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■今月の表紙
「函館市文学館」
　写真は、大正モダン漂う函館市文学館の建物を撮影し
た一様です。
　大正10年に、第一銀行函館支店として建設されたこの
建物は、平成元年に当時の所有者の㈱ジャックスより市
へ寄付され、平成５年４月より文学館として利用されて
います。
　なお、市内の文化・教育施設、民間施設等を夜間開放し、
家族そろって地域の文化に触れるイベント「はこだてカ
ルチャーナイト」が来る９月22日に開催され、同文学館
では、石川啄木にまつわる催しが行われる予定です。
　（「はこだてカルチャーナイト」の詳細については、同封のパンフ
レットをご参照ください。）
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はこだて検定 （函館歴史文化観光検定）

はこだて検定合格者の会
　市民団体「はこだて検定合格者の会」は、はこだて検定の認知度の向上等を目的に、「箱館歴史散歩の会」

中尾 仁彦 氏の呼びかけにより平成26年に発足されました。メンバーは、同検定の上級合格者で構成され、過去

問題を独自に分析し、出題傾向等を探っているほか、無料の受験相談会の開催を通じた受験者増と受験者支援

の活動、さらには、市内における街歩きツアーや史跡巡り、講演会等も開催し、街の魅力の再発見や郷土の歴

史の知識普及に貢献しています。

街歩きツアー・史跡巡り！ ～函館や周辺地域の魅力を再発見～ 
　同会では、街歩きツアーや史跡巡り等を行い、街の魅力、郷土の歴史を多くの方々に伝えて

います。最近の街巡りでは、去る８月11日に「函館の土木・産業遺産巡り」を開催し、60名の

方が参加しました。土木・産業遺産にスポットを当てたツアーで、東北・北海道で最古の手動

式エレベーターや現存する最古の路面電車の操車塔、日本最古のコンクリート電柱等、市内に

点在する道内または日本で最初の土木・産業遺産等を、同会のメンバーによる説明を交えなが

ら巡り、参加者は歴史の奥深さや街の魅力を堪能しました。

　

無料相談会・受験講座！ ～受験者の学習を全力でサポートします～
　「無料相談会」では、同検定の効率的な勉強方法や役立つ参考書・資料についてのアドバイス、

過去問題の分析による出題傾向等、受験希望者への支援を行っており、今年も８月３日からス

タートし、９月末まで開催しています。

　相談会に参加した初級受験希望者からは、「テキストの内容をわかりやすく解説いただき、ポ

イントが理解できた。」、「苦手分野の勉強方法をわかりやすく教えてもらえた。」、上級受験希望

者からは、「テキストに載っていることだけでなく、その事柄についての関連情報のまとめ方や

函館の最近のトピックスについて勉強できた。」等の感想をいただきました。

　また、８月18日から初級を対象とした「受験講座」がスタートし、毎週金曜日の夜に開催し

ています。模擬問題を解きながらポイントを学ぶだけでなく、宿題形式の課題が与えられ、受

験者の計画的かつ継続的な学習を支援し、基礎を固める内容となっています。

無料相談会
時間：午後１時～３時
日程：9月16日（土）、9月23日（土）、9月30日（土）

場所�：函館市地域交流まちづくりセンター３F�
（函館市末広町４－１９）

はこだて検定合格への道！～合格者の会メンバーからのアドバイス～
　初級試験は、公式テキストブックの内容を中心に出題されるので、テキストブックから歴史･文化･産業･地理･人々の暮ら
し等の函館の基本的な情報を頭に入れることが大切です。特に歴史の分野から全体の約２５％が出題され、この分野の得点が
合否の分かれ道となります。多くの情報を覚える必要がある分野ですが、単に暗記するのではなく、歴史を一つの物語と捉え
ることで頭に残りやすくなります。
　上級試験は、テキストに加え、テキストには載っていない関連情報を自分で調べ、ノート作りをすることが大切です。手書
きでノートを作ることによって覚えやすくなるという効果も期待できます。さらに、その場所に行ったことがないと答えられ
ないような問題も出題されることがあるので、座学だけでなく、実際に歴史スポットや観光スポットへ足を運ぶことも大切です。
　両級に言えることですが、計画表を作り、無理のないペースで確実に学習を進めること、過去問題での得点が満点に近くな
るまで何度も解くこと、新聞やニュース等を日頃からチェックし、函館の最近の動きを掴むこと等も重要です。

