制度のご案内
●個別専門相談日程

6 会員Now
●おもてなしの街「函館」になるために：学校法人 佐藤学園
　ヒューマンキャンパス高等学校 函館学習センター

7 Member's Board
●地物産品御料理処　根ぼっけ

8 会議所のうごき
●北海道新幹線開業
●はこだてスマイル&ウェルカムキャンペーン2016
●総務委員会
●青函圏委員会
●第60回函館圏優良土産品推奨会
●平成28年度新入社員セミナー
● 事業者向け省エネ・温暖化対策関連補助金及び
電力自由化説明会

●青年部
●女性会
●議員の異動

12 ご案内
●はこだてスマイル＆ウェルカムキャンペーン
●第60回函館圏優良土産品推奨会受賞商品一覧

14 検定試験のご案内

15 連載コラム　ビジネスマッチング発想法
●「金融機関に頼らなくてもマッチングはできる」

16 青森商工会議所会員事業所のご紹介
●バルhachi
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第５回通常議員総会
　第５回通常議員総会を去る３月22日、正副会頭をはじ
め98名（当日出席55名、委任出席43名）が出席のもと、
函館国際ホテルにおいて開催しました。
　議事では、前段の常議員会にて承認された１件を含む
４件の報告事項（議員の異動、陳情要望活動、部会委員
会活動、新会員の加入）をそれぞれ報告するとともに、
平成28年度事業計画ならびに収支予算について、また、
本所が主管する函館・北斗・七飯経済団体協議会の事業
連携（新函館北斗駅前プロジェクト）として、北斗開発
㈱への出資について審議を行い、ともに原案のとおり承
認されました。
　本所は平成28年度の基本方針として、下記の６つの活
動を柱とし、中小企業に対する経営課題への対応をはじめ、

北海道新幹線開業にあたり、開業効果を最大限に活かす
まちづくりの推進と地域活性化に向けた新たな事業を掲
げるほか、地域に影響力の大きい航空路、道路等高速交
通体系の更なる要請活動を継続します。また、会員事業
所への情報発信とサービス事業の充実を図り、地域に根
ざした積極的な事業展開と活動を目指します。

事業計画概要

1 中小企業の経営課題への対応
●金融円滑化対策
・ 無担保・無保証人の融資制度「マル経
資金」）の活用促進と「マル経融資利子
補給制度」の継続

・ 「金融円滑化特別相談窓口」による資金
繰り、経営計画等の相談対応

・ 北海道、函館市等の低利な制度融資の
積極的斡旋

・ 近年、国が強力に推進する中小企業、
小規模事業者向け補助金等助成制度に
ついて、会員への効果的な情報提供と
活用提案

● 消費税対策：「消費税軽減税率転嫁対策相
談窓口」による相談対応
● 雇用対策：地元採用の促進と「合同企業説
明会」の開催
● 関係機関との連携による、雇用後の指導・
教育体制支援と、製造業等の現業レベルで
のスキルアップへの取り組み、また外国人
研修生雇用等に関する調査研究
● 環境対策：電力の小売自由化に関する情報
収集と活用策の検討
● 経営支援機能の充実
・ 弁理士、弁護士、公認会計士等による

専門的かつ高度な個別相談の実施
・ 創業・起業支援および「新規開業者利
子補給制度」の継続

・ 企業経営に係る法令、施策、支援制度
等の積極的な情報発信

●海外市場展開等国際化への対策
・ 日本貿易振興機構（ジェトロ）等との
連携
※ 国内外への各種販路開拓支援事業等に
ついての情報提供、および活用促進
※ 貿易関係証明書発行業務の周知と活用
促進

2 北海道新幹線開業効果最大化に向けたまちづくりの推進と地域の活性化
● 北海道新幹線開業効果最大化に向けたまち
づくりの推進
・ 北海道新幹線新函館開業対策推進機構
ならびに新幹線青森・函館早期開業促
進期成会を中心にホスピタリティの強化、
首都圏・北関東・東北地区へのプロモー
ション活動の推進等、新幹線時代に必

要な基盤整備と地域の魅力の更なる向
上のため、各種事業の積極的な実施
※ 将来に向けた北海道新幹線利活用策の
調査研究

・新幹線函館駅乗り入れに関する調査研究
・ 貨物新幹線積み替えターミナル立地に
関する調査研究

●中心市街地等の活性化
・ 中心市街地での集客拠点の創出と、商
店街育成に資する各種事業の実施

●地域資源を活用した地域活性化の推進
・ 函館・北斗・七飯経済団体協議会の事
業活動等、近隣商工会等との連携によ
る広域事業の実施

６つの基本方針
Ⅰバランスある産業構造の形成
・ 主力の水産加工業を中心とする２次産業の振興・発展の促進
・ 北海道新幹線開業ならびにインバウンド効果を最大限に活かす観光関連
産業振興・発展の促進

Ⅱ 高速交通体系の進展による地場産業の広域展開（南進政策）
・ 北海道新幹線開業を契機に、東北・北関東等への進出と連携の促進
・ 北海道縦貫自動車道の七飯ＩＣ～大沼公園ＩＣ間の早期完成要請促進
・ 函館新外環状道路の赤川 IC～空港 IC間早期完成要請促進

Ⅲ 近隣商工会との連携強化による、食・観光・物流における、域内
および海外等域外への進出促進
Ⅳ アジア各地域からの航空定期便等就航によるインバウンド観光の
促進と受入態勢の整備強化
Ⅴ 国が掲げる地方創生に即した各事業の積極展開と関連団体との連
携強化
Ⅵ 常議員会、部会、委員会活動の活発化と会員増強等組織財政基盤
の強化

重 要 事 項

　 　 函館商工会議所
平成28年度 事業計画・収支予算が決定
特 集
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3地域社会や会員の声を反映した提言・意見活動の推進
● バランスある地域産業構造形成を目指した
企業誘致の促進
● 地域経済振興のための国・北海道・函館市
等への要望活動等の推進
※ 函館市行政施策に対する要望について
の実施検討

