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■今月の表紙
「函館港まつり「ワッショイはこだて」」
　写真は、８月２日の函館港まつり「ワッショイはこだ
て十字街・松風コース」に特別招へい団体として青森市
より参加した「青森ねぶた」の様子を撮影した一葉です。
　今回制作されたねぶたは、被災地支援に対する感謝の
気持ちや復興に向かう東北の元気な姿を東北の英雄「伊
達政宗」で表現したものです。
　青森ねぶたの勇壮で迫力ある行進に沿道に集まった観
客は、大いに盛り上がりを見せました。
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●第67回全道商工会議所大会
●建設・土木部会幹事会
●道南台湾観光友好協会総会
●第46回観光土産品試買検査会
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●「あそぶ！ゲーム展」開催のご案内
●「はこだてグルメサーカス2017」開催のご案内
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●「株式会社�リビエラ」
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カナダ・アメリカ シティセールス
カナダ ハリファックス市、アメリカ ニューポー
ト市、マイアミ市においてシティセールスを実施
　去る７月10日～ 20日の日程で、工藤市長、本所久保会頭、

境、水島、村瀬、中野副会頭をはじめ、市議会金澤議長、国

際観光コンベンション協会渡邉会長、港湾振興会兵頭会長等、

市内関係団体の代表らが、カナダのハリファックス市、アメ

リカのニューポート市、マイアミ市を訪れ、函館市のシティ

セールスを実施し、各市へ函館の魅力を伝えました。

　今回の特集では、訪問団が３都市で行ったシティセールス

をご紹介します。

カナダ　−ハリファックス市−
～はこだてクリスマスファンタジーへの支援継続と姉妹都市交流の更なる推進を図る～
　ハリファックス市は、1982年の姉妹都市提携以来、訪問団の相互訪問

をはじめ、友好交流団体や教育機関の相互交流を行っているほか、近年で

は、1998年より函館を代表する冬の観光イベントとなっている「はこだ

てクリスマスファンタジー」に対し、同市からメインツリーとなるモミの

木の提供を受けています。

　今年で姉妹都市提携35周年および第20回クリスマスファンタジーの開

催という節目の年を迎えることから訪問団は同市を訪れ、７月11日には、

ハリファックス市長サヴェジ氏のもとへ表敬訪問、20年に渡る継続的なモ

ミの木の寄贈に対する感謝を伝え、今後の同イベントへの支援継続をお願

いしたほか、同市の都市整備に関するレクチャーおよび意見交換を行い、

函館にとって良い先進事例となる中心市街地への人口集約による活性化を

成功させた取り組みについて学びました。また、姉妹都市提携のきっかけ

の一つとなった星型の城塞「シタデル」を視察の後、ハリファックス市長・

市議会主催の姉妹都市提携35周年記念歓迎レセプションに出席し、更なる

絆を深めました。

　７月12日には、ハリファックス港および港湾局を視察しました。同港は、函館市と同様、クルーズシーズンが４月か

ら10月までに限られている中で、年間約200回の寄港回数、約25万人の乗船客を受け入れており、誘致活動として、イ

ンバウンドに特化し、アウトバウンドとしてニューヨーク、ボストン等の大都市圏と国を跨いだ連携を行い、クルーズ

船社に売り込むという取り組みを行っている等の説明を受け、新潟等の他港との連携を模索している函館にとって、今

後の誘致活動を検討する上で参考となる視察になりました。

アメリカ　−ニューポート市−
～ペリー提督や黒船を通じた都市間交流～
　ニューポート市は、1854年、函館に来航したペリー提督の生誕の地で

あり、毎年「ニューポート黒船祭」が開催されています。2014年５月に、

函館市で開催されたペリー提督来航160周年記念行事に参加のため、ニュー

ポート市長のハリー・ウィンズロップ氏、ロードアイランド日米協会会長

スペンサー・ヴァイナー氏ら計４名が来函しました。

　今回は、同行事に係る返礼を目的に、去る７月13日～ 14日、訪問団は

同市を訪れ、13日には、アメリカにおいて最も古い景勝地帯の一つであり、

歴史ある街並みの市内を視察、14日には、ニューポート黒船祭に参加し

たほか、ニューポート市長のウィンズロップ氏のもとへ表敬訪問しました。

特 集

ハリファックス市長への表敬訪問の様子

ニューポート黒船祭
ペリー提督の銅像前での記念撮影
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アメリカ　−マイアミ市−
～世界最大のクルーズ拠点であるマイアミ市のクルーズ船社各社へプロモーション～
　函館港に寄港するクルーズ客船の特徴として、駅前地区を起点に市電等