はこだて検定合格者の会についてのお問合せ　北條（℡３２－８０１５）　小柳�（℡�５２－３９８７）

　以前より函館は、観光都市として国内はもとより国外からも広く知られ、昨年は、３月の北海道新幹線開業を機に

より多くの観光客が当市を訪れるようになり、街の魅力度ランキングにおいて三年連続一位の座に輝き、五稜郭公園

の桜は、「春の絶景ランキング」においても１位に選ばれる等、再び大きな注目を集める年となりました。

　本所では、函館を中心に周辺地域も含めた街に関する歴史･文化･産業･地理･人々の暮らし等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

ることを目的に、平成19年よりはこだて検定の施行を開始し、これまで延べ1,900名の合格者を輩出しています。

　また、平均合格率13.8％と難関である上級試験の合格者には、市内の代表的な観光施設で優待利用の特典が付与さ

れ、観光の案内役を積極的に行える環境を整える等、同検定は、函館の観光おもてなし向上の一助となっています。

　今月号の特集では、「はこだて検定合格者の会」の活動や市内の企業・団体に所属する検定合格者や教育担当の方

よりいただいた検定受験のメリットや勉強を通して再発見した街の魅力についてのコメントをご紹介いたします。

～知れば知るほど、この街が好き～特 集

無料相談会の様子

土木・産業遺産巡りの様子
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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～
　はこだて検定で得られる知識は、観光業に限らず、様々な形で活かされており、社員教育のみならず、

企業の社会貢献の一環として、職員に受験を推奨する企業・団体等も増えています。市内にある企業・

団体に所属し、試験に合格した職員や社員教育に係る担当者からは、下記のようなご意見をいただきました。

サッポロビール㈱北海道本部道南支社��（支社長　半田　輝雄）
　転勤で当地に配属されたので、函館市についてよく知るきっかけとして同検定を利用させていただき、昨年、初級試験

に合格しました。転勤前に函館には何度か観光で来ていましたが、今回の学習を通じて、さらに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。

　函館のみならず道南エリアに関する知識を得ることができたので、取引先の方とコミュニケーションを行う上での自信

に繋がり、会話の幅も広がったと思います。

北洋銀行函館中央支店　（研修担当者���業務統括部長　向山　伸一）
　当店は、お客さまのこと、そして、地域の特色をより深く知ることが、良いサービスの提供に繋がると考えております。

同検定は、街の観光名所、重要施設、地理、産業、歴史だけではなく、函館特有の風習や文化に至るまでを網羅し、地域

の特色をより深く理解できる内容になっていると思います。

　当行では、ご当地検定の受験を道内本支店の職員に推奨しており、昨年の同検定の第11回試験に市内各支店の職員が受験し、
初級試験において、13名の合格者を輩出しました。受験を通して、函館・道南地域をもっと好きになってもらい、地域の
みなさまのお役に立ちたいと考えております。

㈱ことぶき第一交通　（ドライバー　深浦　秀樹）
　弊社では、タクシーで市内の名所を巡る観光案内サービスやジャンボタクシー等にWi-Fiを整備し、インターネットが
利用できるサービス等、“観光に強いタクシー”としてのサービスを展開しており、その一環として同検定の受験が職員に

推奨されています。

　初級試験に合格し、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ったので、お客様の滞在時間に

合わせた観光コースの組み立てにも役立っているほか、案内が単なる観光スポットの説明ではなく、歴史や関わりのある

人物の知識も交えた物語としてお客様にお伝えできるようになったと思います。傾斜が急なため、腰を曲げて歩く老人の

ように前屈みで登る姿から「チャチャ登り」（チャチャはアイヌ語でおじいさん）と呼ばれるようになった坂や鐘の鳴り響

く音から「ガンガン寺」の名で親しまれている函館ハリストス正教会等、西部地区をはじめ、普段、観光コースとして巡

回しているこの街には、興味深いエピソードがたくさん散りばめられていることを知り、景観が美しいだけでなく、知れ

ば知るほど面白い街だと思うようになりました。

㈱布目　（営業部課長補佐　河邉　新吾）
　弊社では、地域に根差した社員教育の一環として、函館や周辺地域をより深く理解し、地元への愛着と誇りを持ってほ

しいという思いから、同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。

　勉強を通して、中の橋から高砂通りに沿って銀座通りに至る約４㎞には、氾濫の多い亀田川の治水と市中の飲料水確保

を目的に水路を開いて出来た願乗寺川（新亀田川）という川が存在していたこと等、テキストを手に取るまで知らなかっ

たことがたくさんあることに気づきました。上級試験に合格していますが、知らないことがまだまだあります。今後も、“自

分の住む街の知らない事”をもっと知っていきたいです。

　弊社は、塩辛や松前漬け等の水産加工食品を製造・販売しており、今後は、同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、“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。