● 北海道新幹線及び在来線の利便性向上
・ 青函共用走行問題解決等、新幹線高速
化に向けた要望

・ 本州方面との既存割引企画きっぷ販売
の継続に関する要望
※ 新函館北斗駅と現函館駅間のＩＣカー
ドシステム導入等、新幹線乗り継ぎ環
境充実に関する要望

● 北関東からの観光客誘致促進に向けた、
新幹線はやぶさ宇都宮駅停車実現に向け
た要望

● 高速幹線道路の整備促進
・ 北海道縦貫自動車道の七飯IC～大沼
公園IC間の早期完成に向けた整備促
進要請

・ 函館新外環状道路の赤川IC～空港IC間
早期完成に向けた整備促進要請

・ 函館江差自動車道の北斗茂辺地IC～木
古内IC間の整備促進と木古内IC～江差
IC間の整備計画区間への昇格要請

・ 幹線臨港道路湾岸線の函館～北斗間早
期完成の要請

● 函館港の整備促進
・ 北ふ頭複合一貫輸送ターミナルの早期
完成に向けた整備促進

・ コンテナ船定期航路の安定・維持およ
び物流拠点機能の強化と旅客船等の誘
致促進

● 函館空港の機能充実
※ 国管理空港の上下一体民営化問題に関
する協議

・ 国内航空路線網の拡充および輸送枠の
確保

・ 国際航空路線の利用促進および国際
チャーター便運航拡大と新たな定期航
空路の開設。併せて国際線ターミナル
の拡充、整備
※ 特にタイとの定期航空路線開設要請の
促進

● 地域振興を見据えた再生可能エネルギーに
関する調査、研究

4会員と地域に密着した事業の展開および会員サービス事業の充実・拡大
● 会員交流会・異業種交流会の実施
● 会員企業従業員の福利厚生支援のための健
康診断割引サービス事業実施

● 各種共済制度およびＰＬ保険、火災共済等
の充実と普及促進
● 会議所報「ともえ」のさらなる内容充実と

ホームページ、ＦＡＸ通信・Ｅメール等活
用による各種情報の迅速な提供
●函館商工会議所120年史の刊行

5会員増強と組織・財政・運営基盤の強化
● 常議員会・部会・委員会の積極的な開催に
よる会議所活動の充実強化
● 会員増強と財務基盤の強化
・ 会員増強キャンペーンの実施、各種共済
制度への加入促進

● 人材育成と組織の活性化
・ 女性会ならびに青年部への事業支援と政
策協議、および若手経営者の育成
・ 各種セミナー・講習会開催、各種検定試
験等の実施による人材育成

● 事務局体制の充実・強化
・ 小規模事業者向け補助金等助成制度に
ついて、効果的な情報提供と活用提案
するための担当窓口の設置

・ 函館らしさを創出する地域資源の活用と
函館ブランドの確立ならびに物産展・産
業イベント等への出展支援
※ 新幹線で結ばれる鹿児島と共同の物産展
を首都圏にて開催
※ 「函館・みなみ北海道特産食品展示商談会」
開催支援

・ 道南縄文文化推進協議会との連携による、
北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群
の世界遺産登録の支援

●函館国際水産・海洋都市構想の推進
●産学連携の推進
・ 地域の高等教育機関・研究機関等とのよ
り積極的な連携推進

・ 関連部会委員会による新技術等の勉強会
開催、事業活用等への検討推進

●青函経済圏における連携および交流の促進
・ 青森商工会議所との会員企業パートナー
シップ構築事業、弘前商工会議所との観

光ツアー造成ならびに地場産品の相互展
開等、連携事業の推進

●観光振興の促進
※ 北海道新幹線開業に合わせ、函館の食・サー
ビスを楽しんでもらうための事業、「ハコ
ダテスマイル＆ウェルカムキャンペーン」
の本所青年部との共同実施
※ 観光案内ガイドの養成における「はこだ
て検定」合格者の活用支援

・ 各種コンベンションおよび、スポーツイ
ベントに係る誘致促進

・ 「北海道新幹線開業記念2016函館マラソ
ン」開催に向けた活動の推進
※ 「第70回全国商工会議所専務理事・事務
局長会議」の開催

・ 大型クルーズ船寄港時のホスピタリティ
事業等への協力

●国際化への取り組み
・ 国際定期便の利活用促進

・ タイ・エアアジアＸ等、ＬＣＣ就航の誘
致促進

・ 国際姉妹都市や東アジア地域に加え、タイ・
シンガポール・マレーシア等との経済お
よび人的・文化的交流の推進

・ 道南台湾観光友好協会との事業連携によ
る、台湾とのさらなる観光振興と、函館市、
北斗市、七飯町それぞれの特産品等を中
心とした経済交流の推進

・ 地域企業の国際化を担う人材の育成に関
する支援
※ 外国人観光客に対するホスピタリティ向
上事業として外国語講座の開催や通訳ガ
イド等養成支援事業および活用策の推進
（外国語話せますバッジ作成等）
※ 会員企業に対する公衆無線ＬＡＮ（無料
ｗｉ－ｆｉスポット）設置支援
※ 本所創立120周年を契機として、箱館高田
屋嘉兵衛顕彰追悼式の再開

収入 236,470千円 支出 236,470千円

福利厚生費
14,030：5.9%

旅費交通費
14,050：6.0%

事務局費
17,320：7.3%

会費負担金
116,700
49.4%

事業費
82,290：34.8%

ビル管理費等
24,120：10.2%

給与費
84,660：35.8%

雑収入
560
0.2%

事業収入
59,410
25.1%

補助金
59,800：25.3%

平成28年度収支予算



などでお悩みはございませんか？ 

どんなことでもお気軽にご相談ください

金　　融 経営改善 税　　務

労　　務 法　　務 新規創業

取引照会 情 報 化 環境対策

貸付限度額 2,000万円

講 師   林　忠史 氏
㈲マスエージェント代表取締役
人事管理、経営管理等各社の経営相談を行う傍ら社員研修実
務セミナーの講師として全国各地で人気の講師。リピートも
非常に多い。近著に「若手ＯＬがいきなり経理をまかされる」
「一日でわかる経理」(いずれもＫＫベストブック )がある。

申込み・お問合せ先　函館商工会議所　経営支援課　
℡0138-23-1181
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　マル経融資制度は、経営改善を図ろう
とする小規模事業者をバックアップする
ため、本所が日本政策金融公庫に推薦し、
無担保・無保証人・低利で融資する制度
です。

■金　　　利… 1.15％ （平成28年4月1日現在）

■返 済 期 間… 運転7年（うち据置１年）、
 設備10年（うち据置２年）
◎ご利用にあたっては下記の条件を満たしていることが必要です。
　★従業員20人以下（但し商業・サービス業は５人以下）　★事業実績が１年以上あり、函館市内に事業所のある方
　★期限の到来した納税を完了されている方