で街歩きを楽しむ傾向が顕著であり、現在進められている若松ふ頭の整備

により、函館港の強みが発揮されるほか、鉄路（新幹線）・空路との連携に

よるバリエーションの増加が見込まれることから、発着港としての機能拡

充が期待されています。

　去る７月16日、訪問団はマイアミ市を訪れ、世界最大のクルーズ拠点であ

るマイアミ港の視察を行い、市街地までのアクセス道や効率的な乗下船を確

保するためのターミナル設備、一度に５千人以上の乗船客に食料を供給する

ための倉庫や積み込み作業等を見学し、函館港とは規模や用途が異なるもの

の、今後のターミナル整備を検討する上で参考となる視察となりました。

　17日には、船舶が若松ふ頭暫定供用期間での係留が可能なサイズで、世界でもハイクラスの高級小型クルーズ客船を

運航するクルーズ船社を対象に、下記の通り、各社幹部のもとを訪れ、プロモーション活動を実施し、函館の観光や寄

港実績、新幹線や空港をはじめとする交通利便性の高さ等をアピールしました。

１ ノルウェージャン・クルーズ
　２年後の函館寄港を検討している「セブンシーズ・マリナー（48,075㌧）」の運航船社である「リージェント・

セブンシーズ・クルーズ」を傘下に持つ世界で第三位の規模を誇るクルーズ船社となる同社を訪問しました。

　同社は、訪問団の函館のPRを聞き、「函館について非常に美しく魅力的な街という印象を持った」との感想を

述べたほか、新たな岸壁（若松ふ頭）および既存岸壁を含め、最大でどの大きさまで入港可能かについても踏み

込んだ質問があり、訪問団はプロモーションとしての手応えを感じたところです。

2 シルバーシー・クルーズ
　「シルバー・シャドー」など三隻の寄港実績があり、函館港とは馴染みの深い同社を訪問しました。２年後は

新造船「シルバー・ミューズ（40,700㌧）」を日本に配船予定であり、同社からは若松ふ頭について高い関心が

窺え、「２年後に向け、函館についても具体的な検討を開始する」、「近々、函館に視察チームを派遣させたい」

との言及がありました。

3 ロイヤルカリビアンクルーズ（アザマラ・クラブ・クルーズ親会社）
アザマラ・クエスト（30,277㌧）が2019年に函館初寄港
　同社は「セレブリティ・クルーズ」および「アザマラ・クラブ・

クルーズ」を傘下に持つ世界第二位のクルーズ会社であり、函館港

には、これまで「セレブリティ・ミレニアム」の寄港実績がありま

す。同船の寄港時には、地元の高校「遺愛女子高等学校」が通訳ボ

ランティアとして活動しており、生徒達の活躍が評判となっており

ますが、今回の訪問で特別に乗船客からのアンケート調査結果を示

していただき、非常に高い評価を受けていること、更には遺愛高校

生徒の活躍等もあり、２年前よりその得点が高まっていること等に

ついての説明を受けました。また、初寄港となる「アザマラ・クエ

スト（30,277㌧）」の2019年の函館港への具体的な寄港スケジュー

ルも明らかにし、「函館に対する期待は非常に大きい」との高い評

価をいただきました。３回予定されている寄港のうち、４月29日の寄港では桜を楽しみにしているとのことで、

訪問団は、五稜郭の桜が日本一の人気を誇っていることを説明し、大いに盛り上がりました。

　これら三者の訪問により、若松ふ頭の早期整備の必要性を改めて実感しつつ、プロモーション活動としての手

応えを感じながら帰路に就きました。

マイアミ港でのクルーズ船視察の様子

ロイヤルカリビアンクルーズでの
プロモーションの様子



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29年7月12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）

　本所では、各種融資を利用する際のチェックポイントや
国・道・市の制度融資をまとめた手引（Ａ4版92ページ）
を発刊しました。
　手引をご希望される方に本所窓口にて無料配布しており
ます。（郵送は行っておりません）
　なお、部数に限りがございますので、お早めにご来所の
うえ、お受け取り下さい。

「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

❶ 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。

❷ 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。

❸  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/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。◇

平成29年度版
金融制度の手引を
発刊しました

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

がんばる
経営、応援
します！ マル経融資

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

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／9月12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／8月16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／8月23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／8月25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／9月13日㈬ 13：00〜
相談員／公認会計士 鎌田 直善 氏

【 お問合せ・お申込先 】    
◦函館商工会議所 経営支援課 セミナー担当 TEL：０１３８-２３-１１８１
◦北洋ビジネスクラブ （㈱ 21総研内） 担当　浅野 TEL：０１１-２３１-２０６２

～ 経営応援 労務セミナー in 函館 ～
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開催日／平成29年 8月24日㈭ 13：30～17：00