函館工業高等学校　（教諭　薩来　俊彦）
　私は、高校卒業後から函館を離れており、母校である同校への着任を機に二十数年ぶりに函館に戻ってきました。同校

に勤める先輩教諭の薦めもあり、函館を改めて知るため同検定を受験し、平成26年に初受験で上級試験に合格することが
できました。検定の勉強は大変でしたが、高校生まで住んでいた函館の印象と今の函館が全く違って見えるようになりました。

　授業では、環境土木を担当しております。社会基盤の成り立ち等、授業の内容を深く理解するための補足説明として、

市内に点在する土木・産業遺産、願乗寺川の事、大火による街区改正、日本で2番目となる上水道、市電の成り立ち等につ
いて説明することもあり、同検定で学んだ内容はとても役立っています。

第12回函館歴史文化観光検定のご案内
施行日／平成29年 11月５日㈰　　  募集期間／８月１日㈫～９月29日㈮
受験料／初級 3,000円　上級 5,000円 　※各種割引があります。詳しくはお問合せください。

はこだて検定についてのお問合せ先／企画情報課　TEL0138-23-1 181



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

函館税務署・函館市・函館商工会議所・北海道税理士会函館支部・函館青色申告会・
公益社団法人函館法人会・函館間税会・函館地区納税貯蓄組合連合会

共 催
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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8月9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）

　社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定
期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。
　詳しくは、政府広報オンラインの消費税軽減税率制度特集ページ（下記URL）をご覧ください。　詳しくは、政府広報オンラインの消費税軽減税率制度特集ページ（下記URL）をご覧ください。

URL：http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/URL：http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/

説明内容

① 軽減税率制度（対象品目・帳簿・請求書等の記載方法など）の概要
② 軽減税率制度へ対応するための中小企業者への支援措置について
　取扱商品の適用税率の確認や、適用税率ごとの区分経理への対応など、多くの事業者の方において、制度の実施に向け
た準備が必要となりますので、ぜひ説明会にお越しください。
【開催日時】 １回目　平成29年１１月６日（月）　14：00～15：00
 ２回目　平成29年１１月７日（火）　18：30～19：30　※1･2回目とも同じ内容です
【会　　場】 サン・リフレ函館（函館市勤労者総合福祉センター）2階会議室
 函館市大森町2番14号
 ※会場の収容人数には限りがございます。
 　満席の際には、会場に入場できない場合がありますので予めご了承ください。

［お問合せ先］函館税務署　総務課　電話０１３８－３１－３１７１(代表)
　　　　　　 ※お電話の際には、音声ガイダンスに沿って「2」を選択してください。

参加
無料

平成31年10月から消費税の軽減税率制度が実施されます平成31年10月から消費税の軽減税率制度が実施されます

「消費税の軽減税率制度に関する説明会」のご案内

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

貸付限度額貸付限度額

22,,000000
万円万円

がんばるがんばる
経営、応援経営、応援
します！します！ マル経融資



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／10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／9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／9月27日㈬ 11:00～16:00
相談員／北海道発明協会
 出願アドバイザー

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／9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／10月11日㈬ 13:00～
相談員／公認会計士 鎌田 直善 氏

［ホ ー ム ペ ー ジ］　https://www.hokkaido.cci.or.jp/scanavi-hokkaido/
［お問合せ・申し込み先］　北海道商工会議所連合会　政策企画部　
　　　　　　　　　　　　Tel:011-241-6309　E-mail:seisaku@hokkaido.cci.or.jp　

あなたの企業の「本気」を、学生さんに伝えませんか？ 
北海道の企業のための就活応援サイトが誕生しました！
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　道内企業の人材不足の原因として、
道内大学の卒業生の３分の１強が道外
に流出していることと、卒業後３年以
内に約半数が離職してしまうことなど
が挙げられております。
　「スキャナビ北海道」は、学生への就
職支援並びに道内企業のマッチングを
目的として、道内42商工会議所と道内
46大学が連携し、６月に立ち上げ致し
ました。
　登録した企業は簡単に自社のＰＲ並
びに求人情報のスマートフォン用ペー
ジを作ることができ、北海道で働き
たい学生に社長の想いや学生へのメッ
セージをダイレクトに発信することが
できます。無料で登録ができますので、
是非ご活用をお願い致します。