会議所スタッフ（経営指導員）が決算書などを基に融資相談を行い、審査に向けた推薦書を作成いたします。
融資実行まで日数がかかりますので、お申込みは余裕を持ってお早めにお願いいたします。

まずは本所＜℡ 23-1181 ＞あて「マルケイの件で」とお電話ください。

本所では､ ｢マル経融資｣ の利子１％を１年分補助する「利子補給制度」を行っております。詳しくはお問合せください。

日　時／平成28年 4月18日㈪ 
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場　所／函館商工会議所　会議室
定　員／30名（定員になり次第締め切ります）
受講料／無料

1日でわかる! 
経理の実務

主
な
講
座
内
容

１．経理の役割と仕事について
２．経理のルールについて
３．原始記録の整理及び保管方法について
４．具備すべき帳簿について
５．簿記の仕組み
６．仕訳について
７．試算表の作成
８．決算整理
９．決算書の作成
10．日々の経理のポイント

がんばる経営、応援します
！

マル経融資

明日から経理ができる！
経理入門セミナー

事業者 経営指導員 日本政策金融公庫

融資実行

・相談
・申込受付
・指導
・調査

審
査
会

推

　薦

日本政策金融公庫

などでお悩みはございませんか？ 

どんなことでもお気軽にご相談ください

金　　融 経営改善 税　　務

労　　務 法　　務 新規創業

取引照会 情 報 化 環境対策

個別専門相談ご案内
相談は事前予約制となっておりますの

で、電話23-1181にご予約願います。

保証協会
個別相談

信用保証制度についてのご相談
実施日／5月10日㈫ 13:30～
相談員／北海道信用保証協会
 函館支店担当者

金融個別
相談

低利な融資制度についてのご相談
実施日／4月20日㈬ 午前中
相談員／  日本政策金融公庫函館支店
 国民生活事業担当者

発明相談
特許・商標などの出願・活用についてのご相談
実施日／4月27日㈬ 11:00～16:00

相談員／英知国際特許事務所
 所属弁理士

法律相談
法律に関わるお悩みごとについてのご相談
実施日/4月22日㈮ 13:00～
相談員/弁護士 堀田 剛史 氏

経営相談
経営上の様々な課題についてのご相談
実施日/5月11日㈬ 13:00～
相談員/公認会計士 鎌田 直善 氏
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函館市中小企業融資制度のご案内
　函館市では市内の中小企業者が事業資金を円滑に調達していただくために融資制度を設けています。あっせ
んは本所にて行っておりますので是非ご活用下さい。

資　金　名 融資対象
融　　　資　　　条　　　件

保証協会
信用保証資金

使途
融資限度額
（万円）

融資期間
（うち据置期間）

融資利率
（固定金利）

一
般
支
援
資
金

一 般 資 金

仕入・決済資金等が必要な方 運　転 4,000 10年以内
（2年以内）

1.20%以内
経営改善企業　0.70%以内

信用保証
協会

保証付き

設備の設置・改善資金が必要な方 設　備 6,000 15年以内
（3年以内）

10年以内　1.20%以内
経営改善企業　0.70%以内

10年超　1.60%以内
経営改善企業　1.10%以内

青函地域
活性化資金

青函両地域の活性化に資する事業の仕入・決済
金等が必要な方 運　転 6,000 10年以内

（2年以内） 0.50%以内

青函両地域の活性化に資する事業の設備の設置
や改善資金が必要な方 設　備 10,000 15年以内

（3年以内）
10年以内　0.50%以内
10年超　0.90%以内

 小口ファイト資金 小規模事業者で運転資金や設備資金が必要な方 運　転
設　備 1,250 10年以内

（1年以内）
0.90%以内

経営改善企業　0.40%以内
小口零細企業
保証付き

 産業活性化資金 設備の近代化や新分野の事業への進出を行う方 設　備 20,000 15年以内
（3年以内）

1.40%以内
経営改善企業　0.90%以内
※下記優遇対象　0.90%以内

必要により
保証付き

チャレンジ資金 新たに開業しようとする方等 運　転
設　備 2,000 10年以内

（2年以内）
1.20%以内

中心市街地での開業0.20%以内

協同組合等事業資金 組合員のための施設の設置や改善を行う協同組
合等またはその組合員 設　備

3,000
組合等
20,000

15年以内
（3年以内） 1.00%以内

緊急対策資金 地震・風水害・冷害等による被害の復旧資金が
必要な方

運　転 1,000 10年以内
（2年以内） 1.10%以内

設　備 3,000 15年以内
（3年以内）

10年以内　1.10%以内
10年超　1.50%以内

※産業活性化資金における優遇利率対象：自然エネルギー発電設備の新増設用資金　店舗，工場等の施設の耐震改修用資金

お申し込み先 : 市内金融機関の融資相談窓口

無料

*函館の皆様と共に45年…私たちが皆様からのご相談にお答えします*
毎月第4水曜日 13：00～16：00　函館商工会議所にて

URL:http ://www.e ich i -patent . jp

特許業務法人 英知国際特許事務所
所 長 弁 理 士 岩﨑　孝治 所長代理弁理士 七條　耕司 副所長弁理士 小橋　立昌
弁 　 理 　 士 鈴木　康裕　　　弁 　 理 　 士 宮崎　　　恭　　　弁 　 理 　 士 紀田　　馨　　　弁 　 理 　 士 田口　滋子
弁 　 理 　 士 岩﨑　良子　　　弁 　 理 　 士 石川　香菜子　　　特別顧問弁理士 細井　貞行　　　特 別 顧 問 岡本　清秀

発明・商標相談無 料

【東 京 本 部】 〒112-0011　東京都文京区千石4-45-13
 TEL：03-3946-0531㈹

　　　　　　　　　　　　　　　 【虎ノ門サテライト】 TEL： 03-6206-6479
【仙台支部】 TEL： 022-266-5580　   　【大阪支部】 TEL： 072-201-1593
【山形支部】 TEL： 023-651-6102　   　【浜松支部】 TEL： 080-2077-6544
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ヒューマンキャンパス高等学校函館学習センター
　当校は、昨年４月に開校し、一般通信課程や通学型のフ
リーセレクト課程を通して、高校卒業資格の取得に必要な
学習指導を行っています。当校では、通学型の課程を選択
する生徒が多く、簿記検定等の資格取得の授業や大学・看
護医療技術系上級学校等の受験を前提とする進路実現に向
けた授業に加え、英会話レッスン、美容系授業やダンス・ボー
カルのレッスン等の特色のある専門授業も行い、在学中に
夢中になれるものを見つけることや、やってみたいことに
取り組むための手助けも行っています。また、通信制、通
学制に関わらず、教師一同、生徒の生活や悩み等にも関心
を持ち、一人一人に目を配るきめ細やかなサポートを心掛
けています。
　生徒が希望した進路に進むための学習指導の充実はもち
ろんですが、当校では、社会で生きていく上で必要な能力
を養うことも重要視しています。基礎学力をはじめ、トレ
ンドを掴む能力や世界に目を向け様々なことを取り入れる
広い視野を養うと共に、それらを活かし函館に貢献できる
地域に根差した人材を育てたいと考えています。

