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広告掲載企業
函館商工信用組合 表紙裏
大同生命保険㈱北海道支社函館営業所 裏表紙裏
㈱ＮＴＴ東日本－北海道　北海道南支店 裏表紙
（業）英知国際特許事務所 段下
㈱村瀬鉄工所 段下
道南縄文文化推進協議会 段下
（独）中小企業基盤整備機構 段下
龍文堂印刷㈱ 段下
全国健康保険協会　北海道支部 折込
平成30年度　定期健康診断割引制度 折込
「観光消費拡大セミナー」のご案内 折込
平成30年度　各種検定試験日程 折込
（公社）函館市シルバー人材センター 折込

本所銭亀沢支所　電話番号変更のお知らせ
　本所銭亀沢支所では、下記の通り電話番号が変更となり
ましたのでご案内いたします。

変更後電話番号　0138-23-1185
（現行の電話番号0138-58-3057は3月30日で使用終了となります。）

　なお、FAX番号は変更ございませんので、これまでの
FAX番号0138-58-3736を使用してください。
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■今月の表紙
「函館市青函連絡船記念館摩周丸」
　写真は、函館の発展に大きな役割を担った青函連絡
船で、現在は、産業遺産として保存・展示されている
函館市青函連絡船記念館摩周丸を撮影した一葉です。
　現在、展示されている船は摩周丸の２代目で、昭和
63年３月13日の営業最終日をもって函館と青森を結ぶ
役目を終えましたが、函館のシンボルの一つとして、
今もなお市民や観光客に愛され続けています。
　なお、摩周丸の右舷側では、クルーズ船岸壁の整備
工事が行われており、完成後、12万トン級の大型クルー
ズ船が若松ふ頭で停泊可能となります。大型船の停泊
が可能となる完全供用まで５年ほどの工期が見込まれ
ていますが、本年秋の暫定供用を目指し、現在、工事
が進められています。

平成30年3月12日発行(毎月1回10日発行)
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簿記検定 ～企業が求める資格、第1位 !!日商簿記２級～

函館歴史文化観光検定（はこだて検定）

　商工会議所の検定は、ビジネス実務に直結する知識やスキルを重視し、企業が必要とする人材の育成を
目的に実施しているため、多くの企業から高い評価と信頼を得ています。資格の取得を通じて、幅広い分
野で実務能力を磨きキャリアアップを目指してみてはいかがでしょうか。

　簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と財政状態を明らかにする技能です。企業の活動を適切、
かつ正確に情報公開するとともに、経営管理能力を身につけるために、簿記は必須の知識です。

級 程度・能力

１級
　公認会計士、税理士などの国家資格への登竜門。合格すると税理士試験の受験資格が得られる。
　極めて高度な商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算を修得し、会計基準や会社法、財務諸表等規則などの企業会計
に関する法規を踏まえて、経営管理や経営分析ができる。大学等で専門に学ぶ者に期待するレベル。

２級
　経営管理に役立つ知識として、最も企業に求められる資格の一つ。企業の財務担当者に必須。
　高度な商業簿記・工業簿記（原価計算を含む）を修得し、財務諸表の数字から経営内容を把握できる。�高校（商業高
校）において修得を期待するレベル。

３級
　ビジネスパーソンに必須の基礎知識。経理・財務担当以外でも、職種にかかわらず評価する企業が多い。
　基本的な商業簿記を修得し、経理関連書類の適切な処理や青色申告書類の作成など、初歩的な実務がある程度でき
る。�小規模企業の経理事務に役立つ。

お申込みは本所企画情報課にお問合せ下さい。

級 程度・能力

簿記初級
（平成29年度より創設）

　ビジネスパーソンが業種・職種にかかわらず日常業務をこなすための基礎知識。簿記の基本用語や複式簿記の仕組み
を理解し、業務に利活用できる。

原価計算初級
（平成30年度より創設）

　ビジネスパーソンが業種・職種にかかわらず事業の収益性を把握するための基礎知識。原価計算の基本用語や原価と
利益の関係を分析・理解し、業務に利活用できる。

※「簿記初級」、「原価計算初級」はインターネットを介して試験の実施から採点、合否判定を行う「ネット試験」で施行されます。

　お申込み方法等については、日商ホームページ「簿記  商工会議所の検定試験」をご参照いただくか、「商工会議所ネット試験施行
機関」にてお近くのネット試験会場をご参照いただき、お問合せください。

「簿記  商工会議所の検定試験」 ＵＲＬ：https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping

「商工会議所ネット試験施行機関」 ＵＲＬ：https://links.kentei.ne.jp/organization/

観光に係る職種の方からは…
◦勉強を通じて、観光名所や地理、史跡や歴史についての理解が深まり、お客様に合わせた観光コースの組み立てにも役立っています。
◦観光スポット等の説明では、歴史や関わりのある人物の知識も交えた“ストーリー”としてお客様にお伝えできるようになったと思います。

転勤で函館に赴任された方からは…
◦�函館の歴史やエピソード、これまで知らずに通り過ぎていたスポットを知り、函館により魅力を感じるとともに生活もより楽しくなりました。
◦取引先の方との会話の幅が広がり、自信に繋がったと思います。

観光以外の業種の方からも…
◦検定で学んだ知識を土産品等の商品開発のアイディアに繋げたい。
◦函館・道南を意識したブランディングに役立てたい。

　はこだて検定は、函館の街に関する歴史・文化・産業・地理・人々の暮らしなどの学習を通じて街への愛着や誇りを再
認識して頂き、函館の魅力を観光客や全国の方々へおもてなしの心を持って紹介できる人材を育成することを目指して実
施しています。子供達の郷土愛の育成や、観光関連事業に従事する方々の資質向上にも最適です。観光業に限らず、様々
な業種で、職員に受験を推奨する企業・団体等も増えています。

合格者の声�～受験のメリット、学習を通じて街の魅力を再発見～

特 集 仕事に活かせる商工会議所の検定試験!
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リテールマーケティング（販売士）

平成30年度各種検定試験施行日・
募集期間一覧を同封しています!

