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季節・仕入れ状況により、料理内容が変更となりますのでご了承ください。食物アレルギーをお持ちの方は予約時にご相談ください。

食後のデザート　

自家製マリネサーモンと甘海老と帆立貝のタルタル仕立て
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磯海苔のバターをのせた平目の天火焼き
じっくりと煮詰めたトマトのフォンデュ

アンガス牛ロースのグリル、三年醸造の醤油のソースで

2
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函館産真鱈と野菜のオイスターソース
31
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大海老のチリソース

豚フィレ肉の*泡辣醤炒め
*泡辣醤(ポウラージャン)…塩発酵させた唐辛子の調味料で、適度な辛味と酸味が特徴。

海の恵みの彩りちらし寿司

お一人様料金

盛り合わせ

￥7,000コース（税・サービス料込）

焼き葱ときのこのソテー

和食・洋食・中華 全8品

真鯛のポワレ、サフラン風味のトマトソース
にんにく風味のじゃがいもとチェリートマトのセミドライ、ムール貝、芽キャベツ

北海道産牛フィレのパイ包み焼き トリュフの香るマディラワインのソース

食後のデザート パティシエより ひとさらのよろこび

吟撰 お造り盛り合わせ
ズワイ蟹と海鮮豆富の蒸し物

（鮪、牡丹海老、帆立貝、白身魚）
【盛り合わせ】
【盛り合わせ】海老と烏賊の自家製XO醤炒め

握り寿司（鮪、鯛、サーモン）

エキストラ・ヴァージン・オリーヴオイル
東坡肉（トンポウロウ）…皮付き豚ばら肉の柔らか煮

*沙茶醤（サーチャージャン）…

戻り鰹の漬け、ポン酢のゼリーと大根おろし 色とりどりの野菜とともに

真鱈のムニエル、香草バター焼き 茸を煮込んだ白ワインのクリームソース

駒ヶ岳ポーク肩ロースのロティ、シェリーヴィネガー風味のソース
マッシュドポテトと芽キャベツ、バスク風パプリカの煮込み

食後のデザート 

若鶏のスパイス風味揚げ

海老の*沙茶醤ソース炒め

チョイスメニュー ※2品のうち1品お選びください。
A. 松の実入り中国醤油の特製炒飯 B. 特製五目あんかけ焼きそばまたは

洋食・中華 盛り合わせ 全7品
￥￥6,0006,000コースコース

お一人様料金

和食・洋食・中華 個人盛り+盛り合わせ 全8品
￥￥8,0008,000コースコース（税・サービス料込）

お一人様料金
（税・サービス料込）

フォーポイントバイシェラトン函館

宴会直通 Phone:（0138）23 8888

函館市若松町１４番１０号 banquet@fourpointshakodate.comメールアドレスPhone:(0138)22 0111 〔代表〕

各コース 20名様より 飲み放題
Menu ビール/焼酎/ウイスキー/日本酒/ワイン/ソフトドリンク/ノンアルコールビール2時間飲み放題付き

ひらめや海老の魚介のうま味をベースに、にんにくや胡麻
などの香辛料をブレンドした調味料。
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広告掲載企業
フォーポイントバイシェラトン函館� 表紙裏
㈱中合棒二森屋店� 裏表紙裏
（独）中小企業基盤整備機構北海道本部� 裏表紙
（業）英知国際特許事務所� 段下
函館環境衛生㈱� 段下
カドウフーズ㈱� 段下
㈱ブレーン� 段下
（独）中小企業基盤整備機構� 段下
龍文堂印刷㈱� 段下
函館市市民部市民・男女共同参画課� 折込
(一財)北海道国際交流センター� 折込
証券会員制法人札幌証券取引所� 折込
タックスフェア実行委員会� 折込
函館労働基準監督署� 折込
（一財）函館国際水産・海洋都市推進機構� 折込
生命共済制度キャンペーンのご案内� 折込
観光土産品トレンドセミナーのご案内� 折込
おもてなし英会話講座のご案内� 折込

1

■今月の表紙
「函館湾」
　写真は、10月１日に港町ふ頭に入港した豪華客船ダ
イヤモンド・プリンセス(11万5906㌧)と函館湾に浮か
ぶ函館山を撮影した一葉です。
　この日、港町ふ頭では同船によるセレモニーが行われ、
胆振東部地震による観光の風評被害に悩む道民を励ま
すため、「北海道の復興を応援しています」と記した約
20ｍの横断幕が市に寄贈されました。
　また、同日、予てより整備が進められていた若松地区
クルーズ船岸壁の暫定供用が開始されました。４万㌧級
までのクルーズ船受け入れが函館駅に近い若松ふ頭で行
えるようになり、乗客の滞在時間の拡大等、今後の観光
面での波及効果が期待されます。完全供用後は、11万
㌧級の大型クルーズ船が接岸可能となりますが、完成
まで数年かかる見通しとなっています。
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労働時間法制の見直し（施行期日２０１９年４月１日）