会　場／函館商工会議所　３階会議室 函館市若松町７番１５号（℡２３-１１８１）

参加料／無料 申し込み締切日：平成２９年８月１８日（金）

講師及び
テーマ

１．越膳　恵子　特定社会保険労務士
 『トラブルを防ぐ！就業規則と労働条件明示』
２．田代　耕平　弁護士
 『会社が従業員に訴えられたとき～会社はどうなる？どうする？』
３．本間　賢一　マーケティング･コンサルタント
 『北海道中小企業の若手社員の退職理由、トップ5への対応策』

　函館商工会議所と北洋ビジネスクラブ（事務局：㈱北海道二十一世紀総合研究所）は、講師に「一般社

団法人はまなす労務サポートステーション」所属の弁護士、社労士、経営コンサルタントの

３名をお招きし、下記要領にて経営応援『労務セミナー in 函館』を開催いたします。

　労務問題全般にわたる内容で、最新事例を織りまぜながらセミナーを進めてまいります。

セミナー終了後には「個別相談」（事前申込）も予定しております。奮ってご参加を !!

無料

*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

参加料
無料

『会社と社員を守る！労務のポイント』
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伝統の技術と最新鋭の設備
　昭和16年に初代社長�布目�賢治が入舟町に弊社の前身となる
布目賢治商店を創業して以来、塩辛や松前漬け等の生珍味や海
産物のレトルト食品等を製造・販売する“イカの街�函館”の
水産加工の会社として、市内をはじめ道外のお客様からも広く
ご愛顧いただいております。社長が得意先廻りの手土産にして
いた塩辛が好評だったため商品化された“社長のいか塩辛”や
国産のスルメ・昆布・人参やこだわりの有機醤油を使用した“社
長の松前漬”が人気の商品となっています。
　企業理念は【ハイテースト＆ハイライフ】です。お客様に本
当にご納得いただける味・品質をお届けするため、こだわりを
持って商品を製造しています。また、企業活動を通じて、より
豊かで快適な食文化の創造や地域の繁栄、環境保全への貢献を
目指しています。
　塩辛や松前漬け等、多くの商品は、人の目で素材を厳しく選
別し、“本数の子�黄金松前”等の一部商品は、素材の形状を崩
さないようにするため、攪拌(かくはん…素材と調味料等を混
ぜ合わせること)も手作業で行っています。これらの作業に要
求される高い技術や知識は、職員から職員へ受け継がれていま
す。弊社では、そういった現場の職員が持つ生きた知識や伝統
技術を大切にしています。
　また、平成25年3月に新社屋が完成し、これまで分散してい
た本社、第二工場を集約し、一貫生産を行うことで生産力、安
全・衛生管理の強化を図りました。コンピューター管理による
商品や原料のトレーサビリティシステム、原料の大量解凍シス
テムやスピーディーな充填・包装ライン等の最新鋭の設備に加
え、国際的な食品安全マネジメントシステム「FSSC�22000」
の認証を、営業所を含めた全部門で取得、異物の混入を防ぐた

め工場内の衛生管理等を徹底し、品質や安全性を高めています。
また、高濃度排水処理システムを導入し、工場から排出される
汚水を環境に影響を及ぼさないレベルまで処理し、環境保全に
も取り組んでいます。

地域と共に生きる企業として
　弊社では、地域貢献の一環として、地域の小中学校、農協や
漁協、海外の水産関係者等を対象とした工場見学の受け入れや
地元の人間を中心とした採用活動等を積極的に行っています。
また、地域に根差した社員教育の一環として、函館や周辺地域
の歴史・文化・観光・地理・人々の暮らし等をより深く理解し、
地元への愛着と誇りを持ってほしいという思いから、“はこだ
て検定”の受験が社員に推奨され、合格者に報奨金が支給され
る制度があります。
　私は、はこだて検定の上級試験に挑戦し、勉強を通じて、街
のいたるところにロマンやストーリーが点在していることやま
だまだ知らないことがたくさんあることに気づき、この地域の
奥の深さや魅力を改めて感じるようになりました。一見、水産
加工業には関係ない分野に思えますが、はこだて検定で学んだ
知識や気づいた街の魅力を商品開発に結び付け、今後は、“イ
カの街�函館”を意識した商品のブランディングや函館という
街を好きになってもらえるような商品の企画等を行っていきた
いです。

今後の目標
　近年は、イカ漁の不良による原料価格の高騰等、弊社を取り
巻く環境は予断を許しませんが、今後も、研究や開発力に磨き
を掛け、弊社が誇る味「布目ブランド」の向上に努め、創業
100年に向かって、皆様から愛され信頼される布目として歩ん
できたいです。
　また、これまで先代達が築いてきた伝統の味や信頼を守り続
けると同時に、これまでになかった観点から商品開発を行い、
洋食の付け合わせに使える生珍味、気軽に食べられる生珍味等、
生珍味の新しい食べ方を提案し、生珍味の新たな魅力を幅広い
層のお客様へ伝えていきたいです。