検定に関するお問合せ
企画情報課　TEL 0138-２３-１１８１

平成29年施行　第12回試験問題

初　　級
　幕末期の箱館で活躍した高田屋嘉兵衛は、1769年（明和６）に淡路国で
生まれ、24歳で沖船頭となった後、1796年（寛政８）に1,500石の所有船
を新造して船主となり、初めて箱館に入港した。
　この時に、新造された所有船はどれか。
１．辰悦丸　２．観世丸
３．沖鷹丸　４．千島丸� 答�１�

上　　級
　1991年（平成３）の「函館ハーフマラソン大会」から歴史を重ね、2016年 

（平成28）からフルマラソンとハーフマラソン同時開催の「函館マラソン」
となり、「美しい街の、眺めのいいコース」として、人気の高い大会として
定着しつつある。2017年（平成29）のこの大会開催月は次のどれか。
１．５月　　２．６月　　
３．７月　　４．８月�� 答�３�

過去問題集　好評発売中!!
　過去（第５回から第12回）の試験問
題と模範解答を収録しています。
　函館商工会議所でのみ販売しています。

初級（Ｂ5版168頁）　５００円（税込）

上級（Ｂ5版186頁）　５００円（税込）

３年ぶりのリニューアル　2018年2月改訂発刊 
はこだて検定　公式テキストブック

定価２,１６０円（税込）
函館商工会議所・市内書店で販売

　函館・道南についての歴史・文化・産業・地理・人々の暮らし等、
地域の魅力を一連の流れとしてわかりやすくまとめています。ぜ
ひ、テキストを手に取り、当地域が持つたくさんの“ストーリー”
に触れ、その魅力を多くの人に伝えて欲しいと願っています。

　マーケティング知識を活かした販売促進企画の立案のみならず、売場づくりや接客の技術、在庫管理にいたるまで、
幅広く実践的な専門知識が身につきます。販売士は流通・小売業をはじめ、業種を問わず顧客満足度や生産性の向上
に寄与しています。

級 程度・能力

１級 　経営に関する極めて高度な知識を身につけ、商品計画からマーケティング、経営計画の立案や財務予測等の経営管理に
ついて適切な判断ができる。マーケティングの責任者やコンサルタントとして戦略的に企業経営に関わる人材を目指す。

２級
　マーケティング、マーチャンダイジングをはじめとする流通・小売業における高度な専門知識を身につけている。�販
売促進の企画・実行をリードし、店舗・売場を包括的にマネジメントできる人材を目指す。
　幹部・管理職への昇進条件として活用している企業もある。�

３級
　マーケティングの基本的な考え方や流通・小売業で必要な基礎知識・技能を理解している。接客や売場づくりなど、販
売担当として必要な知識・技術を身につけた人材を目指す。
　流通・小売業に限らず、BtoCの観点から社員教育に取り入れている卸売業や製造業もある。



中小企業相談所だより
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

お問合わせ先：本所　経営支援課　℡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。

◎�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。

金利 1.11％ （平成30年2月8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）

「経営セーフティ共済」
　自分の会社が健全経営でも、取引先の倒産という事態はいつ起
こるかわかりません。
　経営セーフティ共済（正式名称：中小企業倒産防止共済制度）は、
そのような不測の事態に直面した中小企業に迅速に資金を貸出しす
る共済制度で、法に基づき独立行政法人中小企業基盤整備機構が運
営しています。

内　　容
■1 掛　　　金

　掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲
（5,000円刻み）で自由に選べ、掛金総額が800万
円になるまで積み立てられます。掛金は税法上、法
人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入でき
ます。

■2 共　済　金
　共済金の貸付けは、担保や保証人は不要です。倒
産した取引先事業者との商取引の内容、方法がわか
る書類を添付の上申請し、「回収困難となった売掛
金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額（最
高8,000万円）」のいずれか少ない額の融資となります。
※�加入後6ヶ月以上が経過し、6ヶ月分の掛金を納め
ていることが必要です。

■3 一時貸付金制度
　取引先が倒産していなくても、臨時に事業資金が
必要となった場合、一時貸付金として融資を受ける
ことができます。

☆詳細は中小企業基盤整備機構ホームページをご覧下さい☆
http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
◇本所において、パンフの配布・加入手続きを取扱っております。◇

がんばる経営、応援します！

マル経融資
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

貸付限度額

2,000
万円

連鎖倒産から中小企業を守る



中小企業相談所だより
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

【講　　師】
CDA（キャリアデベロップメントアドバイザー、全米NLP 協会認定資格

一般社団法人日本NLP 協会認定資格

有限会社　オフィス・Ｋ　代表取締役　藤本　恭子 氏

日本語検定1級認定

有限会社　オフィス・Ｋ　犬童　いづみ 氏

共催　（公社）函館法人会  函館商工会議所

すぐに役立つ
新入社員の基本マナー
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金融個別相談
低利な融資制度についてのご相談
実施日／3月20日㈫ 10：00〜12：00
相談員／日本政策金融公庫函館支店

国民生活事業担当者

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／4月10日㈫ 10：00〜12：00
相談員／北海道信用保証協会

函館支店担当者

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／3月23日㈮ 13：00〜16：00
相談員／弁護士　堀田　剛史氏

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／3月19日㈪ 11：00〜16：00
相談員／英知国際特許事務所

所属弁理士

経営相談
経営上の様々な課題についてのご相談
実施日／4月11日㈬ 13：00〜16：00
相談員／公認会計士　鎌田　直善氏

日　時／ 平成30年 3月27日㈫ ９：３０～１７：００

会　場／ ホテル函館ロイヤル （函館市大森町16番9号）

受講料／ 会員１名につき３，０００円
 （テキスト・昼食代・消費税含む）
 （法人会並びに商工会議所非会員企業の方は１０,０００円）

� ※受講料は当日受付にてお支払いいただきます。

定　員／ １５０名（定員になり次第締切りとなります）
申込先／ （公社）函館法人会　 ＴＥＬ ５４－９３６９
 〒040-0001 
 函館市五稜郭町１６－１３　函館青色会館３階
締　切／ ３月1５日（木）までにお申込み下さい。
� ※３月２２日㈭正午以降にキャンセルの場合、参加料をご負担頂きます。