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

北海道版就活支援サイト北海道版就活支援サイト
「スキャナビ北海道」に登録しませんか？「スキャナビ北海道」に登録しませんか？
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創業130年の歴史と共に
　弊社は、及能�仁三郎が1885年（明治18年）に畳業を創業、時代
の変化とニーズに合わせて不動産賃貸業・倉庫業・食品製造業と異
なる業種の事業を展開し、地域経済の発展に貢献して参りました。
　平成14年にISO�9001の認証を取得し、それぞれの部門において、
顧客重視の経営理念のもとに、お客様にご満足いただけるようこだ
わりをもって、下記の通り事業に取り組んでいます。
　４つの事業部門に分かれていますが、社内報やサークル活動、レ
クリエーション等を通して、部門間で風通しの良い環境を作り、連
携を図っております。定期的に部門間で相互に監査を行っておりま
すが、問題点や改善点を気兼ねなく指摘し合える環境にあるので、
ミスの未然防止や業務の改善に繋がっており、こういった風通しの
良い体質は、弊社の強みであると考えています。

企業を支える“人財”
　弊社では、資格や技術を取得する等、何らかの年間目標を社員自
身に決めてもらっています。実際に目標を達成する社員も多くおり、
畳部門での畳１級技能士の資格取得や倉庫部門でのイカマイスター
認定等に繋がっています。また、特に畳部門等では、専門的な技術
や知識で活躍するだけではなく、技術や知識を継承し、次世代を育
てるベテラン社員も多いです。私は、弊社がそういった社員たちの
努力に支えられ、創業132年目を迎えられたものと考えています。
　弊社では、年間目標を達成した社員を社内表彰する制度を設けて
いるほか、商工会議所主催の優良商工従業員表彰式に、会社の恒例
行事のような形で20年以上前からほぼ毎年参加し、社員の節目の年

を祝わせていただいています。
　従業員表彰式では、式典の厳かな雰囲気の中、公の場で華々しく
表彰される社員を見て、私自身誇らしい気持ちになりますし、社員
にとっても思い出に残る一日となってくれると思います。また、表
彰後の懇親会にも参加し、社員と共に食事を楽しみます。社員と顔
を合わせ、労いと感謝の言葉を直接述べるとともに、いつもよりも
近い距離感で言葉を交わし、お互いのことをより理解する機会とし
ています。
　こういった機会を通じて、いつも頑張っている社員への感謝の気
持ちや敬意をはっきりと形にすることが、社員のモチベーションや
仕事の楽しさに繋がるものと信じています。

今後の目標
　これからも先人達が積み上げてきた信頼を守り、お客様にご満足
いただけるよう、誠実一路に事業に取り組んで参ります。
　また、これまでは４つの部門がそれぞれ補完・協力しながら事業
を展開してきました。これからもそういった協力体制を保ちつつも、
自ら考え行動する自立した事業形態に変化し、時代の変化に対応し
ていきたいです。

不動産部門 倉庫部門
　市内近郊各所に、賃貸マンション・賃オフィス・貸店舗・貸家・貸土地・売土地・
月極駐車場を多く所有しております。自社管理のため、スピーディーな対応
やお客様から寄せらせる声を反映しやすいことが弊社の強みであると自負し
ております。
　近年は、札幌地区でも賃貸マンションを所有する等、地域にとらわれず幅
広い人々の住環境の創造を目指しています。

　卓越した技術と誠実一路の保管業務で、昆布・イカを中心に函館の食文化を
大切に保管し、お客様から信用を得てきました。特に昆布は、道南産をはじめ、
各地より多種の昆布が集積し、繊細な湿度管理のもと保管されています。
　また、イカの生産・流通・加工・販売・料理法等を熟知した「函館イカマイ
スター」認定登録者が８名在籍しており、業務の中でのイカの取り扱い等に役
立てています。

畳部門 食品部門
　ホテル・旅館をはじめ、一般住宅・マンション・アパート等の新畳、畳表替、
畳裏返等の施工を行っています。畳ドクターや畳１級技能士等の有資格者が
多数在籍しており、創業130年の歴史と継承された技術でお客様に満足して
いただける商品を提供いたします。
　シンプルなデザインの「縁なし畳」やフローリングにそのまま置ける「置
き畳」、茶殻を利用した消臭・殺菌効果が期待できる「さらり畳」等、現代の
ライフスタイルに溶け込む畳や機能性の高い畳をご用意いたします。防湿、
断熱に優れ、消臭・殺菌効果やリラックス効果もある人に優しい建材である
畳の良さを広く伝えていきたいです。