㈱布目　
函館市浅野町4番17号　TEL：0138-43-9101

Data

㈱布目
営業部課長補佐　河邉　新吾
（はこだて検定上級合格者）

テーマ

会員NOW
地域と共に生きる企業として

Vol.48

素材の選別、殺菌の様子

ワインのおつまみに…タコのピンチョス

社長のいか塩辛
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函館商工会議所会員様 限定優待情報
　８月１５日～８月３１日までの間、当店にて１，５００円以上お買い上げいただくと…　

“ミルクソフトクリーム”を一本プレゼント！！
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。
　�プレゼントは優待券一枚につき一本まで、ソフトクリームの種類は“ミルクソフトクリーム”のみと
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。

甘さ控えめ、あっさりと食べやすい手作りケーキ
　当店は、大野新道沿い、常盤川の近くに店を構える洋菓子店で、平成
28年10月にオープンしました。
　店名の由来でもあるモンブランは、「チョコモンブラン」がチョコ
ロール生地に生チョコクリームとガナッシュクリーム、「和栗のモンブ
ラン」がタルト生地にカスタード、と同じモンブランでありながらそ
れぞれ違った風味・食感をお楽しみいただけます。その他、しっとり
としたスポンジとコクがあるけど甘すぎない生クリームの“ショート
ケーキ”や生クリームと卵黄をたっぷり使った濃厚で滑らかな舌触りの
“レーヴプリン”、まるごと1個の桃にカスタードと生クリームを入れた
夏季限定商品“まる桃ちゃん”等が当店の人気商品です。
　また、レモンケーキやフルーツケーキ、クッキー等の焼き菓子やお祝
い用のデコレーションケーキも取り扱っています。贈り物選びに迷った
時は、ぜひ当店へ。
　商品はすべて手作りのため、種類によっては、数量限定の商品もござ
いますので、事前のご予約をおすすめします。

ソフトクリームやパフェも人気！！
　当店では、ケーキのほかに、ミルクソフトクリームも取り扱ってお
り、さっぱりとしているのにコクのある味わいが特徴です。その他、当
店自慢のプリンの上にミルクソフトを乗せた“プリンソフト”やキャラ
メルソースと新鮮なバナナを使った“キャラメルバナナ”等のパフェも
人気の商品となっています。

お菓子工房 レーヴモンブラン
営業時間　１０：００～１９：００
定 休 日　火曜日
備　　考　駐車場有

住　　所　函館市亀田港町63-6
Ｔ Ｅ Ｌ　０１３８－４３－７７１１

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

いきいきと躍動する。

と書いて活躍。

認められなくても、

うまくいかなくても

まずいきいきしよう。

躍動していこう。

Member’s Board

夏季限定
“まる桃ちゃん”

人気No2
ショートケーキ

人気No1
チョコモンブラン

コクのあるミルクソフトとプリンの滑らかな舌触り
“プリンソフト”

函館商工会議所

会員様限定優待券

お菓子工房 レーヴモンブラン

1,500円以上お買い上げで、

ミルクソフトクリーム一本をプレゼント

※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。

プレゼントは優待券一枚につき一本まで、ソフトクリーム

の種類は“ミルクソフトクリーム”のみとさせていだだきます。

使用期間／平成29年８月15日㈫～８月31日㈭
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　北海道商工会議所連合会主催による第67回全道
商工会議所大会が去る７月８日、室蘭市において、
全道42商工会議所から約500名の役員・議員等が参
加のもと開催され、本所からは正副会頭はじめ７名
が参加しました。
　大会では、「活力ある地域経済の実現を目指して」
を総括概要に、全道商工会議所から提案された中小・
小規模企業の活力強化、地域人材の育成・確保、観
光振興対策、新幹線・道路・空路・港湾等の推進の
ほか、ロシアとの経済交流促進等、14議案と１項
目の特別提案が採択されました。
　これらの議案ならびに提案については、全道商工

会議所の総意として、関係省庁等に要請活動が展開
されます。

　去る 7 月11日、建設・土木部会（髙橋部会長）
幹事会を中野副会頭はじめ 7 名が出席のもと、ホテ
ル函館ロイヤルにおいて開催しました。
　当日は、今後の部会活動について意見交換が行わ
れ、出席者からは、業界の人材不足は深刻化してお
り少子化対策と合わせ働き手の確保にどのように取
り組むかが差し迫った問題であることや、災害時の
対応を含め業界が健全な経営体力を維持できるよう、
公共事業費の確保ならびに地元発注について、関係