プログラム
■1オリエンテーション
◦社会人とは何か？　◦社会人基礎力　◦社会人の基本心得
■2ビジネスマナーの基本
◦会社の組織図　◦職場内のマナー　◦身だしなみ
◦挨拶の仕方
■3コミュニケーション
◦コミュニケーションの基本　◦職場内コミュニケーション
◦第一印象からビジネスは始まる
■4話し方と敬語法
◦話し方と聞き方　◦正しい言葉遣い　◦気遣いの言葉
◦気になる言葉　◦敬語のルール
■5信頼される電話応対
◦感じの良い電話応対とは　◦電話の受け方、かけ方、取り次ぎ
◦伝言電話の受け方
■6接遇応対のマナー
�◦来客の迎え方　◦案内の仕方　◦応接室への案内の仕方
◦名刺交換の基本　ほか
■7仕事の進め方
◦コミュニケーションの５要素とは
◦仕事の仕方：Plan�Do�See
■8社会人のためのお金の話
◦多重債務に陥らないために

　この度、法人会と商工会議所では、主に平成30年度４月に入社をされる方を中心に新入社員セミナーを開催いたします。
　企業にとって、新入社員がより早く社会人として必要な知識を習得し、即戦力として企業に貢献できるように養成する
ことは急務の課題です。本セミナーでは、社会人基礎力（社会人として必要とされる基礎的な心得）をはじめ、すぐに役
立つビジネスマナー、コミュニケーションのとり方、仕事の進め方などを学んでいただきます。社員教育の一環としてご
参加・ご活用頂けますようご案内申し上げます。

*函館の皆様と共に47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（9月及び１月を除く）

発明・商標相談無 料

URL:http://www.eichi-patent.jp

特許業務法人 英知国際特許事務所

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。

無料

平成30年 新入社員セミナー
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㈱レンタカー北海道
　当社は、世界三大レンタカーの一つに数えられるバジェッ
ト・レンタカーのフランチャイズ店として、平成27年４月
に函館空港店、同年７月に函館駅前店、そして、北海道新
幹線開業と同年の平成28年３月に新函館北斗駅前店をオー
プンし、国内外問わず多くの観光客の皆様にご愛顧いただ
いております。
　当社の強みは、車種の豊富さで、メーカーを問わず多様
な車種を取り扱っています。レンタカーとしての利便性も
高く、道南の玄関口３か所に店舗を構えているので、例えば、
新函館北斗駅前店で借りた車両を函館駅前店で返却する等、
車両を借りた店舗とは別の店舗での返却が可能（乗捨て代
無料）なことから、観光コースのバリエーションが広がっ
たとお客様に喜ばれています。また、公式ホームページで
の予約は手続きが簡単な上、常時25％の割引も適用される
のでお得です。
　函館空港店では、一日(暦日)600円の駐車場サービスも
行っています。函館空港玄関口までは約2～ 3分で送迎車
にてお送りいたしますので、荷物が多くても安心です。冬
場であれば、お帰りの際に、車に積もった雪を下ろし、車
を暖め、すぐに出車できるよう準備する等、きめ細やかな
サービスを心掛けています。出張や旅行の際は、是非、当
店をご利用ください。

商工会議所の経営支援サービスを活用して
　会議所さんとの付き合いは、当社の立ち上げの時からで、
主に労働保険事務組合を活用させていただいております。
このサービスは、事務手続等を代行していただき、特に繁
忙期等は、時間と労力の短縮に繋がることや格安の手数料
にメリットを感じております。

地元への貢献、函館・道南の魅力発信
　当社の経営理念は、「信頼と貢献」で、地元から信頼され、
貢献できる企業でありたいと考えています。例えば、車両
の発注は、メーカーから直接ではなく、地元のカーディー
ラーを通じて行う等、地元企業との繋がりを大切にし、地
域密着型の企業経営を目指しています。

　また、観光業として、国内外問わず、より多くの人に函
館・道南の良いところを知ってもらいたいと考えています。
市内だけでなく近隣地域も含めた観光関係機関や宿泊施設、
飲食店等との連携も大切にし、店舗には、観光案内や飲食
店のパンフレットを豊富に取り扱っています。過去にラッ
キーピエロさんと提携し、食事券付きのプランを提供し好
評をいただいております。今後も観光とレンタカーと組み
合わせたサービスを通じて、函館・道南の魅力発信を地元
の皆様と連携し行っていきたいと考えています。

今後の目標
　北海道新幹線開業３年目を迎え、開業効果も一段落と
いったところですが、近年、アジアを中心とした海外観光
客の増加に加え、函館と首都圏を結ぶＬＣＣの新規就航等
により、今後も函館への訪日外国人が多く訪れることと思
います。
　当社においても、海外のお客様の利用率も年々増加傾向
にあります。主に台湾、香港、シンガポールからのお客様
が多いほか、アメリカ・ヨーロッパのお客様も利用されて
います。最近は、市内観光だけでなく、エリアをニセコ等
まで伸ばした周遊観光を楽しむ方も増えているようです。
外国人のお客様に対しては、外国語対応のカーナビや電話
サポートセンターにより対応しているほか、安全面では、
不慣れな日本での運転の負担を少しでも軽減できるよう、
独自のステッカーを車両に貼り
付け、国内の皆様にサポートし
ていただいております。
　今後も安心と安全を追求する
ことはもちろんのこと、多様化
するお客様のニーズにお応えす
るため、スタッフ教育の強化を
図るとともに、お客様の利便性
を重視したサービスを行い、お
客様が笑顔でご利用いただける
よう、スタッフ一同努力してい
きます。

