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■宇都宮市・市議会・会議所との会談
「はやぶさ」宇都宮駅停車へ向け合同要望を目指す
　北海道新幹線開業に向け、東京・新函館北斗間を
運行する予定の「はやぶさ」を宇都宮駅に停車させ
るよう求めている宇都宮市佐藤栄一市長と北村光弘
商工会議所会頭、熊本和夫市議会議長らが去る平成
26年12月 1 日函館市を訪問し、工藤市長、松本会頭、
松尾議長と会談を行いました。
　現在、東京・新青森間を運行している「はやぶ
さ」は宇都宮駅を通過しており、北海道と行き来す
るためには仙台駅での乗り継ぎが必要であることか
ら、北海道新幹線開業に向けて両地域間の交流拡大
を図ることを目指し、宇都宮市でははやぶさ停車運
動が展開されています。会談では宇都宮側から、こ
れまでの地元での取り組み経緯について報告された

あと、函館側との意見交換を行いました。函館側と
しても、これまで交流の少なかった北関東地域の拠
点都市と直結されるメリットが大きいことから、今
後は両地域が合同で要望活動等に取り組んでいくこ
とを確認しました。

　　去る12月5日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
第１回臨時議員総会を開催しました。
　当日は、前段で第５回常議員会を開催し、また総
会終了後に、引き続き本所議員会の平成26年度定時
総会、同じく議員会主催による歳末懇親会が開催さ
れました。
　臨時議員総会では、松本会頭挨拶の後、常議員会
を経て提出された事項４件（議員・顧問の異動、陳情
要望活動、部会・委員会活動、新会員36事業所の加
入）について、それぞれ報告され、異議無く承認され
ました。
　また、歳末懇親会(議員会主催)では、工藤市長や
青森商工会議所議員会をはじめ、市内各界の方々を
来賓として招き、恒例となった大抽選会も行われる

など、終始和やかな雰囲気のなか盛会のうちに終了
しました。

陳情要望活動等について報告
第1回臨時議員総会開催

▲開催に先立ち挨拶する松本会頭

▲両市の連携を確認
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　去る11月24日、「観光分野における道央・道南地
域商工会議所意見交換会」が花びしホテルにて開催
され、本所からは西村・久保・境副会頭をはじめ「観
光・飲食・サービス部会」「国際経済交流委員会」「広
域連携委員会」「新幹線開業対策特別委員会」の正
副部会長、正副委員長ほか14名が出席しました。
　本会合は「北海道新幹線開業を契機に、観光振興
についての連携を」との札幌商工会議所の呼びかけ
により開催されたもので、札幌のほか、小樽、室蘭、
岩見沢、苫小牧、森、江別、倶知安、登別の商工会
議所から、関連委員会委員を中心に出席があり、当
地域からはオブザーバーとして北斗、七飯、函館東
商工会からの参加も得て、総勢42名での会合とな
りました。
　意見交換会に先立ち、JTB北海道の古田社長から

「道内周遊観光について・新幹線開業における観光
ルートの変化」をテーマに、広域観光の重要性につ
いての講演があり、その後、各地商工会議所から観
光に関する取り組み等が説明されました。
　意見交換では、「北海道新幹線開業を千載一遇の
チャンスとして、各地の魅力を発信していく」「各
地の個性やイベント等を上手に組み合わせて広域観
光につなげる」「各地の観光資源について、再度の
見直しと磨き上げが必要」などの意見が交わされ、
今後の連携、協力の強化が確認されました。

　去る12月20日、はこだてクリスマスファンタジー
会場における弘前市PRイベント「ひろさきナイト」

が、弘前市葛西市長、弘前商工会議所永澤会頭など
が参加し盛大に挙行されました。
　今年で4回目を迎えた「ひろさきナイト」では、
弘前・青森発の函館ツアー客300人以上が来訪し、
毎年恒例の巨大アップルパイ約2千個が函館市民や
観光客に振る舞われたほか、ご当地アイドル「りん
ご娘」ステージが開催され、大勢の観客で賑わいま
した。弘前りんごPRイベントや弘前と函館の工芸
団体による「津軽のクラフト×函館のクラフト」も
開催され、函館側でも、弘前からのグループ客を対
象に、弘前側からのれん分けされた街あるきツアー