機関に要望していく必要がある等の意見があり、今
後部会として、これらの課題に取り組んでいくこと
を確認しました。

■建設・土木部会幹事会
業界の人材不足や働き手の確保等について意見交換

▲意見交換を行う出席者

▲開催に先立ち挨拶する道商連岩田会頭

第67回全道商工会議所大会
活力ある地域経済の実現を目指して全道から提出された議案を決議
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　道南地区と台湾との相互理解を深め、観光・文化・
経済等の民間交流を推進するため、平成24年に設
立された道南台湾観光友好協会の定期総会が去る
7 月26日、ホテル函館ロイヤルにおいて開催され
ました。
　当日は、会員37名が出席し、28年度事業報告な
らびに任期満了に伴う役員改選が行われ、会長につ
いては、中野副会頭が満場一致で選任されました。
　また、29年度事業計画案について協議したほか、
台北駐日経済文化代表処札幌分処長の周学佑氏を講
師に招いて、「最近の台湾情勢について」をテーマ
とした講演会、更に周処長を囲んでの交流懇親会が
開催され、終始和やかな雰囲気の中、今後ますます
の相互交流の発展を確認しました。

　みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会主催
による第46回観光土産品試買検査会が去る 7 月20
日、審査委員12名が参加のもと、フォーポイント
バイシェラトン函館において開催されました。
　当検査会は、観光土産品の不当表示や過大包装を
検査し、公正競争規約の周知徹底や品質向上を図る
ことにより、商品を購入する観光客が函館に対し、よ
り良い印象を持ってくれるよう毎年開催しています。
　当日は、函館駅前や西部地区、空港等の土産品店
で販売されている観光土産品の中から無作為に購入
した50品に対し審査を行った結果、すべての商品
が合格となり、商品表示に対する各企業の意識の高
さを示す結果となりました。

　北海道新幹線の青函共用走行区間高速化について
検討を進める国交省交通政策審議会整備新幹線小委
員会「青函共用走行区間等高速化検討WG」の第
2 回が去る 7 月12日、国交省会議室において開催
され、本所境副会頭が出席しました。
　WGでは、並行開催されている「技術検討WG」
での検討状況について報告と意見交換が行われたほ
か、国が目指す 1 日 1 往復の高速化の具体的な運行
ダイヤについて、事前ヒアリングを行いとりまとめ
た資料に基づき意見交換を行いました。本所からは、
元来、利用者が多い首都圏地域と道南・函館間の利
便強化が必要であり、現在の最速列車の高速化を
提案するとともに、諸制約により実現困難な場合は、
現在、盛岡始発の速達はやぶさを新函館北斗始発
に延長して朝 6 時出発とすることで東京駅 9 ：47
着が実現し、道南在住者の東京滞在時間が大幅に増
加してビジネスチャンスが拡大するという観点で提
案を行いました。

■道南台湾観光友好協会総会
新会長に中野副会頭選出

■第46回観光土産品試買検査会
必要表示事項等を審査し観光土産品の品質向上を図る

■ 国土交通省「青函共用走行区間
等高速化検討WG」

首都圏地域と道南・函館間の利便強化や最速
列車の高速化を提案

▲議事を進行する中野新会長

▲厳正な審査を行う審査委員

▲第２回ワーキンググループの様子



会議所のうごき
kaigisyono ugoki

き会 議 所 う ごの

４10

　函館港まつり協賛イベントの第９回函館ペリー
ボート競漕が去る７月30日、函館港若松南ふ頭前
において開催されました。
　当ボート競漕は、1854年にペリー艦隊が箱館に
入港した際に、箱館奉行が８人乗りの小舟で艦隊に
向かった史実にちなんだレースで、往復150ｍの
コースをスピードで競います。
　天候に恵まれた当日は、一般の部40チーム、女
子の部７チームの計47チームが参加し熱戦を繰り
広げた結果、一般の部は「ザ・レスキュー」が 2 連
覇を果たし、女子の部は「上ノ国　汐吹　女性部」
が初優勝を飾りました。

　箱館高田屋嘉兵衛顕彰・追悼式が去る 7 月31日、
宝来町の嘉兵衛翁銅像前で松田顕彰会長、工藤市長、
松本名誉会頭、本
所 正 副 会 頭 ら35
名が参列のもと開
催されました。
　当日は、僧侶読
経や献花、花泉舞
衛社中による舞踊
奉納等が行われ、
参列者は函館発展
の基盤を築いた嘉
兵衛翁の功績を讃
え、今は亡き恩人
を偲びました。

　また、終了後、嘉兵衛翁のふるさと洲本市五色町
から嘉兵衛翁の子孫で顕彰会理事長の高田耕作氏を
招いての交流会が開催され、「北前船寄港地・船主
集落」が日本遺産に登録されたことを契機として、
今後もさらに両地域の交流促進を図っていくことを
確認しました。