おもてなしの街「函館」になるために
　先月、開業を迎えた北海道新幹線は、函館という街が成
長する大きなチャンスだと思います。しかし、そのチャン
スを活かすには、この街がいかに魅力的な観光地であり、
どういった旅行商品を提供し、集客に繋げることができる
かだけでなく、また来たい、何度も来たいと思われるよう
な街であることが大切だと思います。どんなに魅力的な観
光地でも何度も訪れると、その“場所”に飽きてしまいま
すが、真心の行き届いた接客・接遇により函館の“人”を
好きになってもらえれば、何度でも函館を訪れるリピーター
の増加に繋がります。そういった意味でも、街全体でのホ
スピタリティの底上げは非常に重要なテーマです。外国語
の知識や技術だけでなく、おもてなしの心やプロトコル（国
際的な外交儀礼で慣習的に決められている接遇方法）を身
に着けることが重要だと思います。
　商工会議所さんの主催による「インバウンド対応力強化
のための おもてなし英会話講座」が昨年11月から今年の
３月上旬まで、全12回にわたり開催されました。この講座
では、当校の観光コースで英会話を教えるビル・ボーマン
を講師として派遣し、電話対応や市内観光情報の説明、商
品説明や緊急時の対応等に必要な英会話を教授しました。
また、英会話だけでなく、おもてなしをする上で役立つ各
国の国民性とその対応に必要な知識についても触れました。
この事業を通して、微力ではありますが、函館のホスピタ
リティの底上げに貢献できたので、とても嬉しく思ってい
ます。

今後の目標
　今後、ホスピタリティの正しい知識と技術を持つことは、
幅広い業種の企業で役に立つことだと考えています。生徒
達には、そういった知識と技術、心構えを持った人材に育ち、
地元に貢献していってほしいと願っていますし、そのため
に必要なことも教育の中で行っていきたいと思います。
　また、生徒がワクワクしながら自身の進路実現に向けた
取り組みができるよう、今後も、生徒や教師が楽しんで学
校生活が送れる環境を整えていきたいです。

学校法人 佐藤学園
ヒューマンキャンパス高等学校
函館学習センター

学習センター長　酒井　智昭

学校法人　佐藤学園
ヒューマンキャンパス高等学校 函館学習センター
函館市大手町18-8　TEL 86‒7318

Data

新連載
!!

テーマ

会員NOW
おもてなしの街
「函館」になるために

Vol.34

ホスピタリティの重要性について語る
酒井学習センター長

英会話教師ビル・ボーマン氏による
おもてなし英会話講座の様子
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　今月号より新連載コーナーとして、本所会員限定の優待情報を通じて会員事業所様相互のコミュニ
ティ形成の場を提供するためMember's Boardの掲載を開始します。優待情報の記載を条件とし、無
料で掲載致します。
　例えば、飲食店の場合、お食事の割引と新メニューやお店の概要をご記載いただく等、商品・サービ
スのPRやお客様の呼び込み等にお役立て下さい。
　掲載方法につきましては、下記の通りとなっています。詳しくはお問合せ先までご連絡ください。

①応　　募
　同封の記載表（※１）に必要事項を記入の上、FAXまたは、Emailにて本所へ送付して下さい。
（送付期限：掲載月の前月15日まで）
※１　記載表は、本所ホームページからもダウンロード可能です。
※２　 応募多数の場合や掲載内容により、掲載いただけない場合もございますので、予めご了承く

ださい。掲載の決定については、本所よりご連絡致します。

②校　　正
　掲載が決定しましたら、校正作業に移ります。掲載する写真の画像の送付や地図掲載に係る情報に
ついてのご連絡等を行っていただき、本所が校正致します。校了した校正原稿をご確認いただいた後、
発刊（毎月10日発刊）となります。

お問合せ先　函館商工会議所　企画情報課　23-1181

函館
商工
会議
所会
員様
限定
優待
券

　地
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品御
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処 
根ぼ
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00
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00
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平成
28
年4
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まで

企業PR
　地物産品御料理処　根ぼっけは函
館市、七飯町北斗市を中心に北海道
産品の天然農、水産物を伝統的な調
理方法で提供しております。もちろ
ん根ぼっけ料理が中心でレパートリー
は60種類以上になりました！
　ご宴会は料理3,000円～15,000円（税別）で承っております。
　お気軽にご相談ください。

住　　所　函館市松風町８－１９
お問合せ　TEL 0138-27-4040　Email　info@nebokke.jp

優待情報については直接店舗へお問合せ下さい。

会員様限定優待情報
北海道新幹線開業を記念し、４月１５日～４月末までの間、個人・団体問わず、3,000円以上のご会計で

1,000円割引になります。（優待券は一度のお会計につき一枚まで使用可）
お会計の際には、右下の優待券をご提出ください!!