　北海道産昆布を使用した昆布巻をはじめ、佃煮やにしんそば等の開発に取り
組んでおります。
　当食品工場で製造される昆布巻製品は、原料から、巻き上げ、炊き上げ工程
まで、一括管理で製造され、「素材の味を第一に」をモットーに、不必要な添
加物は使用しないで、素材のもっている味を十分に引き出し、『安心・安全な
商品』をお客様へお届けいたします。

及能㈱本社　管理部
函館市豊川町22-18　TEL�0138-22-0740

Data

及能㈱
代表取締役社長　及能　正泰

テーマ

会員NOW
企業を支える“人財”

Vol.49

肉厚で良質な道東産昆布を使用した「昆布巻き」

畳の製造の様子



そば処　ひいらぎ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－きりとり線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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函館商工会議所会員様 限定優待情報
９月15日～９月30日までの間、当店にて一品800円以上のメニューをご注文いただくと…　

ソフトドリンクを一杯サービスいたします！！
ご注文の際には、右上の優待券をご提出ください。

※ 優待券は一度のご注文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。
　サービスは優待券一枚につき一杯まで、種類は、 “ソフトドリンク”のみとさせていただきます。

優待情報については直接店舗へお問合せ下さい。

ボリューム満点、シンプルな美味しさ
　当店は、平成24年11月創業、工業高校の近くに店を構え
るそば処で、昼食を食べに来るサラリーマンの方等、地元の
お客様を中心にご愛顧いただいております。
　当店の基本理念は、お客様に手ごろな値段でそばや定食を
お腹いっぱい召し上がっていただくこと、そして、そば本来
の美味しさを味わっていただくことです。
　余計な味を加えず、カツオ・ソウダガツオ出汁のつゆを使
用、そばは、特に水回し(そば粉に水分を加える作業)にこだ
わり、その日の温度や湿度を考慮しながら水分を調整する
等、基本工程をしっかりと行い、適切な水分量を含んだ瑞々
しいそばを仕上げ、お客様に提供しています。
　また、そば付きの定食等のサイドメニューも充実してお
り、どれもボリューミーで食べ応えがあります。生姜ダレに
漬け込んだ鶏肉を使った「とり天定食」や「唐揚げ定食」が
人気で、暑い時期には「うな丼」や「うな天丼」がよく注文
されます。そば、定食が食べたくなったら是非当店へ。

そば処　ひいらぎ
営業時間　 1 1：00 ～ 15：00　17：00～20：00
　　　　　（水曜日は 15：00まで）
定 休 日　不定休
備　　考　駐車場有

住　　所　函館市川原町8-13
Ｔ Ｅ Ｌ　0138-51-2233
※出前は 1,000 円以上にて承ります。

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

あれこれ考えると流れは悪くなる。

まずてきぱき動いてみる。

てきぱき動くことで、

道は開ける。

Member's Board

サクッと軽い食感の天ぷらと瑞々しいそば
～ 天ざるそば ～

函館商工会議所

会員様限定優待券

そば処　ひいらぎ

一品800円以上のメニューのご注文で

ソフトドリンク一杯サービス

※優待券は一度のご注文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。

サービスは優待券一枚につき一杯まで、

種類は“ソフトドリンク”のみとさせていだだきます。

使用期間／平成29年９月15日㈮～９月30日㈯
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　第52回東北・北海道商工会議所連絡会議が、去
る８月29日、青森市において、道内と東北６県の
67会議所の会頭ら約280名が参加のもと開催され、
本所からも久保会頭ならびに境・水島・村瀬・中野
副会頭をはじめ議員等11名が出席しました。
　当日は、東北六県商工会議所連合会鎌田会長他
２名より挨拶、続いて日本商工会議所石田専務理事
他２名より祝辞が述べられた後、弘前、函館、釜石、
稚内の各会議所から地域での取り組み事例の発表が
行われ、函館については、久保会頭より「北海道新
幹線効果と今後の課題」をテーマとした意見発表が
なされました。
　続いて、〇経済好循環の原動力である中小企業の

活力強化、〇交流人口拡大に向けた地方創生の加速、
〇東日本大震災からの本格復興と福島再生に向けた
継続的な支援をテーマに、11項目について、国へ
の要望事項について特別決議を採択しました。