　函館港まつり実行委員会主催による開港158周年
記念函館港まつりが去る８月１日～５日の日程で開
催されました。
　今年の港まつりは、函館港を大輪の花で彩り、約
７万人の観客を魅了した道新花火大会を皮切りに、
２日と３日の両日には、「函館港おどり」や「函館
いか踊り」をはじめとするワッショイはこだてが大
門・五稜郭地区で行われました。特に２日の十字街・
松風コースにおいては、特別招へい団体として青森
市より「青森ねぶた」、シンガポールより函館国際
観光コンベンション協会とシンガポール政府観光局
の姉妹提携25周年を記念して「マルチエスニック・
ダンスアンサンブル」、さらに昨年に引き続き青森
市より「海上自衛隊大湊音楽隊」がパレードに参加
する等、各団体延べ２万人が踊りながら街を練り歩
き、参加者の熱気溢れる踊りと沿道に詰めかけた観
客の声援が重なり、会場全体が大いに盛り上がりま
した。
　５日には歩行者天国、だいもんホコ天ストリート
LIVE2017、函館港おどり・いか踊り大会、ワッシ
ョイはこだてコンテスト表彰式等が行われ、函館最
大のイベントである港まつりは、連日多くの来場者
で賑わいを見せ盛会裡に終了しました。

■第９回函館ペリーボート競漕
47チームが熱戦を繰り広げる

■開港158周年記念函館港まつり
大きな賑わいを見せ、盛会裡に終了

■箱館高田屋嘉兵衛顕彰・追悼式
函館発展の恩人を偲ぶ

▲懸命にボートを漕ぐ選手たち

▲開催に先立ち式辞を述べる松田会長 ▲２日に行われたワッショイはこだて
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　去る７月24日、五島軒本店において「海の日を
祝う会」（本所久保会頭が会長)主催により、函館
市長をはじめ関係機関より来賓を迎え、海の日記念
式典を開催しました。
　式典では、海事業務や函館港の振興発展に尽力さ
れた総勢20名の方々に対し功労表彰が行われたほか、
式典終了後、引き続き同店において、受彰者を囲ん
での祝賀会を開催しました。

　第70回函館地区珠算競技大会を去る７月９日、
64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。
　本大会は、９月17日に帯広市において開催され
る第７５回全道珠算競技大会の予選を兼ねており、
参加選手はそれぞれ、一般・高校の部、中学生の部、
小学校５・６年生の部、小学校４年生以下の部に分
かれ、個人競技（かけ算・わり算・みとり暗算・み
とり算）、読上暗算、読上算の競技でそろばんの腕
を競い合いました。
　個人総合競技の各部門の成績は、一般・高校の部
は八木 泰樹さん（㈱エスイーシー）が同大会３連
覇を果たし、中学校の部は秋本 萌々花さん（深堀
中学校）が、小学校５・６年生の部は奥本 千斗さ
ん（北美原小学校）が、小学校４年生以下の部は金
丸 義貴さん（上磯小学校）がそれぞれ優勝し、優
勝者を含む上位３名は、道南地区からの全道大会の
推薦選手として選出されました。

　去る７月17日、五島軒において、「北海道日本ハ
ムファイターズ・東北楽天ゴールデンイーグルス戦
の函館開催を祝う会」が仙台・札幌・函館の関係者
約120名が参加のもと開催され、本所から観光・飲
食・サービス部会竹村部会長、青年部外崎会長、女
性会今会長等８名が出席しました。
　開会にあたり主催団体を代表して「楽天イーグル
ス・マイチーム協議会」会長の仙台商工会議所鎌田
会頭より、北海道新幹線開業を生かしてスポーツ・
文化面でも連携交流をますます深めていきたいとの
挨拶がなされたほか、「北海道日本ハムファイター
ズを応援する会」の函館支部が同日設立され、本所
副会頭の函館空港ビルデング水島社長が支部長に就
任したことが報告されました。また、野球解説者の
岩本勉氏がスペシャルゲストとして参加し、軽妙な
トークで両チームにエールを送りました。
　翌18日に函館オーシャンスタジアムで開催され
た試合には約1.1万人の観客が来場し、両チームの
戦いに熱い声援を送りました。

■海の日記念式典
20名の功労者を表彰

■北海道日本ハムファイターズ・
東北楽天ゴールデンイーグルス戦
の函館開催を祝う会

■第70回函館地区珠算競技大会
函館地区の選手6４名が腕を競う

▲開催に先立ち挨拶する久保会長

▲優勝を果たした各部門の選手

▲地元代表として歓迎挨拶する竹村部会長
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支店／札幌   営業所／岩見沢・八戸・仙台・埼玉