地物産品御料理処　根ぼっけ　http://www.nebokke.jp/

地物産品御料理処　根ぼっけ
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　2016年 3月26日、1973年の整備新幹線計画から約
42年、青函トンネル開業から28年の歳月を経て北海
道新幹線新青森・新函館北斗間が開業し、関連行事が
盛大に開催されました。
　早朝5：45から新函館北斗駅コンコースで開催さ
れた出発セレモニーには当所松本会頭が出席し、石井
国土交通大臣や高橋北海道知事の挨拶、ホームでのテ
ープカット・くす玉割りに続いて、一番列車の新函館
北斗発東京行上りはやぶさ10号が駅長の喚呼により、
来賓や大勢の観客が小旗を振って見送る中出発しまし
た。函館駅周辺では、8：40から函館駅前バスター
ミナルにおいて新幹線対策機構による観光路線バス「元
町・ベイエリア周遊号」リニューアル出発式を同機構
西村会長（当所副会頭）らが参列し開催したほか、函
館駅前特設会場では9：40から新幹線開業記念イベ
ント「つながるニッポン祭り」開会式、11：30には
函館駅ホームにおいて「はこだてライナー・道南いさ
りび鉄道出発式」、12：30からは函館国際ホテルにお
いて北海道等の主催による開業祝賀会が順に開催され、
15：00からは函館上空で航空自衛隊ブルーインパル
スの祝賀飛行も実施されるなど、市内各所は大勢の市
民で賑わい、函館の歴史に残る一日となりました。

■ 北海道新幹線開業
函館の歴史に新たな１ページが刻まれる

▲新函館北斗駅での出発セレモニー後の様子

▲青空を駆け抜けるブルーインパルス

▲つながるニッポン祭り開会式

▲新函館北斗駅を出発するはやぶさ

▲はこだてライナー・道南いさりび鉄道出発式
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　はこだてスマイル&ウェルカムキャンペーン2016
街頭啓発活動を去る3月26日・27日、青年部29名、
青年部OB会6名、女性会24名の各メンバーが参加し、
函館駅において実施しました。
　当活動は、はこだてライナーで到着した方々をお出
迎えして記念品を配布する、函館市主催のWelcome
函館！に併せて実施し、配布物には、青年部から同キ
ャンペーンのリーフレットやティッシュ、女性会から
東京発の一番列車を対象にしたお菓子詰合せを同封し
ました。
　参加したメンバーは、「ようこそ函館へ」を掛け声に、
笑顔で乗客をお出迎えして配布物を配る等、観光客や
市民と共に歴史的な日を祝いました。
　また、女性会では、開業前日の3月25日に、観光客
へのおもてなしの気持ちを込め、函館駅前の棒二森屋
店前花壇にパンジー等200株を植栽しました。

　去る３月７日、ホテル函館ロイヤルにおいて、石尾
担当副会頭、辻委員長をはじめ全13名が出席し、総
務委員会を開催しました。
　委員会では、平成28年度の事業計画案・収支予算
案について協議、最終調整が行われました。協議では、

事業計画の６つの基本方針を基に、新幹線効果を活か
すための地域活性化策等、５つの重点項目にそれぞれ
組み込まれた新たな事業があり、具体的計画がある際
には活動内容を詳しく表記して良いのではとの意見が
出たほか、会員にとって必要な情報の収集と提供・発
信について更なる充実を図っていくべき等、今後の課
題があげられました。

　青函圏委員会を去る3月9日、久保担当副会頭、中
野委員長はじめ7名が出席し、本所会議室において開
催しました。
　当日は、4月15日にホテル函館ロイヤルにおいて
開催する、函館と青森の両商工会議所会員企業の技術
連携や商品開発を促進し青函圏経済の活力強化を目指
す、第6回パートナーシップ構築懇談会について協議
を行い、青森からの参加企業や開催までのスケジュー
ルを確認しました。
　その結果、予てからの課題であった参加事業所の
増加を目的として、青森商工会議所の青函圏交流委
員会から提案されていた非会員企業の参加を承認し
ました。
　また、4月16日に五稜郭タワーアトリウムにおい
てパートナーシップ構築懇談会をきっかけに生まれ
た青函連携商品を販売する「青函パートナーシップマ
ーケット」について事務局より説明を行いました。

■総務委員会
平成28年度事業計画案・収支予算案について協議

■青函圏委員会
第6回パートナーシップ構築懇談会について協議

▲委員会の様子

■ はこだてスマイル&ウェルカム
キャンペーン2016

函館駅で笑顔のお出迎え

▲パートナーシップ構築懇談会について協議する出席者

▲棒二森屋店前での植栽の様子

▲函館駅での街頭啓発活動の様子
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　第60回函館圏優良土産品推奨会を去る3月18日、
ロワジールホテル函館において開催しました。
　当推奨会は、地域を訪れる観光客に適正な表示と包
装の観光土産品を提供するとともに、道南地域を代表
する優れた観光土産品を発掘、育成するために行って
おり、当日は、24社から農水産45品、菓子34品、民
工芸10品と昨年より34品多い合計89品が出品されま
した。
　第1次審査の審査会では、公正競争規約に基づく過
大包装や不当表示、表示義務等を厳正に審査し、合格
品を対象とした2次審査の推奨会では、郷土性、品質、
包装、価格、味覚等観光土産品として特に優れている
商品を審査し、受賞商品が決定しました。（13頁参照）

　本所、（公社）函館法人会共催による平成28年度新
入社員セミナーを去る3月28日、148名の新社会人が
参加のもとホテル函館ロイヤルにおいて開催しました。
　同セミナーは、新入社員が社会人として必要とされ
る基礎知識やビジネスマナー等を習得し、即戦力とし
て企業に貢献できるよう毎年開催しているもので、当
日は、㈲オフィスＫ代表の藤本恭子氏を講師に迎え、「ビ
ジネスマナーの基本」「話し方と敬語法」「信頼される
電話応対」「接遇応対のマナー」「仕事の進め方」等の
研修をはじめ、また函館市市民部より「社会人のため
のお金の話」と題した講演が行われ、参加者は熱心に
受講しました。

　事業者向け省エネ・温暖化対策関連補助金および電
力自由化説明会（経済産業省北海道経済産業局、環境
省北海道地方環境事務所、本所共催）を、去る3月16
日、関係者45人が参加し、ロワジールホテル函館に
おいて開催しました。
　現在、企業においては、競争力強化や経営合理化、
さらには環境経営を実践する観点から、工場や事業所
における省エネ・省ＣＯ２設備への入替やエネルギー
の調達先の検討等、創意工夫により経営環境を見直す
ことがますます重要視されつつあります。
　このような中、当日は、経済産業省および環境省の
担当者より、省エネルギーや地球温暖化対策につなが
る設備導入を支援する補助金制度、さらには、電気の
購入先が自由に選択可能となる電力小売自由化に関す
る説明がそれぞれ行われ、特に、電力小売自由化につ
いては、今月からスタートしたこと等もあり、参加者
は熱心に耳を傾けていました。