「だいもん路地裏探偵団」が実施されるなど、函館
市内随所で関連事業が展開されました。

　津軽海峡ブランド博が去る11月22〜23日の日程
で、青森産業会館において開催されました。
　当イベントは、北海道新幹線開業を見据え、道南
と青森県の物産を共同でPRし、全国に発信するこ
とを目的に開催され、津軽海峡圏から集まった101
の企業・団体が出店し、 2 日間で約 3 万人が来場し
ました。
　また、会場には函館商工会議所ブースを設け、青
函圏での販路拡大や商品開発等を目指す食品製造業
を中心とした企業の商品展示や、ノベルティグッズ
の配布を実施し、函館の物産・観光のPRを行いま
した。

■観光分野における道央・道南
地域商工会議所意見交換会開催

北海道新幹線開業を機に観光振興ついての連携を図る

■津軽海峡ブランド博
青森において函館の物産をPR

■ひろさきナイト
クリスマスファンタジー来場者へ
弘前市の魅力をPR

▲意見交換会の様子

▲大勢の来場者で賑わう会場

▲挨拶する弘前市長
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　ジェトロ北海道、函館市、本所（国際経済交流委
員会主管）の 3 者共催による食品輸出商談会を、去
る11月17日、ロワジールホテル函館を会場に開催
しました。
　世界的な日本食ブームや食に対する安全性を求め
る風潮が強まる中、近年富裕層が増加している台湾、
シンガポール、タイなどアジア諸国 8 地域から 9 社
のバイヤーを招聘し、函館地域からは水産加工品、
乳製品、菓子などを製造する15社が自社製品を試
食・試飲してもらいながら積極的に売り込みました。
　当市での 3 者共催による商談会は昨年 2 月に続い
て 2 回目となり、また商談会に向けた事前準備の一
環として10月 8 日には事前勉強会の商談スキルセ
ミナーを開催しました。

　函館駅前広場イルミネーション点灯式が去る
11月29日、はこだて冬フェスティバル実行委員会
森会長、工藤市長、本所松本会頭が参加し函館駅前
広場において開催されました。
　当イルミネーションは、毎年実施している元町地
区に加えて、開港通りとともに今年から新たに点灯
エリアとなり、来場者や通行人の目を楽しませてい
ます。
　点灯式では、森会長が「イルミネーションや冬花
火の規模拡大によって冬季の函館観光を盛り上げて

いきたい」と挨拶した後、出席者が点灯スイッチを
押し、光のアーチやじゅうたんなど 6 万 3 千個の電
球が一斉に灯されました。
　なお、イルミネーション点灯は、 2 月28日まで
毎日行われていますので、是非足をお運びください。

　第23回日本珠算連盟優良生徒表彰式と2014年全
国そろばんコンクールを去る12月７日、70名の選
手が参加のもと本所会議室において開催しました。
　当日は、コンクールに先立ち第23回日本珠算連
盟優良生徒表彰式を行い、１級合格者等成績が優秀
だった11名の生徒が優良生徒として表彰を受けま
した。
　また、あわせて日本珠算連盟の会員表彰が行われ、
勤続30年で苅田美由紀先生が表彰されました。そ
の後は、2014年全国そろばんコンクールで予選を
勝ち抜いた総合競技部門別優勝者10名による記録
会や、種目別競技を行い、参加選手は年内最後とな
る大会で腕を競い合いました。