G （ ８ ） - １ ６ ０ ２ ０ １ ０ ６ ９ ９

　本青年部では、道南・函館を本拠地としたプロス
ポーツチーム誘致可能性の検討と提言、北海道の既
存プロスポーツチームとの連携強化を重点事業の一
つとしており、現在は、レバンガ北海道と連携を深
めている中、バスケットボールの魅力を伝えるとと
もに、道南・函館でのバスケットボールの活性化
に繋げることを目的に、去る 7 月14日、青年部主
催による「レバンガ北海道学校訪問プロジェクト
2017」を実施し、レバンガ北海道の 4 選手が市内
4 小学校、市内 2 高等学校を訪問しました。
　訪問先の子供達は、選手と実技指導やミニゲーム
を通し交流を図り、プロ選手のプレーに圧倒されな
がらも、目を輝かせながら、一緒に汗を流す等、終
始、体育館には笑顔があふれていました。
　また、終了後には、選手と外崎会長はじめ青年部
役員等による懇親会を開催し、和やかな雰囲気の中
より一層の交流を深める等、盛会裡に終了しました。

　去る 8 月 2 日、本所女性会会員ならびに銭亀沢支
所女性部部員等総勢51名がワッショイはこだて十
字街・松風コースに参加しました。
　当会では毎年、定例事業として、パレード第一部「函
館港おどり」に参加しており、当日は沿道から多勢
の観客からの声援を受けながら、揃いの浴衣で踊り
を披露しました。
　パレード終了後には懇親会を開催し、参加者間で
の親睦を深め、和やかな雰囲気の中、盛会のうちに
終了しました。

議員の職務を行う者の変更
・１号議員
　株式会社ＮＴＴ東日本－北海道北海道南支店
	 （旧）取締役北海道南支店長	 後　藤　典　生	氏
	 （新）取締役北海道南支店長	 山　本　真　作	氏
	 （平成29年７月１日付）

■青年部
レバンガ北海道学校訪問プロジェクト2017

■女性会
ワッショイはこだてに参加

▲訪問先での交流の様子

▲十字街スタート地点での記念撮影

議員の異動
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　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いただ
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。
　「知識を仕事に活かしたい」とお考えの観光産業従事者の方や「我
こそは函館通」という好奇心旺盛な方に最適です。

※各種割引があります。詳しくは受験要項をご覧ください。

受験要項・申込書 同封!
お申込み方法や試験の詳細につい
てはこちらをご覧下さい。

受験者必携 !!公式テキストブックと過去問題集で試験対策 !!
公式テキストブック（第6版）

～知れば知るほど、この街が好き。～
函館の歴史と魅力がわかる入門書

平成27年4月改訂
市内主要書店および函館商工会議所で販売して
います
� （B5版208頁） 2,160円（税込）

過去問題集
過去（第４回から第11回）の試験問題と模範解答
を収録しています。
平成29年１月改訂
函館商工会議所でのみ販売しています。

� 初級・上級�　各500円（税込）

施 行 日／平成29年11月５日㈰

受 験 料／初級3,000円　上級5,000円

募集期間／８月１日㈫～９月29日㈮

募集受付中!! 

過
去
問
題

初級　第11回
　全国的にも知られる縄文時代の中空土偶は、愛称を
「カックウ」といい、北海道で唯一の国宝に指定された。
この土偶は今から約3,500年前に作られたと推定され
ている。土偶の作られた時期はどれか。

１．縄文時代早期　２．縄文時代前期
３．縄文時代中期　４．縄文時代後期� 解答：４

上級　第 11 回
　開港により、日本の北の港町箱館は、欧米に広く知られるよ
うになった。1856�年 ( 安政３) アメリカ発行の「ペリー日本
遠征記」や�1857�年発行のフランスの新聞「イリュストラシ
オン」の記事には、上陸したアメリカ人やフランス人が聞いた
函館なまりの「はこだで」をそのまま活字で記述した。記述さ
れた地名をアルファベット８文字で書きなさい。

� 解答：ＨＡＫＯＤＡＤＩ

お問合せ　企画情報課　℡0138-23-1 181

ご案内 Information

函館歴史文化観光検定
（はこだて検定）

第12回



北海道知財総合支援窓口
知的財産無料相談：函館商工会議所
9/27（水）　

お問合せ先 ・函館商工会議所　経営支援課　TEL 0138-23-1181
 ・北海道知財総合支援窓口　担当：金木　TEL 011-747-8256  
  　　URL  http://www.jiii-h.jp/shien