　函館市の教育、産業経済、保健衛生、防災、社会
福祉、その他公益事業に関して功労が特に顕著な方
を表彰する函館市功労賞において、西村前副会頭、
石尾前副会頭の両氏が今年の受賞者に選ばれました。
　両氏は、本所副会頭として地域経済の活性化に尽
力しただけでなく、西村前副会頭は、北海道新幹線
新函館開業対策推進機構会長として、二次交通の充
実をはじめとした各種事業を推進、新幹線運行の充
実や利用者の利便性の確保等の要望活動を展開し、
観光・経済の振興発展に大きく貢献しました。
　また、石尾前副会頭は、道南台湾観光友好協会会
長として、定期航空路線の拡充や民間交流の促進等
に力を注ぎ、函館と台湾の経済活動や親善・友好関

係の発展に大きく寄与しました。
　去る８月１日に行われた市主催の表彰式では、工
藤市長よりこれらの功労が称えられ、両氏に表彰状
が授与されたほか、去る９月４日には、本所主催に
よる祝賀会が盛大に開催され、出席した松本名誉会
頭や久保会頭、本所関係者ら約100名より受賞を祝
福されました。

第52回東北・北海道商工会議所連絡会議

■平成29年函館市功労賞
西村前副会頭、石尾前副会頭が受賞

交流人口拡大に向けた地方創生の加速等の要望を決議

▲受賞した両氏を囲んでの記念撮影

▲意見発表を行う久保会頭
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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

9

　道南最大の食の祭典「はこだてグルメサーカス
２０１７」（実行委員会主催）が、はこだてグリー
ンプラザ、函館朝市第一駐車場等を会場に、去る
９月２日～３日の日程で開催され、晴天にも恵まれ
たこと等もあり、２日間で23万９千人が来場しました。
　今年で６回目を迎える同サーカスは、過去最多の
149ブースが出店し、「開港都市と姉妹都市のひろ
ば」、「翼でつながるひろば」、「函館と東北６県、埼玉・
北関東のひろば」、「みなみ北海道ひろば」の４つの
ゾーンに分かれ、ご当地名物を提供したほか、現在、
函館市が観光面で連携を進めている秋田県北地区

（大館市、仙北市、小坂町）からも21ブースが出店し、
中でも、来場者が秋田犬と触れ合える特別企画「大
館市・仙北市・小坂町　秋田犬『ＭＯＦＵＭＯＦＵ』
ひろば」には秋田犬８頭が登場し、家族連れを中心
に長蛇の列ができる等、２日間にわたり多くの来場
者で賑わいをみせ盛会裡に終了しました。
　また、本所も加わり、新たな地域連携モデルとし
てセカンドシティ（県庁所在地ではない都市）の商
工会議所との連携を推進している中、下関・弘前商
工会議所が主体となり、６商工会議所（函館・弘前・
松本・上田・下関・北九州）連携ブースを初出店し、
連携都市の銘産品販売や観光ポスターの掲示、チラシ
配布等を通じて、来場者へ各地域のＰＲを行いました。

　８月例会を去る８月19日～20日、外崎会長はじ
めメンバー18名が参加し、開催しました。
　今回は、当青年部の基本方針でもある、函館およ
び近郊と青森県の「津軽海峡圏」における、海外・
青函のトライアングル観光圏の確立を探る機会とし
て青森市を視察しました。
　当例会では、現在、官民をあげて世界遺産登録を
目指す、北海道・北東北の縄文遺跡群の内、三内丸
山遺跡を中心に青森市の観光施設４か所を視察した
ほか、視察後の懇親会では、青森YEGより２名が
参加し、青函圏における共通認識や相互理解をより
一層深めることが出来る等、盛会裡に終了しました。

■青年部
8月例会を開催

■「はこだてグルメサーカス2017」開催！
２日間で23万９千人が来場！！

▲三内丸山遺跡にて集合写真

▲来場者で大いに賑わう会場

▲オープニングセレモニーの様子
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　銭亀沢地区産のブランド豚を味わい、地域活性化
に繋げるイベントとして好評を博している「黒豚
バーベキュー祭り」のファイナル（第19回）を去
る8月27日、志海苔ふれあいひがし広場において
開催しました。
　当日は天候にも恵まれ、来場者やスタッフ、露店
やフリーマットの出店者等を含めた1,200名が集う
会場では、㈲青函トントンより供給された函館男爵
黒豚のバーベキューを大いに堪能したほか、ステー
ジでは毎年恒例の函館巴太鼓や函館市立銭亀沢中学
校吹奏楽部による演奏をはじめ、豪華賞品が当たる
抽選会、子供の部と大人の部に分かれての早食い競
争等の催しが行われ、会場を大いに盛り上げていま
した。
　なお、当イベントは、男爵黒豚の供給が来年以降
見込めないことから、今年の開催をもって一旦終了
させていただきます。今年まで開催にご協力賜りま
した関係者の皆様にお礼申し上げます。 