■函館駅前広場
　イルミネーション点灯式
駅前を華やかなイルミネーションで彩る

■第23回優良生徒表彰式・
2014年全国そろばんコンクール
努力をたたえ優良生徒11名を表彰

■ジェトロ食品輸出商談会in函館
台湾、タイ等のアジア諸国から９社を招
聘し、地元企業と直接商談

▲イルミネーションの様子

▲表彰された優良生徒との記念写真

▲個別商談の様子
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■青年部
道央･道南協議会連絡会議函館会議を開催
　平成26年度北海道商工会議所青年部連合会道央･
道南協議会（登別、美唄、岩見沢、恵庭、石狩、函館、
森、小樽の 8 商工会議所青年部（以下YEG）で構
成）連絡会議函館会議を去る11月28日、函館YEG
から須田会長はじめメンバー 17名、各YEGからメ
ンバー 38名が参加のもと、新函館北斗駅前、みな
との森において開催しました。
　当日は、研修事業として新函館北斗駅前を視察し
た後、外崎副会長と事務局より北海道新幹線開業ま
での現況と函館YEGの取り組みについて説明を行
いました。続いて連絡会議では、次年度協議会運営
や次回協議会日程などについて協議し、各YEGの
事業報告などを行いました。
　また、会議終了後には懇親会を開催し、和やかな
雰囲気のなか交流を深め、盛会裡に終了しました。

■青年部
臨時総会並びに12月例会を開催
　臨時総会並びに12月例会を去る12月 3 日、須田
会長はじめメンバー 44名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。
　臨時総会では、役員任期満了に伴う次期会長の選
任について協議を行い、役員会において推薦された
齋藤副会長が出席者の拍手をもって次期会長に選任
同意されました。
　また、引き続き行われた12月例会では、講師に
㈱日本プロバスケットボールリーグの中野秀光社長
をお迎えし「bjリーグが展開するバスケットボール
の枠を超えた地域活性化について」と題したテー
マでご講演をいただきました。その中で中野社長

は「選手が地域密着のボランティア活動を行うこと
により、バスケットボールに興味を持ち、会場に足
を運んでいただくきっかけを作ること。そして会場
では、試合前のショーや飲食ブースなど、どの世代
の来場者でも楽しんでもらう空間を用意し、リピー
ターになってもらう事が重要」と述べられました。

■女性会
クリスマスチャリティパーティーを開催
　クリスマスチャリティパーティーを去る12月 9 日
に金森ホールにおいて開催し、工藤市長、久保副会
頭など多数の来賓を招き、当会会員28名を含む総
勢132名が参加しました。
　当パーティーは、函館の冬のイベントとして定着
している「はこだてクリスマスファンタジー」を盛
り上げようと昨年初めて企画し、今年で 2 回目の開
催となりました。
　当日は、クリスマスソングの生演奏や抽選会など
で盛り上がり、また、パーティーの会費の一部で、
はこだてクリスマスファンタジー実行委員会へ運営
寄付金を贈ったほか、NPO法人ウィメンズネット
函館には、同団体で保護を受けている児童へのクリ
スマスプレゼントとして、サンタブーツのお菓子
セットを贈呈しました。

▲プロスポーツを通じた地域活性化について説明する中野社長

▲函館YEGの取り組みについて説明する外崎副会長

▲パーティーを楽しむ参加者たち
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■今後のうごき� 【12月26日現在】

1 月

13 火
北海道信用保証協会�個別相談
女性会�クリスマスチャリティパーティー実行委
員会、役員会

14 水
経営相談
議員会�幹事会・新年会

20 火
３級販売士養成講習会�予備試験
女性会�１月例会
（創立45周年記念祝賀会・新年会）

21 水
金融個別相談
銭亀沢支所�平成２７年新年交礼会

23 金
みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会�役
員会
法律相談

27 火
３級販売士養成講習会�追試
企業に求められる環境経営を実現するＨＥＳ活
用セミナー�in�HAKODATE

28 水
発明相談
青年部�臨時総会、新年交礼会

2 月
4 水 経営相談
10 火 北海道信用保証協会�個別相談
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　「フラワーアレンジメント講習会」を去る12月 3

日、「生け花講習会」を去る12月24日、共に銭亀沢

支所において、銭亀沢地区女性部メンバーが参加し

開催しました。

　同講習会はクリスマス及びお正月を迎えるにあた

り店舗を華やかに飾り付けるひとつとして、「フラ

ワーアレンジメント講習会」は「フラワーショップ

花泰」の中島姫代美さん、「生け花講習会」は華道 

池坊教授 関真由子さんに講師をお願いし、毎年開

催されています。

　当日は、講師の専門的な指導を受け、参加者全員、

作品を完成させ、お互いの作品を見ながら懇談し和

やかな雰囲気のなか終了しました。

■銭亀沢地区女性部
「フラワーアレンジメント講習会」及び「生
け花講習会」の開催

平成２6年度 年会費納入のお願い
　本所平成26年度会費について、未納の会員様はお
早めにご納入くださいますようお願い申しあげます。
　なお、会費等の納入に際し、手間・手数料のかか
らない自動口座振替への移行をお勧めしております。
ご希望の方は申込用紙をお送り致しますので、本所
総務課までご連絡ください。
　また、住所・代表者等の変更があった会員様につきましても、
手続きが必要となりますので、ご一報くださいますようお願
い申しあげます。
 担当：総務課　TEL：23-1181