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保（施行期日２０２０年４月１日）

（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正）

① 残業時間の上限を規制します

現在
改正後

② 「勤務間インターバル」制度の導入を促します

① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

派遣労働者については、下記のいずれかを確保することを義務化します。
（１）派遣先の労働者との均等・均衡待遇　（２）一定の要件を満たす労使協定による待遇

★併せて、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関する派遣元への情報提供義務を新設します。

【改正前→改正後】
○：規定あり　　△：配慮規定
×：規定なし　　◎：規定の解釈の明確化

｢働き過ぎ」を防ぎながら、｢ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現します。

　同一企業内における正規雇用と非正規雇用の間にある不合理な待遇の差をなくし、どのよ
うな雇用形態を選択しても「納得」できるようにします。

◎�残業時間の上限は、原則として月４５時間・年３６０時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはでき
ません。（月４５時間は、１日当たり２時間程度の残業に相当します。）
◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
　◦年７２０時間以内　　 ◦複数月平均８０時間以内（休日労働を含む）　　 ◦月１００時間未満（休日労働を含む）
　を超えることはできません。（月８０時間は、１日当たり４時間程度の残業に相当します。）
　　また、原則である月４５時間を超えることができるのは、年間６か月までです。

※中小企業における残業時間の上限規制の適用は2020年４月1日
※中小企業における月60時間超の残業の、割増賃金率引上げの適用は2023年4月1日

※�中小企業におけるパートタイム・有期雇用労
働法の適用は2021年４月1日

　同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与等の個々の待遇ごとに、不合理な待
遇差を設けることが禁止されます。ガイドライン※１を策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明確に示します。

　※１��いかなる待遇差が不合理であり、いかなる待遇差は不合理なものでないかを示した「同一労働同一賃金�ガイドライン案」が 2016 年 12 月に
策定されており、今後、確定する予定です。　（詳しくはこちら）http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

法律上は、残業時間の上限が
ありませんでした（行政指導のみ）。

法律で残業時間の上限を定め、
これを超える残業はできなくな
ります。

　同制度は１日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以
上の休息時間（インターバル）を確保する仕組みです。
　この仕組みを企業の努力義務とすることで、働く方々の十分な生
活時間や睡眠時間を確保します。

均衡待遇規定（不合理な待遇差の禁止）

均等待遇規定（差別的取扱いの禁止）

下記３点の違いを考慮した上で、不合理な待遇差を禁止します。
①職務内容※２、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情

下記２点が同じ場合、差別的取扱いを禁止します。
①職務内容※２、②職務内容・配置の変更の範囲

※２�　職務内容とは、
業務の内容＋責任
の程度をいいます。

ポイント1

ポイント2

　去る７月６日、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律『改正法』が公布され、2019年
４月１日以降、働き方改革関連法が順次施行されます。本号特集では、同法の改正の概要をご紹介致します。

「働き方｣が変わります!!特集

⬇４５ｈ／ month
⬇３６０ｈ／ year
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③  1人１年あたり５日間の
年次有給休暇の取得
を、企業に義務づけます

② 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

③ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）※４の規定の整備

【改正前→改正後】
○：説明義務の規定あり 
×：説明義務の規定なし  

【改正前→改正後】
○：規定あり  
△：部分的に規定あり(均衡待遇は対象外)
×：規定なし

　本特集は『改正法』の概要を簡易的に説明したものです。詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

　非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができるようになります。事
業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

　都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、
行政ＡＤＲの対象となります。

○　関係する省令等の具体的な内容は、今後、労働政策審議会の審議を経て定められる予定です。

※４�事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

④ 月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げます（25%→50%）

⑤ 労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけます

⑥ 「フレックスタイム制」により働きやすくするため、制度を拡充します

⑦  専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」を新設し、選択できるようにします▲

前提として、働く人の健康を守る措置を義務化（罰則つき）

▲

対象を限定（一定の年収以上で特定の高度専門職のみが対象）

月60時間超の残業割増賃金率　
大企業は 50％　中小企業は25％

　改正後は、健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人の労働時
間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務づけます。

▲

労働時間の調整が可能な期間（清算期間）を延長（1か月→3か月）

⑴制度導入の際には、法律に定める企業内手続が必要
　①��事業場の労使同数の委員会（いわゆる「労使委員会」）で、対象業務、対象労働者、健康確保措置等を５分の４以上の多数で決議す

ること（=すなわち、労働者側委員の過半数の賛成が必要になります）
　②��書面による本人の同意を得ること（同意の撤回も可能）

⑵現行の労働時間規制から新たな規制の枠組みへ（在社時間等に基づく健康確保措置）
　◦年間104日以上、かつ、４週４日以上の休日確保を義務付け
　◦加えて、以下のいずれかの措置を義務付け（※どの措置を講じるかは労使委員会の５分の４の多数で決議）
　　①�インターバル規制（終業・始業時刻の間に一定時間を確保）＋深夜業（22～５時）の回数を制限（1か月当たり）
　　②�在社時間等の上限の設定（1か月又は3か月当たり）
　　③�１年につき、２週間連続の休暇取得（働く方が希望する場合には１週間連続×２回）
　　④�臨時の健康診断の実施（在社時間等が一定時間を超えた場合又は本人の申出があった場合）
　◦在社時間等が一定時間（１か月当たり）を超えた労働者に対して、医師による面接指導を実施（義務・罰則付き）
　　�⇒面接指導の結果に基づき、職務内容の変更や特別な休暇の付与等の事後措置を講じる