　本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）共催による労務セミナー「会

社と社員を守る！労務のポイント」が去る８月24日、
27名の出席のもと、本所会議室において開催され
ました。
　当日は、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」より３名の講師を迎え、特定
社会保険労務士の越膳 恵子 氏より『トラブルを
防ぐ！就業規則と労働条件明示』、弁護士の田代 耕
平 氏より『会社が従業員に訴えられたとき～』、マ
ーケティング･コンサルタントの本間 賢一 氏より
『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』をテーマに最新事例を交えながら詳
細に説明され、身近に起こりうる問題だけに、出
席した企業の代表者や労務担当者らは、終始真剣
な面持ちで耳を傾けていました。

議員の職務を行う者の変更
・２号議員
　函館三菱ふそう自動車販売株式会社
 （旧）取締役常務執行役員 古　田　靖　二　氏
 （新）常務執行役員営業本部長 由　利　浩　二　氏
 （平成29年７月１日付）

■銭亀沢地区青年部
黒豚バーベキュー祭り・ファイナル開催

■労務セミナー「会社と社員を守る !労務のポイント」
専門家が重要性を解説

議員の異動

▲黒豚バーベキューを味わう来場者

▲セミナーの様子
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平成29年度　函館商工会議所

下期検定試験のご案内

福祉住環境コーディネーター
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

やさしさあふれる住環境づくり。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第３９回	 １級・２級・３級
　施 行 日	／	平成29年11月26日（日）
　募集期間	／	9月12日（火）～10月13日（金）
　受 験 料	／	1級	10,800円　2級	6,480円
	 	 3級	4,320円

ビジネス実務法務
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
企業が求める実践的な法律知識を身につける。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第４２回	 １級・２級・３級
　施 行 日	／	平成29年12月10日（日）
　募集期間	／	9月26日（火）～10月27日（金）
　受 験 料／	１級	10,800円　２級	6,480円
	 	 ３級	4,320円

簿　　記
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

財務が読める、会社が読める。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第１４７回		１～３級
　施 行 日	／	平成29年11月19日（日）
　募集期間	／	9月11日（月）～10月19日（木）
■第１４８回		２・３級
　施 行 日	／	平成30年2月25日（日）
　募集期間	／	12月18日（月）～1月25日（木）
　受 験 料／	１級	7,710円　２級	4,630円
	 	 ３級	2,800円

珠　　算
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

そろばんで計算能力と脳の活性化
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第２１１回　段位､１～１０級
　施 行 日	／	平成29年10月22日（日）
　募集期間	／	8月14日（月）～9月20日（水）
■第２１２回　段位､１～１０級
　施 行 日	／	平成30年2月11日（日）
　募集期間	／	12月4日（月）～1月10日（水）
　受 験 料	／	段位認定	2,900円　1級	2,300円　2級	1,700円
	 	 3級	1,500円	　 4～6級1,000円　7～10級	900円

はこだて検定（函館歴史文化観光検定）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

知れば知るほど、この街が好き。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第１２回		初級・上級
　施 行 日	／	平成29年11月５日（日）
　募集期間	／	8月1日（火）～9月29日（金）
　受 験 料	／		初級	3,000円　上級	5,000円
　※	各種割引があります。詳しくは、本所ホームページをご覧下さい。

北海道観光マスター検定
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
北海道のこと、もっと知りたい、知ってもらいたい。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第１２回		
　施 行 日	／	平成29年11月23日（祝、木）
　募集期間	／	9月1日（金）～10月31日（火）
　受 験 料	／	4,937円

カラーコーディネーター
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
カラーコーディネーション能力を仕事に活かす。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第４３回	 １級・２級・３級
　施 行 日	／	平成29年12月3日（日）
　募集期間	／	9月19日（火）～10月20日（金）
　受 験 料	／	1級	9,440円　2級	7,340円
	 	 3級	5,250円

環境社会（eco検定）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

社会と環境を考える“人”のために。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第２３回
　施 行 日	／	平成29年12月17日（日）
　募集期間	／	10月3日（火）～11月2日（木）
　受 験 料	／	5,400円