▲完成させた生け花を囲んでの記念写真
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　企業規模の大小や業種、業態
を問わずに、日々の経営活動を
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。さら
に、公認会計士や税理士等の国家資格を目指
す方や他の資格・検定と組み合わせてキャリ
アアップを考えている方々にも必須の資格と
いえます。
■第139回２～４級
　施 行 日　平成27年2月22日㈰
　募集期間　1月6日㈫〜1月22日㈭
　受 験 料　2級 4,630円　3級 2,570円
　　　　　　4級 1,640円

　 販 売 士 検 定 試 験 の 合 格 者 に
は、「販売士」という称号を付
与していますが、販売士はまさに
「販売のプロ」といえます。激動する流通業
界で勝ち抜くための必須の資格・検定であ
り、「流通業界で唯一の公的資格」として社
会的にも高い信頼と評価を得ています。
■第42回１級・第75回３級
　施 行 日　平成27年２月18日㈬
　募集期間　12月18日㈭〜１月23日㈮
　受 験 料　１級 7,710円　３級 4,120円

お問合せ　企画情報課　TEL23-1181

■このような方々の役に立ちます
◦企業の経理・会計担当者
◦利益率を重視する営業担当者
◦コスト管理を求められる管理者
◦取引先企業の経営状態を把握したい方
◦公認会計士や税理士等の国家資格をめざす方
◦税務申告を自分で行いたい方
◦ 有価証券報告書等を分析して資産運用を図

りたい方
■このような効果が期待できます
◦正しく帳簿をつけられる
◦自社の長所や短所を分析できる
◦費用や収益率を意識するようになる
◦取引先企業の経営状況を把握できる

■このような方々の役に立ちます
◦ デパート、専門店、スーパーなど、大規模

小売店の販売員及び売場責任者や店長クラ
スの方

◦一般小売店の経営者及び従業員
◦ 製造業、サービス業、卸売業などの販売業

務担当者
◦これから流通業界で活躍したい方
■このような効果が期待できます
◦接客に関する基礎知識が身につく
◦取扱商品に関する専門知識が身につく
◦売場や店舗を管理する能力が身につく
◦経済の動き全体からみた店舗経営が身につく

函館商工会議所

検定試験ご案内
資格を取っ

て

キャリア
アップ！！

簿　　記

販 売 士

〒041-0812　函館市昭和2丁目35-12　TEL 0138-42-4211
http://www.luckypierrot.jp/

第58回函館圏優良土産品推奨会  （一社）函館国際観光コンベンション協会会長賞　
函館ラッキーピエロ
レアチーズケーキ
㈲ラッキーピエログループ

90g 194円(税込)



■勤続40年以上（8名） � （敬称略）
氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名

沖　本　　　　毅 函館船具合資会社 佐　藤　　寿　一 函館信用金庫
本　間　　秀　悦 ㈱五島軒 大　越　　道　子 函館信用金庫
工　藤　　由　友 ㈱地主建具製作所 永　田　　信　子　函館信用金庫
三　浦　　光　一 函館信用金庫 山　畔　　繁　行 函館トヨペット㈱

■勤続30年以上（17名）
氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名

加　藤　　久　男 ㈱花びしホテル 竹　林　　　　修 北海道乳業㈱
大　泉　　伸　生 ㈱花びしホテル 関　口　　利　夫　北海道乳業㈱
竹　田　　和　彦 ㈱布目 国　兼　　　　均 北海道乳業㈱
笹　森　　義　信 ㈱エスイーシー 永　井　　康　夫 ㈱アキヤマ
横　山　　典　子 ㈱エスイーシー 佐　藤　　広　一 函港作業㈱
若　山　　孝　宏 ㈱エスイーシー 米　谷　　一　志 函館トヨペット㈱
石　野　　育　代 ㈱エスイーシー 成　田　　　　香 函館トヨペット㈱
渡　辺　　拓　示 北海道乳業㈱ 七　崎　　　　豊 函館空港ビルデング㈱
下　山　　　　篤 北海道乳業㈱