①対象は高度専門職のみ  高度の専門的知識等を必要とし、従事した時間と成果との関連が高くない業務
� 具体例：金融商品の開発、金融商品のディーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発の業務等
②対象は希望する方のみ 職務を明確に定める「職務記述書」等により同意している方
③対象は高所得者のみ� 年収が「労働者の平均給与額の３倍」を「相当程度上回る水準」以上の方
� ＝交渉力のある労働者・・・具体額は「1075万円」を想定

大企業、中小企業ともに５０％　
� ※中小企業の割増賃金率を引上げ

働き方改革とは…働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現を総合
的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の
確保等のための措置を講じるものです。

※３�賃金、福利厚生、教育訓練など

⬆5days ／ year

改正
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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

4

必ずチェック 最低賃金！
使用者も、労働者も

最低賃金額　時間額 835円　効力発生年月日 平成30年10月1日
○　�最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃

金は算入されません。
○　�最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
○　�特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・

電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造
業」）で働く者には北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

厚生労働省　北海道労働局

北海道最低賃金
　北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働
くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバ
イト等を含む。）に適用される北海道最低賃金が次
のとおり改定されました。

【胆振東部地震関連特別相談窓口を開設しています】
　９月６日未明に発生した北海道胆振東部地震に関する被害及び影響を受けた函館市内の中小企業・

小規模事業者を支援するため、下記の通り特別窓口を開設しておりますのでお気軽にご相談ください。

開設期間　平成３０年９月１１日（火）より当面の間

開設時間　平日  午前８時４５分～午後５時３０分

開設場所　函館商工会議所 経営支援課（ｔｅｌ ２３－１１８１）

内　　容　◎ 函館市・北海道・政府系金融機関の融資、特に災害復旧・緊急対策にご活用いただ
ける資金、制度等の紹介

　　　　　◎経営安定に関するご心配事全般についての相談

　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。

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

がんばる経営、応援します！

マル経融資

まずは本所＜℡ 23-1181 ＞あて「マルケイの件で」とお電話ください。

貸付限度額
2,000万円

事業者 経営指導員 日本政策金融公庫

➡ ➡審査会
推

　薦

日
本
政
策
金
融
公
庫

相談・申込受付

指導・調査

融資実行

　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 1.11％
 （平成30年8月24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）
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お申し込み・お問い合わせ　本所経営支援課　tel ２３－１１８１
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金融個別相談
融資制度についてのご相談
実施日／10月17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／11月13日㈫ 10：00〜16：00
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／10月26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／10月24日㈬ 11：00〜16：00
相談員／英知国際特許事務所所属弁理士

北海道知財総合支援窓口担当者

経営相談
経営上の様々な課題についてのご相談
実施日／11月14日㈬ 13：00〜16：00
相談員／公認会計士　鎌田　直善氏

日　時／ 平成３０年１１月７日㈬ １４：００～１６：００

場　所／ 函館商工会議所3F会議室 

講　師／  大谷更生総合研究所合同会社  代表社員、問題整理の専門家、システムアナリスト

 大谷　更生 氏

定　員／ 40名 （先着順、受講無料）

内　容

１　キャッシュレス社会の今後の展望
　◦世界のキャッシュレス動向　◦日本のキャッシュレスの現状
　◦キャッシュレス・ビジョン（経済産業省）

２　キャッシュレス支払い手段とは
　◦支払い手段毎の特徴
　　①�前払い（電子マネー）　②�即時払い（デビットカード、QRコード）　③�後払い（クレジットカード）
　◦支払い手段毎のメリット、デメリット

３　キャッシュレス決済導入のポイント

セミナー

*函館の皆様と共に48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

キャッシュレス社会到来に乗り遅れない
ために知っておきたい3つのポイント】【
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レストランヨシヤ
　当店は、弁天町、市電函館どつく前停留所の近くに店
を構え、エビフライやハンバーグ等の洋食を提供するレ
ストランとして、ご家族やカップル、観光客を中心にご
愛顧頂いております。
　1969年４月、私の叔父に当たる能戸 秀康が当店を
オープン、現在は、私が２代目としてオーナーシェフを
務めさせて頂いております。
　当店のモットーは、一皿一皿に心込めて丁寧に作った
料理を心休まる空間とともに提供することです。例えば、
ご家族やカップルでお越しのお客様は、美味しい料理と
共に会話をゆっくりと楽しみ、お一人のお客様は、食後
のコーヒーを飲みながら好きな小説を読み耽る、そんな
思い思いの素敵な時間を過ごせるお店でありたいと考え
ております。

昔ながらの変わらない味
　これまで叔父や私の父が築いてきたこの店と店の味を
守っていきたい、創業当時から通ってくださる常連さん
を大切にしたいという思いから、私はこの店を引き継ぎ
ました。そのため、メニューの多くは、創業当時からレ
シピを変えず、良質な素材にこだわり、工夫を凝らした