㈱レンタカー北海道
代表取締役 長谷川　浩之

Vol.54

テーマ

会員NOW
地元への貢献、函館・道南の魅力発信

▲車両ステッカーで外国人 
ドライバーをサポート

駐車場から空港への送迎サービスの様子 
（函館空港店）

北海道新幹線開業と同年の平成28年３月に
オープンした新函館北斗駅前店

㈱レンタカー北海道　市内店舗
バジェット・レンタカー　函館空港店
函館市高松町130-107� TEL�0138-36-2255
バジェット・レンタカー　函館駅前店
函館市若松町14-10　函館ツインタワービル1階� TEL�0138-24-2277
バジェット・レンタカー　新函館北斗駅前店
北斗市市渡1丁目4-13　　TEL�0138-77-5511

Data



絹焼包み 月の雨

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
きりとり線−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

7

函館商工会議所会員様 限定優待情報
３月１５日～４月１５日までの間、美原本店、キラリス店にて

クレープ全品50円引きとなります
お会計の際には、右上の優待券をご提出ください。

※優待券は一度のお会計につき一枚まで使用可、その他のクーポンとの併用はできません。
　割引は優待券一枚につき４本までとさせていだだきます。

優待情報については直接店舗へお問合せ下さい。

ご注文を受けてから焼き上げるモッチモチクレープ
　当店は、平成27年12月に美原本店を、平成28年７月にキラリス店をオープンし、
美味しいクレープが手頃な値段で食べられると市内のお客様だけでなく、観光
客の皆様にもご愛顧いただいております。
　東京、町田市の人気店「クレープきッズ」と同じ製法で焼き上げた生地は、
薄いのにモッチリとした確かな食感、生地の中にふわふわのクリームがたっぷ
り包まれ、ボリューム満点です。
　定番のホイップクリーム・バナナ・チョコソースの「月」や焼き立て熱々の
生地そのものを楽しめるシュガー・バターの「真」、自家製炙りチャーシューを
包んだ惣菜系の「炙」が人気商品となっています。また、カラメルをカリカリ
に焼き上げた「ブリュレのクレープ」もおすすめです。プレーン、アップルシ
ナモン、カフェオレのほか、本年１月より、レアチーズ、抹茶ティラミス、ブ
ラウニーの３種類が新たに加わりましたので、是非ご賞味ください。
　美原本店では、クレープ、トッピングがそれぞれ30種類以上、キラリス店では、
クレープが約20種類、トッピングが８種類と豊富に取り扱っております。買い
物や仕事で近くをお立ち寄りの際は、当店のクレープをおやつに一息ついてみ
てはいかがでしょうか。

お土産用スティッククレープ「プティっとクレープ」
　こだわりの北海道産素材使用、モチっとフワっと口どけるような食感のお土
産用スティッククレープ「プティっとクレープ」は、キラリス店限定で販売し
ています。ギフトやお土産におすすめです。

絹焼包み 
月の雨

美原本店
T　E　L ０１３８-４７-３６８０
住　　所 函館市美原４丁目３０-２８
営業時間 １１：００～２０：００（不定休）
備　　考 駐車場５台有り

キラリス店
T　E　L ０１３８-２６-８８１８
住　　所 函館市若松町２０-１　キラリス函館
営業時間 １１：００～２０：００（水曜定休）
備　　考  当店利用で、キラリス隣のＴｉｍｅｓ駐車場が�

30分無料になります。

両店ともに電話注文を承っています。

武
たけ

田
だ

　双
そう

雲
うん

　１９７５年熊本生まれ。東京理科大学を卒業後ＮＴＴに就職、約３年後に書道
家として独立。ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」、世界一のスパコ
ン「京」など数々の題字を手がける。独自の世界観で全国で個展を開催。作品集

「たのしか」「絆」など著書は40を超える。 書道教室には約３００人の門下生が通
う（２００５年新規募集締め切り）。２０１３年度、文化庁から文化交流使に任命
され、ベトナム～インドネシアにて活動するなど、世界各国からさまざまなオファー
を受ける。
　公式ブログ「書の力」：http://ameblo.jp/souun/
　公式サイト：http://www.souun.net/、感謝69：http://kansha69.com/

書道家　武田　双雲

挑戦してますか。
失敗してますか。
恥かいてますか。

挑戦は
不安をワクワクに変えてくれます。

キラリス店限定「プティっとクレープ」

カリカリのカラメルがやみつきの香ばしさ
“ブリュレのクレープ”

クリーム系、おかず系等、種類も豊富なクレープ

Member’s Board
函館商工会議所

会員様限定優待券

絹焼
包み 月の雨

美
原
本
店
、キ

ラリス
店
に
て

クレ
ー
プ
全
品
50円

引
き

※優待券は一度のお会計につき一枚まで使用可、

その他のクーポンとの併用はできません。

割引は優待券一枚につき４本までとさせていだだきます。

使用期間／平成30年３月15日
(木

)～４月15日
(日

)
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　去る２月26日、本所議員室において、標記幹事
会を境副会頭、渡辺部会長はじめ８名が出席し開催
しました。
　当日は、今後の部会運営について協議を行い、地
域経済に悪影響を与えている人手不足問題について
意見交換が行われたほか、商業を取り巻く各種課題
への対応として、当部会主催で勉強会を開催したい
旨が確認されました。また、棒二森屋の撤退問題に
ついて、今後もイオングループの動向を注視しなが
ら対応を協議していきたいとの意見が挙がりました。

　去る２月19日、本所議員室において、標記幹事
会を村瀬副会頭、富田部会長をはじめ９名が出席し
開催しました。
　当日は、（公財）函館地域産業振興財団の阿部専務
理事と高橋部長より、同財団が支援している研究開
発事例や市場販路開拓等について説明が行われた後、
今後の部会運営について協議されました。その結果、
業界の現状や技術者の流出といった問題を把握する
実態調査の検討をはじめ、４月に新たな設備を導入
しリニューアルされる北海道立工業技術センターの
見学会実施について確認されました。