■勤続20年以上（46名）
氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名

岩　田　　栄　二 函館船具合資会社 大　山　　俊　和 函館運搬機整備㈱
伊　藤　　広　貴 ㈱五島軒 武　越　　　　司 ㈱北海道日水
水　野　　昌　輝 ㈱ＳＨＲ函館（ロワジールホテル函館） 村　井　　典　生 ㈱布目
和　田　　幸　人 ㈱ＳＨＲ函館（ロワジールホテル函館） 坂　東　　銀　子 ㈱布目
佐　藤　　　　司 函館運搬機整備㈱ 瀬　戸　　光　子 ㈱布目
高　松　　　　輝 函館運搬機整備㈱ 藤　田　　純　子 ㈱布目
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　第56回優良商工従業員表彰式を去る11月27日、87名の受彰者をはじめご来賓や事業主など多数の出席を
いただき、ホテル函館ロイヤルにおいて開催しました。
　式典では、久保副会頭より「今後も支えになってくれた家族や同僚などへの感謝の気持ちを忘れることなく、
企業や函館経済発展のため力を発揮してもらいたい」と
ねぎらいの言葉がかけられ、受彰者123名を代表して函
館船具合資会社の沖本 毅さんから「本日の栄誉を忘れず、
一層の努力と研鑽を重ねたい」と謝辞が述べられました。
その後は、記念撮影、祝賀会などが行われ盛会裡に終了
しました。
　なお、永年に亘り地域経済を支え、企業発展のために
努力を重ねてこられた皆様に心より敬意を表し全受彰者
をご紹介いたします。

第56回 優良商工従業員表彰式



氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名
福　井　　春　美 ㈱布目 阿　部　　寿　雄 ㈱今井工務店
尾　崎　　夏　樹 ㈱北食　函館工場 三　上　　隆一郎 ㈱今井工務店
斉　藤　　賢　二 ㈱北食　函館工場 山　崎　　大　樹 北海道乳業㈱
亀　澤　　　　剛 ㈱エスイーシー 葛　西　　紀　友 北海道乳業㈱
船　水　　　　明 ㈱エスイーシー 大　場　　泰　郎 五稜郭タワー㈱
小野寺　　紀　子 ㈱エスイーシー 大　野　　キヨ子 ㈱ホテル函館ロイヤル
高　橋　　　　呉 ㈱エスイーシー 島　本　　和　子 ㈱ホテル函館ロイヤル
原　　　　　　一　㈱エスイーシー 中　川　　義　郎 函港作業㈱
吉　田　　正　昭 ㈱エスイーシー 横　山　　孝　博 函館トヨペット㈱
江　守　　敏　彦 ㈱エスイーシー 菊　池　　紀　史 函館トヨペット㈱
佐　藤　　大　介 ㈱明匠建工 石　田　　祐　介 函館トヨペット㈱
酒　井　　正　則 函館信用金庫 北　村　　　　司 函館トヨペット㈱
佐々木　　純　一 函館信用金庫 上　野　　隆　行 函館トヨペット㈱
白　鳥　　裕　也 ㈱道水 工　藤　　美　香 及能㈱
鈴　木　　大　美 ㈱澄建築設計事務所 村　山　　和　久 佐藤木材工業㈱
澤田石　　英　二 ㈱松本組 渡　邊　　信　也 ㈲鮨金
川　政　　里　絵 ㈱松本組 小　林　　多美代 ㈱山大