“昔ながらの変わらない味”を提供し続けています。

　看板メニューのAセットは、エビフライ、ヒレカツ、
ハンバーグ、スープ、ライス、コーヒーまたはアイスクリー
ムとボリューミーなメニューとなっております。どの料
理もこだわっておりますが、特に和牛と国産豚を混ぜ合
わせた自家製合い挽き肉のハンバーグは当店自慢の一品
です。ナイフで切ると食欲をそそる香りと共に肉汁が溢
れ出し、野菜と和牛スネ肉を溶けるまで煮込んだ特製デ
ミグラスソースの濃厚な旨味が柔らかなハンバーグの食
感と共に口いっぱいに広がります。食後には、コーヒー
とアイスクリームのどちらかを選ぶことができます。ア
イスクリームは函館牛乳を使用した自家製で、特に観光
でお越しになったお客様に喜んで頂いております。
　また、ビーフカレーも人気メニューの一つです。野菜
の水分だけで作る水無しカレーで、和牛スジ肉の出汁と
野菜のブイヨンをたっぷりと含んだルーは濃厚な味わい
となっております。
　料理以外にも“昔ながらの”店の雰囲気もお褒め頂
くこともあり、1980年頃に現在の店舗に移転して以来、
内装や備品等はほとんど変えず、当時の姿を保っていま
す。中には骨董品とも言えるような備品もあり、昔にタ
イムスリップしたかのようなレトロな雰囲気をお楽しみ
頂けます。

今後の目標
　当店は、来年、創業50年を迎えようとしています。昔
からの常連さんをはじめ、多くのお客様に支えられ、こ
こまで続けてこられたことをこの場をお借りし感謝申し
上げます。
　今後も先代から受け継いだものを大切にしながら、お
客様へレストランヨシヤの“昔ながらの変わらない味”
を提供してまいります。

レストランヨシヤ
函館市弁天町5-6　TEL�0138-22-1365
定休日　水曜日（祝日の場合は営業）

Data

レストランヨシヤ
オーナーシェフ　能戸　宏英

テーマ 昔ながらの変わらない味
NOW会員

Vol.61

“ビーフカレー”
和牛スジ肉と野菜が溶け込んだ濃厚な味わい

ボリューム満点 “Aセット”

どこか懐かしい、
優しい雰囲気の店内 レトロな電話機
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函館商工会議所会員様 限定優待情報
１０月１５日～１０月３１日までの間、当店をご利用いただくと

お会計の際に８％割引いたします
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、割引対象は１名のみとさせていただきます。その他のクーポンとの併用はできません。

優待情報については直接店舗へお問合せ下さい。

人にやさしく髪に優しいエコサロン
　当店は、深堀中学校向かいに店を構えるヘアーサロンで、�2004�年にオー
プン以来、幅広い年齢層のお客様にご愛顧頂いております。“人にやさしく
髪に優しいエコサロン”をコンセプトに掲げ、美容に関するサービスだけ
でなく、丁寧な接客サービス、リラックスできる空間の提供を通じ、“髪”、
そして、“お客様自身”も元気になってほしいと考えています。�
　洗髪の際には、�100�％シリコンフリーシャンプーを使用し、ビタミン�C�
配合・マイナスイオン水ですすぎを行う等、当店は�“髪と地肌の健康”が
得られる美容サービスを目指しており、シャンプーのほか、トリートメン
トや薬剤等の多くは、自然由来の髪や地肌に優しい成分のものを使用して
います。�
　ライフスタイルや体質に個人差があるように、お客様の髪質や地肌によっ
て適切なケアの方法は異なります。当店はオージュアトリートメントをはじめ、
髪のケアに関するメニューを豊富に取り扱っており、しっかりとしたカウ
ンセリングと観察の上、お客様の髪や地肌に合った薬剤を使用したワンラ
ンク上のケアを施し、潤いやコシのある健康的な髪に仕上げます。��
　また、スタッフ一同、お客様との密なコミュニケーションから“お客様
が本当に望んでいるヘアースタイルを知ること”も重要な仕事の一つと捉
えており、お客様からの要望に応えるだけでなく、髪質や頭の形等の特徴
を考慮した上で、こちらからもお客様の魅力を最大限に引き出せるヘアー
スタイルを提案いたします。�

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

感謝を期待するのではなく、
まず感謝する。

感謝の心で森羅万象と触れる
んだ。

HAIR'S SALON LiNK
営業時間　平　 日�9：30～18：30
　　　　　日・祝日�9：00～18：00
定 休 日　毎週木曜日/第2第3水・木連休
備　　考　 駐車場４台完備（第２駐車場有）

住　　所　函館市深堀町32番25号
Ｔ Ｅ Ｌ　0138-52-9009
Ｗ Ｅ Ｂ　http://www.link-2004.com/

Member’s Board
函館商工会議所

会員様限定優待券

HAIR'S SALON LiNK

お
会
計
の
際
に８％

割
引

※優待券は一度のお会計につき一枚まで使用可、

割引対象は１名のみとさせていただきます。

その他のクーポンとの併用はできません。

使用期間／平成30年10月15日
(月

)～10月31日
(水

)