　去る２月13日、本所議員室において、標記正副
部会長会議を水島副会頭、日下部部会長、森・須田
両副部会長が出席し開催しました。
　会議では、平成30年度の部会運営方針として、
業種業態が幅広いため、提言や意見活動に役立つよ
うな ｢調査研究の継続｣ を第一に、今後も勉強会等
を重ねていくこととしました。
　また、当日は函館市港湾空港部の國安部長を招
き、港湾整備状況と空港民営化に向けた進捗状況に
ついて説明を受け、地域にとっても重要事項である
事から次回勉強会のテーマとすることが確認されま
した。

　去る 2 月 8 日、本所議員室において、標記正副部
会長会議を水島副会頭、山本部会長、黒島副部会長
が出席し開催しました。
　当日は、函館市都市建設部景観政策担当課の長谷
山課長を講師に招き、「函館市のまちづくりと景観
について」をテーマに、昨年 6 月に開催された幹事
会以降の取り組み経緯について説明がなされた後、
函館市のまちづくり推進に向けての活発な質疑応答
が行われました。
　その後、平成30年度の部会運営について意見交
換を行い、「函館市立地適正化計画」、「西部地区・
再整備構想」、「函館市の景観」等について、引き続
き、市と意見交換を重ねていくこととしたほか、「IT
活用による生産性向上」等をテーマにした勉強会を
開催していくことが確認されました。

　去る 2 月16日、本所会議室において、標記幹事
会を中野副会頭、竹村部会長はじめ15名が出席し
開催しました。
　当日は、函館市観光部の柳谷次長より「函館市の
観光施策（平成30年度）について」をテーマに、
国土交通省北海道運輸局函館運輸支局の村上主席運
輸企画専門官より「道南・函館地域を中心としたイ
ンバウンドの動向について」をテーマに、それぞれ
講話がなされた後、他都市における観光振興の取り
組み等について活発な質疑応答が行われました。
　また、幹事会終了後開催された正副部会長会議で
は、平成30年度の部会運営について協議を行い、
インバウンドを含めた観光客受け入れ態勢の強化を
重点的に取り組んでいくことが確認されました。

■商業部会　幹事会

■工業部会　幹事会

■運輸・交通・港湾部会　正副部会長会議

■ 観光・飲食・サービス部会 
幹事会および正副部会長会議

■金融・不動産・情報部会　正副部会長会議

部 会 の う ご き

▲人手不足問題等について意見を交わす出席者

▲函館運輸支局 村上専門官による講話の様子
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　去る２月22日、本所議員室において、標記委員
会を中野副会頭、中山委員長、鈴木副委員長が出席
し開催しました。
　当日は、平成29年度上期来函観光入込客推計に
ついて説明の後、今後の委員会運営について議論が
なされ、ASEANにおける企業のマーケティングを
支援するため、シンガポールでの道産品アンテナシ
ョップを活用した市場ニーズの調査や販路開拓支援
と、昨年好評だった台湾の大手百貨店「遠東百貨」
での「函館物産展」が６月に再度開催されることか
ら、函館の食の魅力をＰＲし、台湾市場での一層の
売り込みを図っていくことが確認されました。

　去る２月16日、本所会議室において、標記委員
会を中野副会頭、宮﨑委員長をはじめ13名が出席
し開催しました。
　当日は、第 8 回パートナーシップ構築懇談会（２月
27日開催）について青森・函館双方の参加状況の
報告および当日の流れの最終確認を行いました。
　また、今後のパートナーシップ支援事業の方針に
ついて協議を行い、その結果、パートナーシップ構
築懇談会の更なる内容の充実を図るとともに商談会
等の情報提供は基より会員事業所に対する商談会等
への出展支援を積極的に展開していくことが確認さ
れました。なお、出席者からは、「今後、青函コラ
ボ商品を首都圏等で販売等をする際、『青函』とい
うネーミングではなく『函館・青森』と謳ってＰＲ
してはいかがか」等の意見が出されました。

　去る２月19日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、標記正副委員長会議ならびに委員会
を開催しました。
　正副委員長会議では、境副会頭、岩塚委員長、二
本柳・竹村副委員長が出席し、平成30年度の事業
計画について意見交換を行い、その結果、当年度も、
北海道新幹線および在来線の利便性向上に向け、引
き続き、陳情・要望活動等を行っていくことが確認
されました。
　また、正副委員長会議終了後に開催された委員会
では、12名の委員が加わり、境副会頭および事務
局より「青函共用走行区間等高速化検討WG」の
開催経緯についておよび平成29年度の事業報告に
ついて説明がなされた後、平成30年度の事業計画
について意見交換を行い、その結果、正副委員長会
議において決議した事項について、引き続き、陳情・
要望活動等を行っていくことが確認されました。

　去る２月７日、湯の浜ホテルにおいて、標記正副
委員長会議を水島副会頭、松田委員長、境谷副委員
長が出席し開催しました。
　当日は、事務局より委員会の開催状況等について
説明を行った後、今後の委員会運営について協議を
行いました。正副委員長、副会頭からは従来の個別
訪問による管内会員との関係構築が奏功していると
評価の意見が示され、今後は事務局生産性向上に向
けた会費自動振替への意向調査や地区会員増強方策
等について実施検討していくこととしました。

■アジア観光物流促進委員会

■津軽海峡圏委員会

■ 新幹線関連事業委員会 
正副委員長会議ならびに委員会

■銭亀沢支所運営特別委員会　正副委員長会議

委 員 会 の う ご き

▲今後のパートナーシップ支援事業について意見を交わす出席者

▲新幹線関連事業委員会の様子
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暮らしを支える異形管で地域の未来をつなぐ

株式会社 村瀬鉄工所
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　函館国際観光コンベンション協会・本所・函館市
の共催による「観光客おもてなし研修会」を去る 2
月26日、フォーポイントバイシェラトン函館におい
て観光関係者をはじめ市民ら約130名が参加し開催
しました。
　当日は、日本航空客室乗務員として10万人以上
の接客を担当した経験を持つ、人材育成研修会社 