■平成28年度新入社員セミナー
148名の新社会人がビジネスマナーを研修

■事業者向け省エネ・温暖化対策
　関連補助金及び電力自由化説明会

▲名刺交換をはじめ社会人としての基礎知識を学ぶ参加者

▲補助事業について説明する経産省担当者

■第60回函館圏優良土産品推奨会
函館市長賞など各賞が決定

▲過大包装や不当表示等を審査する１次審査
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議員の職務を行う者の変更
・２号議員　
　合同容器株式会社函館事業部
 （旧）執行役員事業部長 岡　　　尚　史　氏
 （新）執行役員事業部長 佐　藤　　　明　氏
　　　　 （平成28年３月１日付）

　3月例会を去る3月10日、齋藤会長はじめメンバー
53名が参加し、ロワジールホテル函館において開催
しました。
　当日は、平成27年度をもって卒業される4名の卒
業式として、それぞれの青年部活動の記録を振り返っ
た後、齋藤会長より卒業証書や花束、記念品の贈呈が
行われ、卒業生からのスピーチでは、思い出話やメン
バーへの感謝の言葉等が述べられました。
　また、歓談ではメンバーの卒業を祝うとともに、齋
藤会長体制1年目の最後の事業として、1年間の活動
の労をねぎらい、新年度へ向けてより親睦を深めて、
盛会裡に終了しました。

　3月例会を去る 3月 7日、内山会長をはじめ28名
が出席のもと、花びしホテルにおいて開催しました。
　当日は、北海道大学大学院水産科学研究院長の安井
肇氏より「海藻学について」と題して講演が行われ、
コンブ類などの大型海藻の色素やとろみ、ねばり成分
には、血圧低下や血糖値上昇抑制、抗炎症作用など様々
な健康性機能に未知の可能性があることについて説明
され、出席者は終始熱心に耳を傾けていました。
　引き続き、講師の安井氏を交えて行われた昼食懇談
会では、和やかな雰囲気の中、会員同士の交流を深め、
盛会裡に終了しました。

・１号議員　
　株式会社中合棒二森屋店
 （旧）取締役店長 岩　岡　正　剛　氏
 （新）執行役員店長 丸　山　篤　司　氏
　　　　 （平成28年３月７日付）

議員の異動

■青年部
3月例会を開催

■女性会
3月例会を開催

▲卒業生を囲んでの記念写真 ▲安井研究院長を囲んでの集合写真

支店／札幌   営業所／岩見沢・八戸・埼玉・仙台
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ようこそはこだてへ !! 北海道新幹線開業記念

　わたしたちの街が長く待ち望んだ北海道新幹線がいよいよ開業！函館商工会議所青年部・函館商工会議所では、函館
を訪れるたくさんの観光客のみなさまと、函館に暮らす市民の笑顔がもっともっと増えるように、そして、観光客のみ
なさまが「また来たくなる街」に、市民のみなさまが「自慢できる街」になってくれるように願い、このたび「はこだ
てスマイル＆ウェルカムキャンペーン」を実施いたします。

はこだておもてなし情報
歓迎！ようこそはこだてへ
　北海道新幹線開業を祝い、まちなかの街路
灯には歓迎フラッグを、お店や会社には歓迎
POPを掲示して皆様を歓迎いたします！

スマイルバッジでおもてなし
　スマイル＆ウェルカムキャンペーン
に協賛頂いている企業のスタッフが、
スマイルバッジを着用して笑顔のおも
てなしをいたします。

外国語話せますバッジでおもてなし
　外国からの観光客の皆様には、外国語を話せる
スタッフが統一デザインのバッジ（英語・中国語・
韓国語）を着用して、おもてなしをいたします。

雨傘無料レンタル
サービス始めます！
　観光客の皆様に、急な雨のときも快適にま
ちあるきを楽しんで頂けるよう、函館市内の
交通拠点６施設（下記）のご協力により、雨
傘の無料レンタルを始めます。
【設置場所】
・JR函館駅　・JR五稜郭駅
・函館バス函館駅前案内所
・津軽海峡フェリーターミナル
・青函フェリーターミナル　・函館空港

観光案内ブースを設置します。
　３／ 28～５／８は JR函館駅コンコースに臨時の観光案内ブースを設置、観光ボランティ
アの「おもてなし隊」が観光客の皆様をがっちりアシスト＆サポートいたします。

電動レンタサイクルも営業開始！
　伝統的建造物群や教会群がある西部地区の
坂道もラクラク周れて好評の電動アシストレ
ンタサイクル「はこりん♪」が新幹線開業に
合せて３／ 26からサービスを開始します！
【貸出場所】
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公共交通楽旅まっぷ発行！
　新幹線の新函館北斗駅や函館空港・フェ
リーターミナルからの交通アクセス、観光客
の皆様にはちょっとわかりにくい路線バス情
報もわかりやすく一冊にまとめました。函館
市内のまちあるきにぜひご活用下さい！
【設置場所】
・市内の主要宿泊施設
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観光路線バス「元町・ベイエリア周遊号」がデザイン一新！
　函館駅からベイエリア・西部地区の観光スポットを巡る「元町・ベイエリア周
遊号」にリニューアルデザイン車両が登場！函館の観光名所を暖かなイラストで
表現した、つい乗ってみたくなるデザインです。バス停の掲示情報もわかりやす
いものにグレードアップ！※通常車両で運行する便もあります。

「はこだて検定合格者がいる店」で
あなたも函館の達人に！
　このプレートを掛けているお店には函館歴史文化観光
検定（はこだて検定）の合格者がいます。函館の街なら
ではの歴史や文化、ためになる函館の話を気軽に尋ねて
みて下さい。

詳しくは、函館商工会議所青年部ホームページ『はこだてスマイル＆ウェルカムキャンペーン特設ページ』をご覧ください。
URL　http://www.hakodate.yeg.jp/archives/1201
主催／函館商工会議所青年部・函館商工会議所

ご案内 Information

ハコダテ
スマイル

はこだてスマイル＆
ウェルカムキャンペーン
期間／2016.3.25（金）→5.8（日）

おもてなし
の コ コ ロ

〒041-0824　函館市西桔梗町589-46　TEL0138-49-5175

株式
会社
株式
会社

第60回函館圏優良土産品推奨会　函館市長賞
函館美鈴珈琲かりんとう
80g…………………………………………………410円（税込）

Information

ご
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内

（一社）函館国際観光コンベンション協会会長賞

奨励賞

みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会会長賞
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①いかめしカレー
　(250g) ……………………………………… 864円(込)
㈱かくまん
函館市昭和3丁目26-19　TEL：45-5118