オーナーの川内谷さんによる
カットの様子

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
きりとり線−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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　平成30年北海道胆振東部地震の発生に伴う風評
被害により、宿泊のキャンセルが相次ぐ等、観光業
を中心に地域経済が多大な影響を受けていることか
ら、９月19日～22日の日程で、函館片岡副市長、
本所酒井専務理事、観光コンベンション協会布谷専
務理事らが北海道の自治体の中でいち早く台北市を
訪れ、緊急の観光プロモーションを実施しました。
　函館－台北線の定期便を運行しているタイガーエ
ア台湾やエバー航空等の航空会社をはじめ、康福旅
行社や大興旅行社等の旅行会社、日本台湾交流協会
等を訪問し、YouTubeで公開中の動画「函館営業
中！」を見て頂き、函館は通常通り観光できること
や北海道全体としてもほぼ平常通りに戻っているこ
と等を説明し、観光客送客を要請したほか、台湾旅
行者の不安払拭のため、同動画の積極的な配信を呼
びかけました。

　訪問先の多くが、函館での観光に問題ないことの
理解や台湾旅行者の北海道に対する安心感を取り戻
していく意向を示す等、今後の台湾からの入込客回
復に手応えを感じるプロモーション活動となりました。

　去る9月21日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、標記部会幹事会を水島副会頭、山本
部会長はじめ9名が出席し、開催しました。
　当日は、日本銀行函館支店長の井上広隆氏を講師
にお招きし、「最近の函館地区の経済概況と今後の
課題」をテーマに、最近の金融経済情勢と金融政策
運営、道南経済の現状、函館経済の課題等について
講話がなされ、特に、今後の当市のまちづくりにお
いては、函館市が本年4月から実施している「函館
市立地適正化計画」による居住エリアの誘導、そし
て、本州・海外富裕層によるセカンドハウス需要を

睨んでの西部地区への移住促進等が重要になってく
るのではないかとの意見が述べられました。その後、
講師を囲み、当市の最大の課題である人口減少の打
開策等について活発な質疑応答が行われました。

会議所のうごき

台湾　航空会社・旅行会社等訪問事業
（風評被害緊急対策）

通常通りの函館をアピールし、観光客送客を呼びかけ

金融・不動産・情報部会　幹事会
日本銀行函館支店長を迎え講話

▲エバー航空でのプロモーションの様子

▲開催に先立ち挨拶する山本部会長
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　去る９月11日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
第3回例会（会員企業紹介）を外崎会長はじめ会員
43名が出席し、開催しました。
　会員企業紹介の第3回目として懇親会形式で実施
した当例会は、会員相互の事業に「関心を持つこと」、
「知ってもらうこと」、「理解してもらうためのプレ
ゼンテーション能力の向上」を目的に、和やかな雰
囲気の中、５名の会員による５分間の自社紹介のプ
レゼンテーションが行われました。
　今回は新企画として、事前に主管の会員事業活性
化委員会のメンバーが企業訪問し、実際の仕事・作
業の内容や現場の雰囲気がよりリアルに伝わるよう
な映像を作成し、プレゼンテーション前に上映した
ほか、終了後には投票を行い、最優秀プレゼンテー

ターを選出する等、これまで以上に活発な質疑応答
が飛び交う中、会員企業の相互理解を深めながら、
盛会裡に終了しました。
　なお、投票の結果、最優秀プレゼンテーターには、
㈱南木測量設計事務所の南木孝夫取締役が選出され
ました。

　去る9月19日、今会長はじめ21名が参加し、「道
南（南茅部・七飯）周遊ツアー」を開催しました。
　当例会は、道南の観光資源の再発見を目的に実施
したもので、当日は、北海道・北東北の縄文遺跡群
の世界文化遺産推薦候補決定に沸く南茅部の「函館
市縄文文化交流センター」や国際会議にも対応する
設備を持つ「大沼国際セミナーハウス」のほか、本
年3月にオープンした「道の駅なないろ・ななえ」
等を見学し、それぞれ担当より施設の内容や利用状
況等についての説明を受けました。

　参加者一同、道南の食や土産、地元の歴史・文化
等に直接触れることで、改めて数多くの見どころや
道南の魅力を再確認する機会となりました。

みんなの家『地球』みんなで大事にしよう !