知的財産:商標、特許、実用
新案、意匠（デザイン）、著
作権、キャラクター、営業
秘密、ブランド、植物品種
登録、地理的表示（GI）など

8月26日（土）、27日（日）　UNIVIEW講演
　～　最先端技術が描く大宇宙パノラマ　こんなにも美しい宇宙を巡る旅～

　横幅 14.4m の巨大な高精細 LED ビジョン「Media Wall」に、最新鋭の宇宙シミュレーター「UNIVIEW」が、世界で最も美しい宇宙映像
を描き出します！ナビゲーターは「宙先案内人」高橋真理子さん。
　クオリティを追求した世界初の宇宙体験が函館で実現します！（難聴者向けに文字による解説も行います）
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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

ご
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はこだてグルメサーカス

　毎年恒例となっている、食と観光のＰＲイベントが今年も開催され
ます。北海道新幹線の開業で身近になった東北・北関東地域のほか、
開港５都市、国際姉妹都市、エアラインで結ばれている東京、成田、
名古屋、大阪など、函館とゆかりのある国内外地域の“グルメ”が函
館に集結。各地の郷土料理や特産品をはじめ、参加各店自慢のグルメ
を堪能出来ます。
　また、今年は本市と観光面で連携を進めている大館市、仙北市、小
坂町など北秋田エリアからの大規模出店を特別企画としてお迎えし、
地域の自慢のグルメ・物産はもちろんのこと、秋田犬とのふれ合いコー
ナーなどもお楽しみいただけます。その他にも,２会場の特設ステー
ジでは催し物が盛りだくさん、この機会に是非お越しください！

詳細は「はこだてグルメサーカス　公式ホームページ」をご参照ください。

お問合せ はこだてグルメサーカス実行委員会事務局
 （函館市観光部観光推進課内）TEL 0138-21-3499

公式HP　http://www.hakodate-gc.com/

開催日時／	９月２日（土） 10:00～17:00
	 ９月３日（日） 10:00～16:00

開催場所／	函館駅前地区（はこだてグリーンプラザ会場，函館朝市第一パーキング,太陽大門パーキング）

Information

函館最大級のグルメイベント「グルメサーカス2017」開催！

秋田犬とのふれ合いコーナー（イメージ）

仙台市：牛タン炭火焼き
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　自然エネルギーを利用した省エネ・エコ化事業、
融雪・冷暖房設備設計施工などを手掛ける。IHI 空
調システム「リビエラ」代理店として1980年に設
立。以降、「豪雪都市青森の快適環境作りと住まい
の良さ」を探求、成長してきた。「創業から今日ま
で当社の歩んできた37年間の歴史は『脱化石燃料』
を前面に掲げ、空調から融雪に至る熱学技術の蓄積
の歴史でもあります」。水を「熱エネルギー」に変
える同社の特許技術は独自の「低温融雪」設計・施
工に生かされ、県内の学校、民間施設などの融雪、
冷暖房設備で成果を挙げている。
　地下水の利用は公害防止等の目的から厳しい規制
がかけられているが、『地下水熱利用設備における
地中装置』は、「地下水をくみ上げ、熱だけを利用
した後、水を地下へ戻す仕組みが規制対象外となり
特許取得につながった」。
　青森市の企業として、雪問題の解決は起業当初か
らの命題。快適で安全に雪処理ができる融雪システ
ムの開発は、「北国のくらし研究会・青森市長アイ
デア賞」（2000年）、「東久邇宮記念賞」（2002年）
など数々の受賞歴に輝き、2015年には「地下水熱
利用省エネ及びエコシステムの考案」が「文部科学
大臣表彰・創意工夫功労者賞」を受賞している。
　地下水の熱だけで雪を溶かす「リビエラエコシス
テム」は今年2月、地球温暖化対策に取り組む企業
や団体の活動を表彰する「低炭素杯2017・審査委

員特別賞」に輝いた。「全国の自治体、企業、学校
など約970団体の応募があり、うち、最終選考に残っ
た26団体がプレゼンテーションを行い、融雪に灯
油などの化石燃料を一切使わないシステムが二酸化
炭素削減を目指す低炭素社会への有効な取り組みと
して高い評価を得た」と話す。本県の企業・団体で
は初の受賞に「エネルギー問題と温暖化問題の解決
に貢献したい」と力を込めた。
　今後の戦略について、地熱を利用した「バイナリー
発電」分野への参入を口にした。「先の東日本大震
災ではライフラインの遮断が大きな社会問題となっ
た。化石燃料に頼らないエネルギーの構築は喫緊の
課題。こうした問題に企業として果敢に取り組んで
いきたい」

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 7 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。

「株式会社�リビエラ」
代表取締役　今　　喜代美�さん商 工 プ ラ ザ

自然に優しい「リビエラエコシステム」。「低炭素杯」特別賞を受賞

手掛けた事業を示しながら、「『リビエラ』空調は冷暖房
に非常に優れています」とPR�する今さん
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