「プリサージュ」代表の佐野 昭子 氏より、「ワンラ
ンク上のホスピタリティ　～おもてなしの極意～」
と題し講演が行われ、お客様をよく観察した上で相
手が求めるサービスを行うことの重要性等について
説明されました。
　この後、はこだて検定上級合格者のつどいを同ホ

テルで開催し、過去の平均合格率が15.6%という超
難関の上級試験を合格された方々の中から26名と、
来賓として渡島総合振興局 食・観光・海外戦略推
進室の青山室長や函館市観光部の本吉課長を交え情
報交換を行う等、終始和やかな雰囲気のなか懇談を
行い、交流を深めました。

　去る２月20日、竹葉新葉亭において参議院財政
金融委員会来函に伴う夕食懇談会が開催され、函館
側からは、工藤市長、久保会頭、境副会頭、水島副
会頭をはじめ、市内金融機関代表等総勢11名、参
議院側からは、財政金融委員会長谷川委員長をはじ
めとする委員ら９名が出席しました。
　財政金融委員会は、地方における経済・税制・金融
情勢等に関する実情を調査し、所得税法等の一部を
改正する法律案の審査に資することを目的に、２月
19日に青森を訪れた後、20日に来函しました。
　当日は、長谷川委員長、工藤市長に続き、本所久
保会頭より挨拶がなされ、当市の現状について、新
規就航した首都圏と函館を結ぶＬＣＣ路線の堅調な

推移、台湾、中国を中心とした外国人観光客の増加
等により持ち直し基調にあることを説明したほか、
イカの不漁問題や新幹線高速化、若松ふ頭整備等の
諸課題解決に向けた継続的な協力を求めました。
　その後、財政金融委員会三木理事による乾杯の発
声とともに夕食会が始まり、当地域の経済・税制・
金融情勢等について意見交換が行われました。

■ 観光客おもてなし研修会ならびに 
はこだて検定上級合格者のつどいを開催

■ 参議院財政金融委員会来函に伴う
夕食懇談会

当地域の経済・税制・金融情勢等について意見交換

▲目配り、気配り、心配りの重要性について説明する佐野氏

▲挨拶の中で当市の現状について説明する久保会頭
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　函館・青森両商工会議所の共催による「第 8 回
パートナーシップ構築懇談会」を去る 2 月27日、
フォーポイントバイシェラトン函館において開催し
ました。
　当日は、函館側より中野副会頭および宮﨑委員長
はじめ津軽海峡圏委員会の委員 5 名と事業所34社、
青森側より倉橋副会頭および後藤委員長はじめ青
函・広域連携委員会の委員 2 名と事業所16社が参
加しました。
　今回は、第 1 部にて青森・函館の 3 社より青函連
携成果事例発表を行った後、青森側事業所が事業内
容・連携提案等のプレゼンテーションを行いました。

第 2 部では、青森側事業所がそれぞれ試食や展示を
行っているブースに函館側事業所が足を運び、事業
の具体化に向けて個別商談を行いました。第 3 部の
名刺交換会では、和やかに交流を深めるとともに、
青函圏の商機拡大に向けた機運が高まる機会となり
ました。

　本所津軽海峡圏委員会と青森商工会議所青函・
広域連携委員会による合同正副委員長会議を去る
2 月28日、本所より中野副会頭および宮﨑委員長、
青森商工会議所より倉橋副会頭および後藤委員長を
はじめ11名が出席し、本所議員室において開催し
ました。
　当日は、第 8 回パートナーシップ構築懇談会につ
いて意見交換の後、パートナーシップ支援事業の今
後の方針について協議を行いました。

　その結果、今後は懇談会の更なる充実を図ると
ともに、会員事業所に対する商談会等への出展支援
や情報提供を積極的に行うことが確認されました。

北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録のため皆様のご協力をお願いいたします !

道南縄文文化推進協議会　賛助会員募集

1名につき1,000円（年会費無料）
函館市縄文文化交流センターの入館料が、賛助
会員証をご提示で、無料になります

お問合せ先
道南縄文文化推進協議会　事務局　函館商工会議所内
ＴＥＬ ０１３８-２３-１１８１　ＦＡＸ ０１３８-２７-２１１１ http://www.hakodate.cci.or.jp/activity/8206.html

　当協議会は大船遺跡や垣ノ島遺跡が構成資産となっている「北海道・北東北の縄文遺跡群」を人類共通の貴重な宝として未来
に残すため、世界文化遺産登録を目指しています。

　登録実現のためには、地域の気運を高め、その熱意を国内外に示していくことが大
切です。
　会の趣旨にご賛同の上ご入会頂き、縄文文化の魅力を多くの人にＰＲし、みんなの力で世界文化遺産登録を実現させましょう！
　当協議会の詳細や賛助会員の入会方法等については、下記の連絡先にお問い合わせいただくか、函館商工会議所ホームペー
ジ「道南縄文文化推進協議会」のページをご参照ください。

入会金 特　典

道南縄文文化推進協議会

■ 青森商工会議所　青函・広域連携委員会
函館商工会議所　津軽海峡圏委員会 
合同正副委員長会議

■ 第8回会員事業所パートナーシップ
構築懇談会

青函企業50社が連携の可能性を探る

▲青森側事業所の珍しい製品に賑わうブース

▲パートナーシップ構築懇談会の所感を語る宮㟢委員長
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　函館および道南地区の体験型観光コンテンツの再
発見・研究を目的とする標記視察会を、去る２月
18日、インバウンド推進委員会が主管となり、外
崎会長はじめ会員および家族49名が参加し、実施
しました。
　今回は、函館七飯スノーパークにてスキー研修班
と大沼国定公園にてワカサギ釣り等の冬のアクティ
ビティ体験班の２班に分かれ、観光客の視点から冬
のアドベンチャートラベルの魅力を調査し、観光資
源としての活用の可能性を探りました。また、大沼
国定公園では、「函館はやぶさＰＲ隊」が出動し、