安 心 と い う 選 択

函館環境衛生 検 索

www.hakodate-kankyo.com
©函館環境衛生株式会社

パ
ッ
カ
ー
く
ん

青年部
第３回例会を開催

女性会
9月例会を開催

▲例会を終えての記念写真

▲大沼国際セミナーハウスにて記念撮影
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　去る９月16日、サン・リフレ函館において、第
76回全道珠算競技大会を開催しました。函館での
開催は平成25年以来5�年振り10回目となるもので、
当日は水島副会頭の挨拶の後、函館地区から参加の
41名を含む道内16商工会議所管内の286名の選手
が腕を競い合いました。
　「そろばん北海道一」の栄誉には浦河市の浅野貴
広さん（日高信用金庫）が輝いたほか、函館地区か
らは八木泰樹さん（エスイーシー）が個人競技一般
の部2位、読上暗算一般の部優勝、山本梢太さん（北
斗市役所）が読上暗算一般の部3位、坂本法輝さん

（道教大附属函館中学校）が読上暗算中学校の部
3位と多数の入賞を果たす等、大いに健闘しました。
　各地区の代表選手による都市対抗競技では、11都
市中、見事3位入賞となりました。

　地域活性化イベントとして毎年約1,000人が来場
しご好評頂いていた黒豚バーベキュー祭りを引き継
ぐ形で、去る９月９日、「第1回銭亀バーベキュー祭り」
を志海苔ふれあいひがし広場において開催しました。
　当日は、小雨がちらつくあいにくの天候でしたが、
雨具を着込んだりテントを持ち込んだ来場者が森町
産のブランド豚「駒ケ岳ポーク」のバーベキューを
堪能したほか、バーベキューセットの引換場所では、
豪華景品が当たる抽選くじに一喜一憂する姿がみら
れる等、　直前に発生した北海道胆振東部地震と停

電の影響が残る中、無事に開催することができ、関
係者一同、来場者と食材を調達確保して下さった関
係者の皆様へ改めて感謝申し上げます。

第62回函館圏優良土産品推奨会　奨励賞

（55g×6個330g）………………………………… 1,250円
(税込)

北海道あっさぶ町産のカボチャ、函館牛乳を使用。
ひとつひとつ手作りしたやさしいおやつ。

URL: http://kadoufoods.meisanichiba.jp/
函館市追分町1-25　　TEL：0138-62-6077
URL: http://kadoufoods.meisanichiba.jp/

カドウフーズ㈱

カボチャのはこだて雪んこ

第76回全道珠算競技大会
５年ぶりに当市で全道大会を開催

第１回銭亀バーベキュー祭り
森町産のブランド豚「駒ケ岳ポーク」を堪能

▲一斉にそろばんを弾く選手たち

▲バーベキューを味わう来場者
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　秋の全国交通安全運動に合わせて、去る9月25日、
国道278号において、銭亀沢地区女性部･青年部メ
ンバーはじめ総勢16名が参加して「交通安全意識
啓発運動」を実施しました。
　同事業は、銭亀沢地区女性部と青年部が共催し毎
年この時期に開催しており、多発する交通事故に対
する一層の安全意識の浸透を図り、交通事故防止を
道行くドライバーに訴える事を目的としています。
　当日は、女性部員手作りマスコット「銭亀くん」

やリーフレット、交通安全メッセージ入りポケット
ティッシュ等をドライバーに配布しながら、交通安
全旗を振って交通安全をアピールしました。

　この度の「平成30年北海道胆振東部地震」により被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申
し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りいたします。
　地震や道内全域での停電に伴う風評により、宿泊のキャンセル等が相次ぎ、観光業を中心に地域経
済は多大な影響を受けています。本所としましても、風評被害等の軽減や影響を受けた中小企業・小
規模事業者の支援に努めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成30年北海道胆振東部地震
風評被害等軽減に向けたご協力のお願いと「胆振東部地震関連特別相談窓口」開設のお知らせ

風評被害等軽減に向けたご協力のお願い
　風評被害を軽減するためには、道内の被害のあった他地域に配慮しつつも、現状の函館が『通
常通り営業している』ことを道外へ広く発信することが重要です。会員企業の皆様には、
お取引先やお知り合いに“現状の函館の様子”を伝えていただくとともに、下記の項目の実
践等を通じ、風評被害の軽減にご協力くださいますようお願い申し上げます。

◦�会社ホームページや個人SNS等において、函館は通常通り営業していることをPRする内
容の記事や画像の投稿、メッセージの発言

◦ �YouTube動画「函館営業中！」の会社ホームページ掲載や個人SNSでの投稿や共有

YouTube動画『函館営業中！』
URL： https://bit.ly/2CRaKgP

「胆振東部地震関連特別相談窓口」開設のお知らせ
　本所では、地震に関連する被害及び影響を受けた会員に対するご相談を随時受付しており
ます。詳細につきましては、４ｐ掲載の「胆振東部地震関連特別相談窓口を開設しています」
をご確認下さい。

銭亀沢地区女性部・青年部
銭亀沢地区において交通安全意識啓発運動を展開

▲手作りマスコットを配り交通安全を呼びかるメンバー



株式会社　ブレーン
〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-5-2
 ビュレックス麹町４Ｆ
 TEL：03-6261-4343 ㈹
 FAX：03-6261-4321
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縄文体験講座 「秋の自然観測会」函館市縄文文化
交流センター開催講座

観光土産品トレンドセミナー

　縄文時代の食について学びながら、秋の植物を観察してみませんか。

日　　時／ 10月21日㈰ 午前１０：００～１２：００ 
会　　場／ 史跡大船遺跡体験広場
対　　象／ 一般�
定　　員／ 10名（申込順）�
参 加 費／ 200円
申　　込／ 下記の連絡先まで電話またはFAX、Ｅメール 