■勤続10年以上（52名）
氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名

橋　本　　昌　枝 くにや司法書士法人 斉　藤　　玲　子 ㈲ラッキーピエログループ
竹　内　　啓　二 ㈱五島軒 上　野　　孝　弘 函館トヨペット㈱
川　村　　　　潤 ㈱五島軒 綿　井　　竹　明 函館トヨペット㈱
山　本　　　　隆 西野会計㈱ 藤　原　　祐　広 函館トヨペット㈱
大　澤　　裕　明 ㈱布目 蔦　森　　慶　三 ヤマダイ大作運輸㈱
伊　達　　　　豊　 ㈱布目 横　山　　　　紀 ヤマダイ大作運輸㈱
林　　　　　　嶺 ㈱布目 西　村　　涼　児 ヤマダイ大作運輸㈱
田　川　　俊　也 ㈱布目 佐々木　　　　学 ㈲ステージ・カンパニー
岡　田　　芳　紀 ㈱布目 川　畑　　雅　俊 ㈱ヤマダイフーズプロセシング
村　田　　美　佳　 ㈱布目 正　田　　修　一 ㈱ＹＧフラッグシップ
寺　田　　晴　奈 ㈱布目 小　林　　大　作 ㈱ＹＧフラッグシップ
新井田　　亜　耶 ㈱布目 田　中　　康　博 及能㈱
佐　藤　　晴　人 ㈱北食　函館工場 後　藤　　まなみ 及能㈱
黒　谷　　小百合 ㈱北食　函館工場 後　藤　　琴　恵 及能㈱
白　土　　朋　子 函館信用金庫 山　上　　孝　博 ㈱コーノ
水　上　　俊　嗣 ㈱今井工務店 村　上　　慎　二 ㈱コーノ
庄　野　　公　彦 ㈱今井工務店 春　山　　正　樹 ㈱コーノ
広　田　　光　一 ㈱今井工務店 佐　藤　　好　信 佐藤木材工業㈱
船　越　　直　弥 五稜郭タワー㈱ 東　浦　　　　豊 佐藤木材工業㈱
川　本　　哲　生 函館エヌ・デー・ケー㈱ 荒　木　　大　輔 佐藤木材工業㈱
前　出　　勝　人 函館エヌ・デー・ケー㈱ 藤　根　　　　誠 佐藤木材工業㈱
天　野　　典　幸 ㈱ホテル函館ロイヤル 湊　　　　祐　隆 佐藤木材工業㈱
岩　城　　一　夫 ㈱ホテル函館ロイヤル 丸　山　　幸　治 佐藤木材工業㈱
金　子　　真　弓 ㈱ホテル函館ロイヤル 工　藤　　善　則 佐藤木材工業㈱
安　岡　　佑　樹 ㈱佐々木事業所 加　嶋　　　　弘 ㈲鮨金
赤　根　　正　子 ㈲ラッキーピエログループ 布　施　　孝　蔵 三印三浦水産㈱
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中小企業
相談所だよりだより 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

事業者 経営指導員 日本政策金融公庫

融資実行

日
本
政
策
金
融
公
庫

・相談
・申込受付
・指導
・調査

審
査
会

推

　薦
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がんばる経営、応援します！「マル経融資」
　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。

■貸付限度額…2,000万円　■金　　　利…1.35％�（平成26年12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

まずは本所＜℡ 23-1181 ＞あて「マルケイの件で」とお電話ください。

【ご融資額】 学生・生徒一人当たり350万円以内��(外国の大学､大学院等への1年以上留学する場合450万円以内)
【利　　率】 年2.25%（平成26年12月1日現在、固定金利・保証料別）
� （母子家庭または世帯年収（所得）200�万円（122�万円）以内の方は年1.85％）

【返済期間】 15年以内　（交通遺児家庭、母子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円以内）の方は18年以内）
◇在学期間中は、利息のみのお支払い（元金据置）が可能 �在学期間中は、元金を据え置いて利息のみのお支払いとすることが可能です。

詳しくは教育ローンコールセンターまたは最寄りの支店へ

※日曜日、祝日、年末年始（12月31日～1月3日）はご利用いただけません。
※全国から市内通話料金でご利用いただけます。
※ご利用いただけない場合（公衆電話、PHS、CATV電話など）は03-5321-8656�までおかけください。