期間限定で設置されている大型雪滑り台を新幹線は
やぶさが滑走するパフォーマンスで、観光客等を楽
しませたほか、視察会後の慰労会では、今年度の活
動に対し参加者同士が互いに労をねぎらう等、盛会
裡に終了しました。

　去る 2 月 7 日、湯の浜ホテルにおいて銭亀沢支所
新年交礼会を水島副会頭、銭亀沢支所運営特別委
員会の松田委員長をはじめ28名が出席し開催しま
した。
　当日は、祝宴に先立ち水島副会頭および松田委員
長より、函館を元気で魅力ある街としていくため、
商工会議所の持てる能力を存分に発揮し、地域のニ
ーズに応え、諸課題の解決に向けて努力していきた
いとの挨拶がなされました。

　その後、境谷副委員長の発声で祝宴が始まり、終
始和やかな雰囲気で余興も行われ、盛会裡のうちに
終了しました。

　このたびの、台湾東部花蓮県地震で被災されました皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
　被災地の一刻も早い復興をお祈り申し上げます。
　去る２月６日（日本時間２月７日）に発生した台湾東部
花蓮県を震源地とするマグニチュード６.０の地震により、
花蓮県をはじめとする台湾東部の被災地域は壊滅的な打撃
を受け、被災者は、死者16名、負傷者291名、行方不明者
１名にも及んでいます。
　親日で有名な台湾ですが、東日本大震災の際には、台湾
から200億円以上の世界最大の義援金が寄せられたほか、
当市としても継続して観光プロモーションを実施してお
り、昨年度は22万人を超える観光客が来函する等、観光や
経済の分野でも深い繋がりを持っています。

　この度の地震の報せを受け、函館市、本所、道南台湾観
光友好協会（本所事務局）、函館国際観光コンベンション協
会では、被災地の一刻も早い復興支援を目的に、台北駐日
経済文化代表処札幌分処を通じ、現地へ２００万円の義援
金を贈呈しましたので、下記の通りご報告いたします。

■青年部
「冬の道南視察会」を開催

■銭亀沢支所新年交礼会
支所管内等の28名が参加して交流の輪を深める

台湾東部で発生した地震に係る義援金の贈呈について

贈呈日時　　平成30年２月20日（火）
金　　額 函館市 １００万円
 函館商工会議所 ５０万円
 道南台湾観光友好協会 ２０万円
 函館国際観光コンベンション協会 ３０万円
 合　計 ２００万円

▲慰労会場にて集合写真

▲開催に先立ち挨拶する水島副会頭



お問合せ先／地域振興課（担当：村上、阿部）ＴＥＬ：０１３８−２３−１１８１

ご
案
内
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　会員皆様の健康管理の充実、そして、健康増進に向けた意識を高めてい
ただくため、平成30年度も定期健康診断の割引サービスを行います。

※�協会けんぽ加入者の一般健診受診者負担額は「7,038円」、一般＋付加健診の負担額は
「11,752円」です。
※割引額の上限は、１会員あたり年間で30,000円までです。

健診内容
法定健診 生活習慣病予防健診

Ａコース Bコース 一般健診 付加健診

会員健診料
（税込み） 2,000円 5,500円 協会けんぽ加入者

負担  6,000円
協会けんぽ加入者
負担  10,000円

通常健診料
（税込み） 3,780円 7,560円 ※　18,522円 ※　�27,950円

　函館市は、年々インバウンドの来訪者が増加傾向にあり、経済効果獲得のため
にも受入環境整備を着実に進める必要があります。そこで、このたび「観光消費
拡大セミナー」を開催いたします。平成31年10月からの消費税軽減税率対策も
ご紹介いたします。
　セミナーの詳細や申込方法については、同封の折込チラシをご覧ください。

日　時／ 平成30年 3月20日㈫ １３：３０～１７：００

会　場／ ホテル法華クラブ函館 （函館市本町27-1）

受講料／  無　　料 
（※定員７０名になり次第締め切ります。）

主　催／ 函館商工会議所
共　催／ 函館市
申込み／  同封の申込書に必要事項をご記入

の上、３月１６日（金）までに 
FAX（０１３８-２７-６１９２）
にてお申込み下さい。

セ
ミ
ナ
ー
内
容（
予
定
）

①講演１：函館市のインバウンド対策について（仮）
　講師：函館市観光部�国際観光課�主査　佐藤　健�氏
② 講演２： 消費税軽減税率制度に対応したレジ導入

補助金について
　講師：函館商工会議所職員
③プレゼンテーション
④個別相談会

電子決済・インバウンド・消費税軽減税率対策

ご案内 Information

平成30年度 
定期健康診断割引制度

観光消費拡大セミナー

詳しくは
本所企画情報課

（Tel 23-1181）
まで

パンフレット同封

案内チラシ･申込書同封



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！

専門家による無料経営相談実施中！
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

●キラリス
　函館

ホテル●
リソル函館　

棒二森屋●

★
オフィス

新入会員ご紹介

New Face

新入会員様のご紹介をお願いいたします
　地域の商工業者の力が商工会議所の力に、そして地域経済の力となります。
　皆様にはぜひ会員に加入いただき様々な声を寄せていただくとともに、また各種
の会員サービスを経営にお役立ていただきながら商工会議所会員として活発に事業
展開されることを願っています。
　つきましては、会員企業の皆様におかれましても、お知り合い、関係先の事務所を
是非ご推薦、ご紹介賜りますようお願いいたします。

　個人、法人、規模、業種を問わず、原則として本所地区内に事業所を置く事業者の方、またはそれ以
外の事業者で本所趣旨に賛同される方。さらに、地域経済に寄与する産業として医療・福祉・宗教法
人・士業サービス業等の方もご加入することができます。