にてお申込みください。

連絡先／縄文文化交流センター　TEL ０１３８-２５-２０３０　FAX ０１３８-２５-２０３３　Ｅメール　jomon-center@hjcc.jp

　平成29年約500万人以上が訪れた観光都市函館において、旅の楽しみの一つであるお土産品は、強化す
べきポイントの一つです。そこで、全国観光土産品公正取引協議会より山本会長をお招きして、お土産品
の持つ力や観光土産品業界の展望をお話しいただきます。
　また、お土産品に多い加工食品においては、平成28年4月より施行されている新製造所固有記号制度の
経過措置期間終了が平成32年3月末に迫っておりますので、その対応についてもご紹介いたします。
　詳しくは同封の案内チラシをご確認ください。

お問合せ・申込先　函館商工会議所　地域振興課　ＴＥＬ�０１３８-２３-１１８１　ＦＡＸ�送付先�０１３８-２７-６１９２

日　時 平成30年１１月１日㈭　１６：３０～１８：００　 
会　場 ホテル函館ロイヤル（函館市大森町１６-９�ＴＥＬ�０１３８-２６-８１８１）

内　容 講演１「これからの観光土産品」
（予定）�講師：全国観光土産品公正取引協議会　
� 　　　会長　山本　𣳾人�氏（㈱山本海苔店�副社⾧）
� 講演２「新たな製造所固有記号制度の概要」
 講師：北海道渡島総合振興局　保健環境部　保健行政室生活衛生課
 　　　（北海道渡島保健所生活衛生課）　岡本　麻依 氏
対　象 渡島・檜山管内事業所
参加費 無　料
申　込 １０月２４日㈬までに同封の案内チラシの申込記入欄にご記入の上ＦＡＸを送信してください。

みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会　主催

ご案内

案内チラシ
同封!!



東京海上日動火災保険㈱ 三井住友海上火災保険㈱ 

損害保険ジャパン日本興亜㈱ あいおいニッセイ同和損害保険㈱

日本商工会議所 休業補償プラン

詳しい内容については、下記の日本商工会議所ホームページをご確認ください。

URL　https://hoken.jcci.or.jp/leave-compensation

　本所では、病気やケガによって働けなくなっ
た場合の所得を補償する保険制度『休業補償
プラン』の取り扱いを新たに開始しました。

　会員事業者本人や従業員が病気やケガで働け
なくなった場合に所得を補償する、『所得減少リ
スク』をカバーする制度です。

特　　徴
～会議所制度によるメリット～

補償の概要
１ 大きな団体割引の適用　
⇒　割安にご加入いただけます。

２ 就業中はもちろん、就業外も補償
⇒　２４時間補償です。

３ 精神障害も担保　
⇒　２年間。詳細は保険会社にお問い合わせください。

会員事業所の
みなさまへ

[お問合せ先]

函館商工会議所　企画情報課
〒040-0063　函館市若松町7-15

TEL 0138-23-1181  FAX 0138-27-2111　

[引受保険会社]

アクサ生命保険株式会社
函館営業所

生命共済
福利厚生制度にご活用いただけます

＊記事の内容は生命共済制度の一部を記載したものです。ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明
　書等（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

業務上・業務外を問わず

24時間保障

ガン入院一時金・ガン先進医療一時金
6大生活習慣病入院一時金

1年更新で医師の

診査なし
剰余金があれば

配当金も！
商工会議所独自の

給付制度も！

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

NEW

入院給付金付災害割増特約･ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険（団体型）
＋函館商工会議所独自の給付制度（見舞金･祝金制度）
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生命共済制度 キャンペーン実施中
詳しくは折込チラシをご覧ください

Information



ご紹介新入会員

New Face
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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代 表 者／奥田　純男
電話番号／0138－86－6432
住　　所／函館市神山３丁目26－24�

光海藻道南

  「おさしみわかめ」のキャッチフレー
ズで、三陸産一等級の美味しいわか
めを販売しております。

�ご入会ありがとうございます。



知って得するビジネスマナー
ご紹介新入会員

New Face
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　社内会議の場を取り仕切るのは、経営者である場
合が多いかもしれませんね。会議は、その時間内に
企画を考えたりアイデアを出し合ったりしている
と、ついダラダラと長引き、エンドレスな雰囲気に
なってしまいます。そこで今回は、会議を取り仕切
る機会の多い経営者の皆さんに役立つ「会議進行の
マナー」をご紹介します。
　まず、会議が始まる前に、会議の流れをまとめた
進行表をつくり、ホワイトボードに記しておきましょ
う。そして、基本的にその進行表に沿って会議を進
めていきます。
　会議は、開始時間に全員集合できるのが理想では
ありますが、業務の兼ね合いでどうしても遅れて入
室してくる社員が出てきます。このとき、議事を中
断して遅刻を責めたり注意したりするのは時間の無
駄でしょう。「お疲れさま」と声を掛けて、気持ち
よく途中参加させる方が効率的です。
　遅刻して参加する社員が多かったとしても、会議
の開始時間と終了時間は予定を守りましょう。そう
しないと、定刻に参加した人に対して失礼に当たり
ます。ただ、遅刻してきた社員も会議の内容を把握
できないといけないので、会議の際には必ず１人、
議事録を作成する書記を指名しましょう。そして、
会議中もしくは会議の後に、参加者全員が会議の全
内容を共有できるようにしましょう。