①がごめ昆布ぽん酢大根おろし入
　(200㎖) ……………………………………… 648円(込)
㈱不二屋本店
函館市西桔梗町589-46　TEL：49-5175

②函館美鈴珈琲かりんとう
　(80g) ………………………………………… 410円(込)
㈱不二屋本店
函館市西桔梗町589-46　TEL：49-5175

②てのひら紅葉
　(6個) ………………………………………… 929円(込)
カドウフーズ㈱
函館市追分町1-25　TEL：62-6077

①紅鮭親子ルイベ
　（200g） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円(込)

④はこだて雪んこ　カボチャ
　（2個） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円(込)

⑤函館ぐい呑み
　（1ヶ（140g）） ・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円(込)

⑥五稜郭鍋敷き
　（143g） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円(込)

②昆布かつお
　（10g） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円(込)

③きなこくるみ
　（70g） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円(込)

㈱誉食品
函館市西桔梗町853-2　TEL：86-9291

カドウフーズ㈱
函館市追分町1-25　TEL：62-6077

南かやべ漁業協同組合直販加工センター
函館市川汲町1546-12　TEL：25-5574

NASS
函館市的場町4-10　TEL：090-6694-6321 

㈱三海幸
函館市本町29-20　TEL：31-7101

函館空港ビルデング㈱
函館市高松町511　TEL：57-8884

①社長のいか塩辛 極
　（200g）
　…………………1,296円(込)

② 五島軒 おかきベスト
セレクション

　（265g） ……… 864円(込)

① イカスミ塩　
SEPIA

　（25g）
　 ………… 600円(込)

② 函館近郊ななえ町と
青森のりんごを使っ
た果汁100％のりん
ごのサイダー

　（230㎖）
　 ………… 216円(込)

㈱布目
函館市浅野町4-17
TEL：43-9101

北海道製菓㈱
函館市亀田町6-4
TEL：41-6575

熊石深層水㈱
二海群八雲町熊石平町114-1
TEL：01398-2-3131

㈱小原
亀田郡七飯町字中島29-2
TEL：65-6545

函館市長賞 函館商工会議所会頭賞第60回
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中小機構北海道 函館オフィスへ！
中小企業経営に関するご相談は中小企業経営に関するご相談は

さまざまな課題解決のためのワンストップサービス拠点です！

専門家による無料窓口相談実施中！
毎月第２金曜日

まずはお気軽に
お問合せください。

中小　北海道
詳細はインターネットで

中小企業基盤整備機構
北海道本部
〒060-0002　札幌市中央区北２条西１－１－７ 
ORE札幌ビル6F
TEL 011(210)7470 

中小企業基盤整備機構
函館オフィス
〒040-0063 函館市若松町７－１５ 
函館商工会議所ビル２Ｆ
TEL 0138(24)6600 

函館駅前
郵便局●

北洋ビル
　　●

●
函館駅

ホテル●
リソル函館　

棒二森屋●

★
オフィス

14

検定の詳細につきましては、
同封の各種検定パンフレットを

ご参照ください！

日本商工会議所の検定試験
第143回 簿記検定試験　１～４級
施 行 日／平成28年６月12日（日）
申込期間／平成28年４月４日（月）～５月12日（木）
受験料（税込）／１級 7,710円　２級 4,630円
 ３級 2,570円　４級 1,640円 

第78回 2級・３級リテールマーケティング
（販売士）検定試験

施 行 日／平成28年７月９日（土）
申込期間／平成28年５月９日（月）～６月16日（木）
受験料（税込）／2級 5,660円　３級 4,120円 

お申込み先／函館商工会所企画情報課
　　　　　　電話（0138-23-1181）
　　　　　　インターネット
　　　　　　（http://www.hakodate.cci.or.jp/）

東京商工会議所の検定試験
第40回 カラーコーディネーター

検定試験２級・３級
施 行 日／平成28年６月19日（日）
申込期間／平成28年４月５日（火）～５月６日（金）
受験料（税込）／２級 7,340円　３級 5,250円

第39回 ビジネス実務法務検定試験２級・３級
施 行 日／平成28年７月３日（日）
申込期間／平成28年４月19日（火）～５月20日（金）
受験料（税込）／２級 6,480円　３級 4,320円 

第36回 福祉住環境コーディネーター
検定試験２級・３級

施 行 日／平成28年７月10日（日）
申込期間／平成28年４月26日（火）～５月27日（金）
受験料（税込）／２級 6,480円　３級 4,320円 

第20回 環境社会（ｅｃｏ）検定試験
施 行 日／平成28年７月24日（日）
申込期間／平成28年５月10日（火）～６月10日（金）
受験料（税込）／5,400円 

第3回 ビジネスマネジャー検定試験
新検定誕生 !! 管理職必見 !!

マネジメントの知識を学ぶ検定です。

施 行 日／平成28年７月17日（日）
申込期間／平成28年５月６日（金）～６月３日（金）
受験料（税込）／6,480円

東商検定お申込み先／ 
東京商工会議所 ( 検定センター )電話（03-3989-0777） 
インターネット (http://www.kentei.org/)　

検定試験の
ご案内
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★
オフィス
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検定の詳細につきましては、
同封の各種検定パンフレットを

ご参照ください！

日本商工会議所の検定試験
第143回 簿記検定試験　１～４級
施 行 日／平成28年６月12日（日）
申込期間／平成28年４月４日（月）～５月12日（木）
受験料（税込）／１級 7,710円　２級 4,630円
 ３級 2,570円　４級 1,640円 

第78回 2級・３級リテールマーケティング
（販売士）検定試験

施 行 日／平成28年７月９日（土）
申込期間／平成28年５月９日（月）～６月16日（木）
受験料（税込）／2級 5,660円　３級 4,120円 

お申込み先／函館商工会所企画情報課
　　　　　　電話（0138-23-1181）
　　　　　　インターネット
　　　　　　（http://www.hakodate.cci.or.jp/）

東京商工会議所の検定試験
第40回 カラーコーディネーター

検定試験２級・３級
施 行 日／平成28年６月19日（日）
申込期間／平成28年４月５日（火）～５月６日（金）
受験料（税込）／２級 7,340円　３級 5,250円

第39回 ビジネス実務法務検定試験２級・３級
施 行 日／平成28年７月３日（日）
申込期間／平成28年４月19日（火）～５月20日（金）
受験料（税込）／２級 6,480円　３級 4,320円 

第36回 福祉住環境コーディネーター
検定試験２級・３級

施 行 日／平成28年７月10日（日）
申込期間／平成28年４月26日（火）～５月27日（金）
受験料（税込）／２級 6,480円　３級 4,320円 

第20回 環境社会（ｅｃｏ）検定試験
施 行 日／平成28年７月24日（日）
申込期間／平成28年５月10日（火）～６月10日（金）
受験料（税込）／5,400円 

第3回 ビジネスマネジャー検定試験
新検定誕生 !! 管理職必見 !!