お問合せ先　企画情報課　０１３８-２３-１１８1

入 会
資 格
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�ご入会ありがとうございます。

 ㈱ＣＭＣ　函館営業所
代 表 者／和田　郁夫
住　　所／函館市港町１丁目１７－８　函館新聞社２階
電話番号／0138－84－1439

　十勝毎日新聞社グループの広告代理店です。北海道と東北を営業エリアに、メディアプランニングや各種イ
ベント、チラシやＷＥＢ制作等の事業を行っております。
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　筆者は人事制度構築などで地方銀行との関わりが
深いのですが、興味深い変化を感じています。
　それはみんな一緒＝護送船団的な発想を捨てて、
独自路線に進もうとする銀行が出てきていること。
銀行によってユニークさが出つつあるのです。
　例えば、銀行の基本業務である融資による収益を
行員の評価対象から外した銀行。あるいは投資業務
を勧めるためファンドを組成した銀行が挙げられます。
　具体的にユニークさが顕著な銀行を一つ挙げるな
らば、大垣共立銀行ではないでしょうか。岐阜県第
二の都市、大垣市にある地方銀行ながら顧客満足度
調査でトップクラスを維持しています。頭取改め社
長は「われわれは金融業ではなく、サービス業だ」
との理念を掲げ、離婚関連専用ローン「ライフプラ
ンＲｅ」・シングルマザー応援ローンなどこれまで
なかった金融サービスの提供や、手のひらだけで取
引できる手のひら認証ＡＴＭ「ピピット」を他行に
先駆けてスタートしました。また気軽に立ち寄れる
ようなコンビニ型の店舗や、ドライブスルーＡＴＭ
など通常店舗でカバーできない地域への対応として、
「ＯＫＢスーパーひだ１号」と命名された車体によ
る移動店舗をつくってサービスを提供しています。
　いずれの取り組みも前例のないものばかりです。

大垣共立銀行まではいかないかもしれませんが、各
行でユニークな取り組みでビジネスを広げる意識が
高まってきているのは明らかです。取材していると
「当行のユニークさを示したい」と語る地方銀行の
役員が増えてきたと痛感します。
　こうした、地方銀行の動きを会社経営者は上手に
活用したいものです。ユニークさを標榜（ひょうぼ
う）する地方銀行との関わりでビジネスチャンスを
探ってみてはどうでしょうか。一例として、広島銀
行は、水陸両用機を使用した、瀬戸内海の島々を巡
る遊覧飛行サービスを展開する企業「せとうちＳＥ
ＡＰＬＡＮＥＳ」などを支援。同社の親会社「せと
うちホールディングス」に設立初期から融資を行っ
ています。あるいは融資以外の支援に注力する銀行
も現れています。例を挙げると、ファンドを経由し
て投資を行うとか、融資関係がない会社でもビジネ
スマッチングを実施しています。もちろん、むやみ
にユニークさを推進しているわけではなく、地域密
着型金融として期待される役割を担う上で期待され
る地方創生に寄与するものが中心になります。
　ただ、これまでであれば地方銀行に相談しても、
らちが明かないと思っていたことで支援をいただけ
る可能性が広がっています。そうした変化を踏まえ
つつ、地方銀行を活用してビジネス拡大を考えてみ
てください。

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

「地方銀行の活用を」
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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　青森市松原にある店舗の前に立つと、あたかもパ
リの街角にある花屋に迷い込んだような感覚に包ま
れる。店内は東京と青森で直接仕入れた新鮮で良質
な生花、生花を加工して長期間保存できるようにし
たプリザーブドフラワー、アーティフィシャルフラ
ワー（造花）が所狭しに並ぶ。ほかにも花器、アロ
マ雑貨などセンスあふれる小物が多数そろってい
る。ノーベル賞授賞式に供されるという北欧紅茶も
置かれている。
　青森市出身の蔵田さんはOL時代に趣味でフラ
ワーデザインを学んだ。結婚を機に家庭に入ること
になり、「家事をしながら出来る仕事としてフラワー
デザイナーを選びました」。時を同じくして、東京・
目黒の自宅と青森市で教室を開いた。教える傍ら、
自らもアーティストの道を究め、フランス人のフラ
ワーデザイナーに師事。パリを度々訪れ、フランス
仕込みの色使い、デザインを学んだ。東京で開催さ
れたランの花の祭典「世界らん展」では二年連続デ
モンストレーションを披露、注目を集める。
　2006年に株式会社「ワイズスタイル」を設立。
東京・青森の二つの教室で本格的にフラワーデザ
イナーの養成に乗り出す。そして2009年、「生徒か
ら『こんな花屋さんがあったらいいね』の声が上が
り、後押しされる形でパリスタイルの店が誕生しま
した」。蔵田さんほか 3 人のスタッフは、入荷した
ばかりの花を種類に応じた水揚げ処理やガラス花器

を使用した生花管理に日々、細心の注意を払う。「お
客さまに一日でも長く生花を楽しんでほしい」
　国家検定フラワー装飾技能士 1 級のほかインテリ
アコーディネーターや日本アロマテラピー協会認定
1 級などの資格を持つ。テーブルウェアコンテスト
入賞も。「花のある暮らしをベースにした豊かなラ
イフスタイルの提案こそが自分が目指すテーマであ
り、資格は目標を実現する上で役立っています」
　フラワー教室のほか結婚披露宴や各種イベントで
フラワーアレンジを担当。青森と東京を中心に忙し
く動き回る蔵田さんは女性起業家として活動の幅を
広げているが、今後、取り組みたいことの一つが「花
育」活動―と話す。「子どもに花に親しみ、育てる
ことを通して命の大切さや優しさを学んでほしい」

青森商工会議所会員事業所のご紹介
青森商工会議所会報『かけはし2月号「商工プラザ」』より会員事業所の取り組みを紹介します。

「花と雑貨の店「Y's�Style」（ワイズスタイル）」
� オーナー　蔵田　由貴美�さん商 工 プ ラ ザ

生花アートなどフラワー教室を兼ねたパリスタイルの花屋

「店を訪れる男性客も多い。結婚祝いやプレゼント用
に買い求めていきます」と話す蔵田さん
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