　会議中、経営者の皆さんは、あまり早い段階で発
言をしないように留意してください。経営者が早期
に発言をしてしまうと、社員は意見を述べたり反論
したりしづらくなってしまうためです。経営者の発
言は、会議の終盤に行います。それに対して意見や
反論が出ても、きちんと耳を傾けて尊重するのがリー
ダーたる経営者のマナーです。
　会議中に、お土産や差し入れのお菓子などが配ら
れることがありますが、これは準備や片付けなどで
社員の手を煩わせる可能性があります。また、何か
を食べながら会議に臨むと、リラックス効果はあり
ますが、集中力がそがれる可能性もあり得ます。会
議中に飲食物を配るなら、お茶かコーヒーくらいに
しましょう。ただ、社員が一堂に会する会議は、お
土産や差し入れを配る良い機会でもあります。会議
の前ではなく、終わってから配るようにするとよい
でしょう。
　理想的な会議にできるかは、会議が始まる前まで
にいかに議案を取りまとめ、いつまでに何をどのよ
うに実践するのかなど目標を明確化できるかにか
かっています。人間の集中力の限界は90分ともい
われています。無駄をそぎ落として短時間で集中討
論し、長くても２～３時間で会議を終えられるよう
参加者全員に注意喚起するようにしましょう。

　人財育成トレーナー・ビジネスマナー講師。大学卒業後、日系および外資系航空会社にて国際線
客室乗務員として17年間勤務。現在は、人財育成トレーナーとして接遇サービス、対人コミュニケー
ションについての講演・研修を企業や団体にて行う。客室乗務員時代に身につけたファーストクラ
ス仕様のサービスを元にした、ユニークな研修が好評を博す。年間180回以上の研修と講演をこなす。
著書に、『ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣』『15秒で口説く　エレベーターピッチの達
人』などがある。

美月　あきこ /みづき・あきこ

「スマートな会議の進め方」 人財育成トレーナー　美月　あきこ
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　青森市羽白沢田の国道280号沿いに「あなたの街
のでんきやさん」の看板を掲げ、創業37年の実績
と信頼で家庭用から業務用まで家電製品の販売・修
理・分解掃除など幅広く手掛けている。「主にパナ
ソニック製品を扱っていますが、修理・メンテナン
スに関しては国内全メーカーに対応しています」。
地元の建設業者と提携し、キッチン、浴室、洗面台
など住まいのリフォーム業にも乗り出す。「でんき
やくらしに関することならなんでも相談してほし
い」。
　当店では冷蔵庫の下取りキャンペーンを実施中。
「省スペースなのに大容量の冷蔵庫に買い替えるの
なら、今がチャンスですよ」。そして今冬、注目を
集めそうなのが新4Ｋ、8Ｋ衛星放送が見られる受
像機のお茶の間への普及度の行方。「12月から本放
送が始まります。対応テレビを購入すると、これま
で体験できなかった臨場感たっぷりの美しくて迫力
ある映像が楽しめます。大いにPRしたい」。
　量販店に対し、町の電気屋さんは「徹底した顧客
管理と徹底した御用聞きサービス」で生き残りを図
る。永井さんのスタンスも同様で、「日曜、祝日で
も修理など御用があれば、電話一本で出来るだけ出
向いていきます」。
　「元気町あぶらかわ商店会相談役」、「かかしロー
ド280実行委員長」などを務め、商店会、街の活性
化にも力を注ぐ。280号バイパス沿いの恒例行事
「かかしロード」は12回を数え、地域の押しも押さ
れもしないイベントに。「当初の目標だった創作か

かし280体を優に超え、今では400体以上に。今年
のシンボルかかしは俳優の梅沢富美男さん。高さ7
メートルの梅沢かかしが皆さんを出迎えます。9月
29日まで展示していますので楽しんで」と永井さん。
　8月末に開催し、盛況だった「油川ジャズフェス
テバル」も楽しみなイベント。「ジャズを地域の起
爆剤とする同フェスは、4回とまだ回は浅いですが、
幼稚園児から大人までさまざまな世代の交流が図ら
れるなど商店会のビッグイベントに成長しつつあ
る」と手応えを感じている。
　地域を元気にする活動について話を向けると、俄
然、目を輝かせる。「地域活動に割いている時間の
ほうが本業より長いかも…」と笑う。それも次のバ
トンを引き継ぐ長男・和幸店長の存在があればこそ。
本業の傍ら、地域の担い手としての責務を背に、忙
しく奔走する日々は続く。

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9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。

「モリピアナガイ（株）」
� 代表取締役　永井　幸男さん商 工 プ ラ ザ

電気と暮らし支えて37年。「街のでんきやさん」は地域おこしにも日々、奔走

「地域が元気になるには商店会が元気にならないと。
そのお手伝いをしたい」と話す永井さん
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