月～金�9:00 ～ 21:00
土曜日�9:00 ～ 17:00�

　函館市では、食品輸出を目指す企業の商品を、市内の留学生の皆さんが試食し、味や価格、包装などについて評
価する「留学生による函館地域産品評価事業」を下記のとおり実施します。評価の内容は、参加企業に還元します
ので、商品開発や販売戦略などにも活用していただけます。
　「外国のお客さんにうちの商品はどう評価されるのか？」、「この商品は外国人にもおいしいと言ってもらえる
か？」など、評価を希望される企業は、ぜひご参加ください。

■開催日時／1月25日㈰10：00～12：00　■場　　所／函館市青年センター
■募集企業／３～５社（函館市内の企業に限ります。）
■参加外国人の構成（予定）／台湾、ラオス、マレーシア、フィリピンなど10名程度
■申し込み〆切／1月14日㈬

お問い合わせ・申し込み　　函館市経済部商業振興課　電話 21-3452

日本政策金融公庫「国の教育ローン」のご案内

函館支店 国民生活事業　0138-23-8291

教育ローン
コール

センター

０５７０－００８６５６
（ハローコール）

「留学生による函館地域産品評価事業」 参加企業を募集します



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／2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／2月18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／2月25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／2月27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／2月4日㈬ 13：00〜
相談員／公認会計士　鎌田　直善	氏
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　企業における事業活動は、環境配慮型のスタイルに転換していかなければならない時代です。
　環境と経営の両立を図る手法の一つにＩＳＯ１４００１を基本に北海道版として策定されたシステム「北海道環境マネジメントシステムスタ
ンダード（ＨＥＳ）」があります。とかく、環境への対応は「やればやるだけ手間とコストがかかり大変」と囚われがちですが、実際のところ、
ＨＥＳを導入することにより、ムダを省き業務の効率化が図られ、企業の収益アップ、コストダウンに繋がるなど具体的な経営改善効果が期待
できます。特に、平成23年度からは函館市の総合評価落札方式でもＨＥＳが評価項目となったことから、渡島・檜山管内の認証登録企業数は
建設業を中心に11社（平成26年12月18日現在）にまで上っております。今回は、環境マネジメントの必要性に係る基調講演およびＨＥＳの
概要説明を通してＨＥＳの魅力をお伝えします。
　なお、セミナー後、ＨＥＳ認証登録企業による情報交換会を行い、取組状況や登録後による課題などをディスカッションしていく予定です。
（オブザーバーとして参加可）
　この機会に、経営者および担当者をはじめ、皆様のご参加をお待ちいたします。

●開催日時	 平成27年1月27日㈫	第1部･第2部	14:00〜15:40/第3部	16:00〜17:30
●場　　所	 ロワジールホテル函館 (函館市若松町14番10号	TEL:22-0111)

●受 講 料	 無 料（※定員30名になり次第締め切ります。)
●主　　催	 函館商工会議所　●共　　催　エイチ・イー・エス推進機構（事務局:北海道商工会議所連合会）
●後　　援	 函館市	函館市地球温暖化対策地域推進協議会
●申 込 み	 平成27年1月16日㈮までに、下記お問合せ先へ電話・FAX	にてお申し込み下さい。
	 ※函館商工会議所 HP（http://www.hakodate.cci.or.jp/）からも申込書のダウンロードが可能となっています。

企業に求められる環境経営を実現する
HES活用セミナー in HAKODATE

第１部 基調講演 「企業経営のグレードアップを目指す環境経営の取り組み」
 講 師／稲井　昭紀 氏（ＮＰＯ法人札幌ＩＳＯサポートセンター理事長）
第２部 説明会「環境をベースにした企業経営と環境マネジメントシステムについて」（仮）
第３部 ＨＥＳ認証登録企業による情報交換会

セミナー
内容

*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 岩﨑　良子
弁 　 理 　 士 鈴木　康裕　弁 　 理 　 士 宮崎　　恭　弁 　 理 　 士 神谷　直慈　弁 　 理 　 士 紀田　　馨　弁 　 理 　 士 田口　滋子
弁 　 理 　 士 石川香菜子　　  　　弁 　 理 　 士 松尾　貫治　　  　　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： 053-461-5662

お問合せ 函館商工会議所 銭亀沢支所（担当 : 村上） TEL58-3057 ／ FAX58-3736

無料