マネジメントの知識を学ぶ検定です。

施 行 日／平成28年７月17日（日）
申込期間／平成28年５月６日（金）～６月３日（金）
受験料（税込）／6,480円

東商検定お申込み先／ 
東京商工会議所 ( 検定センター )電話（03-3989-0777） 
インターネット (http://www.kentei.org/)　

検定試験の
ご案内
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　「ビジネスマッチング」とは事業の拡大・新規事業
の開始・組織の合理化など、企業が抱えるさまざま
な課題を解決するために外部パートナー（企業や専
門家）を見つけて、協力関係を築くこと。もともと
は金融機関が取引先同士をビジネスパートナーとして、
紹介しあう行為として広まりました。例えば、「販路
が足りない」という経営課題を持つ取引先があるなら、
その足りない販路を補うパートナーとなる取引先を、
「新たな商材が必要」という卸売業なら、商材を持っ
ているメーカーを探すことになります。金融機関に
はたくさんの取引先があるので、そのネットワーク
を活用して、取引先の課題解決のために、つなぎ役
を担うわけです。その結果、新たなビジネスの創出
やコストダウンなどの成果につながれば成功といえ
るでしょう。
　ただ、金融機関にとって、あくまでビジネスマッ
チングは本業（融資など）の取引を拡大するためのサー
ビス機能。いつも金融機関が、その役割を担ってく
れるわけではありません。でも、ビジネスマッチン
グは金融機関に頼らなくても自社で行うことが十分
に可能です。本連載ではビジネスマッチングをスムー

ビジネスマッチング
発想法

　1964年生まれ。同志社大学文学部
卒業後、株式会社リクルートに入社。
６期連続トップセールスに輝き、「伝
説のトップセールスマン」と呼ばれる。
96年に日本初の独立/起業の情報誌『ア
ントレ』を立ち上げ、事業部長、編集
長を歴任。その後、独立し、人事コン
サルティング会社を始め３社で経営に
携わる。現在は企業に対する人材育成、
人事戦略の策定などを行っている。

高城　幸司 /たかぎ・こうじ

ズに行うために会社の課題を的確に「把握する」、課
題解決のために必要なパートナーを確実に「探す」
発想法を中心に紹介していきます。
　私の知人が経営する日本酒の酒蔵を例に考えてみ
ましょう。売上高が50億円に届こうかとしている中
で、新規事業として食品部門を立ち上げました。こ
の食品事業のパートナー探しを考えてみます。ちな
みに食品部門の新製品は、日本酒の製造過程で出て
くる米ぬかや酒かすなど「廃品」にもなってしまう
ものを巧みに活用したクッキーやせっけんなどです。
すでに発売されていますが、まだテスト販売の状態。
ぜひ消費者の声を聞いて、量産に向けた改善がした
いところ。しかし、テスト販売に適した販路を持っ
ていません。日本酒の販売では、卸ルートしかなかっ
たからです。そこで、ビジネスパートナーを探すこ
とになりました。ここで重要なのは「求める対象」
を明確するための現状分析。現在の事業課題を踏ま
えて、適任を探さなければなりません。同社は現状
分析の結果、有名スーパーや百貨店ではなく、食の
イベントに詳しいパートナーを探すこととなりました。
ここでパートナー探しを間違えたら大変なことにな
ります。現状分析はくれぐれも慎重に行うようにし
ましょう。

「金融機関に頼らなくても
 マッチングはできる」

株式会社セレブレイン
 代表取締役社長　高城　幸司
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　青森市新町通りと柳町通りの交差点角に建

つビル２階に、スペイン料理をメーンにした

地中海料理を提供する人気店。飲食店での修

業を経て独立、2011年秋にオープンした。

「スペイン風の『小皿料理』や『一口前菜』

をワインと一緒に楽しんで」と古川代表。店

内に入ると、天井から吊るされた鍋やフライ

パンのインテリアが目を引く。「初めて店内

を訪れる人は皆、驚かれます。遊び心です」

と笑う。

　テーブル席とカウンター席がある。カウン

ターの上や白壁に張り巡らした黒板ボードに

は手書きの自慢メニューがびっしり。その数

約百種類。中でもエビとマッシュルームのア

ヒージョ（にんにくオイル煮）などが人気メ

ニュー。塊ごと焼いて供する肉料理も喜ばれ

ている。「熟成豚肉で知られる長谷川自然牧

場（鯵ヶ沢）から直接、仕入れ提供していま

す」。地中海料理に似合うワインも豊富。イ

タリア、フランスなど世界のワインボトルが

約30種類そろう。

　青森商工会議所などが主催する「青森バル

街」には連続５回出店する常連店。「２月開

催時はハモンセラーノのクリームコロッケと

スモークサーモンを用意。事前の50食分で

は足りず倍の100食分をさばいたほど好評で

した。青森にもようやくバル文化が根付いて

きたのかなと実感しています」と手ごたえを

話す。

　バル街発祥の地である「函館バル街」にも

初出店した。「規模の大きさに驚きました。

北海道新幹線が開業し、青函の往来がこれ

まで以上に活発化されることが予想される。

『食』を通して地域を盛り上げたい」。地域を

元気にするアイデアを頭の中に描いている。

　「普段着でくつろげる店づくりを目指して

います。カップルでもお一人でも、また女子

会などでのご利用もお待ちしています」

青森商工会議所会員事業所のご紹介

「
バ
ル
街
」常
連
店
。今
年
も
人
気
メ
ニ
ュ
ー
で
盛
況

「
青
森
市
に
も
『
バ
ル
文
化
』
が
根
付
い
て

き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
」
と
話
す
古
川
さ
ん

青森商工会議所『かけはし「商工プラザ」』より会員事業所の取り組みを紹介します。

バル hachi
代表

古川　雄平さん



函館商工会議所　企画情報課
TEL0138-23-1181

北海道支店函館支社
〒０４１－０８０６ 北海道函館市美原１‒１８‒１０　東京海上日動ビルディング５Ｆ
TEL0138-45-4511　FAX0138-45-3561
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