ビジネスマネジャー
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

マネジメントの総合知識を身につける。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第６回
　施 行 日	／	平成29年11月12日（日）
　募集期間	／	8月29日（火）～9月29日（金）
　受 験 料	／	6,480円

リテールマーケティング（販売士）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「買いたい」をつくる。「働く力」が身につく。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第81回　１級・２級・３級	
　施 行 日	／平成30年2月21日（水）
　募集期間	／12月18日（月）～1月25日（木）
　受 験 料／	１級	7,710円　２級	5,660円　３級	4,120円

資格を取って

キャリアアップ！！
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◦開会
◦国歌斉唱
◦主催者挨拶
◦表彰状授与
◦祝辞　ご来賓代表
◦謝辞　受彰者代表
◦閉会
◦記念撮影
◦祝賀会

お申込み・負担金について

■申込締切　平成29年10月13日（金）
　本所では会員事業所を対象に、福利厚生支援事業の一環として、優良商工従業員表彰式を毎年11月に開催
しております。
　式典では、会員事業所に勤務され、事業主から成績優秀とご推薦をいただいた従業員の皆様を表彰し、記念
品の贈呈や記念撮影を行います。その後は長年の労をねぎらう祝賀会もご用意しております。昨年は147名の
お申込をいただき、勤労意欲の向上や、会社への愛着の増進につながった等、大変好評をいただいております。
　事業主の皆様におかれましては、次頁記載の実施要領をご参照いただき、日頃から貴社の発展に尽力されて
いる従業員の皆様を、ぜひご推薦くださいますようお願い申しあげます。

ご案内 Information

～貴社を支える従業員の皆様に、感謝の気持ちを込めて～

お申込み先・お問合せ先
企画情報課　�TEL２３-１１８１　FAX２７-６１９２

■負�担�金� 表彰者１名につき

� 勤続　１０年以上　６，０００円

� 〃�　２０年以上　６，５００円

� 〃�　３０年以上　７，０００円

� 〃�　４０年以上　７，５００円

■締�　�切� 平成２９年１０月１３日（金）

第59回 
優良商工従業員表彰式

会員サービス事業

■表彰期日� 平成２９年１１月２８日（火）�午後４時～

■会　　場� ホテル函館ロイヤル（函館市大森町16-9）

式典内容
厳かに執り行われる式典 表彰状授与の様子 従業員様の慰労を兼ねた祝賀会

申込用紙は

本紙に同封

しております。
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①趣　　旨  本商工会議所は商工業の振興を期するため、以下に定める要綱により永年同一事業所に勤務し、

勤務成績が特に優良と認める商工従業員を表彰することを目的とする。

②主　　催 函館商工会議所

③後　　援 函館市、函館市議会、北海道渡島総合振興局、函館労働基準監督署、函館公共職業安定所、

　（予　定） 北海道中小企業団体中央会道南支部、公益社団法人函館法人会、函館青色申告会、

 函館経営者協会

④日　　時 平成２９年１１月２８日（火）　午後４時～

⑤場　　所 ホテル函館ロイヤル（函館市大森町16-9）

⑥表　　彰 勤続４０年以上　表彰状（本所会頭・日商会頭連名）　　記念品

 勤続３０年以上　表彰状（本所会頭・日商会頭連名）　　記念品

 勤続２０年以上　表彰状（本所会頭・道商連会頭連名）　記念品

 勤続１０年以上　表彰状（本所会頭）　　　　　　　　　記念品 

　　　　　　　　※記念品はたち吉の夫婦揃を予定しています

⑦推　　薦 申請書に所定の事項をご記入の上、負担金を添えお申込ください。

⑧負 担 金 表彰者１名につき １０年以上　６，０００円　２０年以上　６，５００円

   ３０年以上　７，０００円　４０年以上　７，５００円　　

⑨申込締切 平成２９年１０月１３日（金）

⑩申込方法  表彰申請書(同封チラシ)は締め切りまでに本所あて、E-Ｍail、ＦＡＸ、郵送のいずれかでご回

示ください。

 お申込みいただいた会員事業所様には、10月末頃に再度詳しいご案内を差しあげます。

 【連 絡 先】　郵　送　040-0063　函館市若松町7-15

  　F A X　０１３８-２７-６１９２

  　E-Mail　kentei@hakodate.cci.or.jp

 表彰申請書は函館商工会議所ホームページからもダウンロードできます。

  　ＵＲＬ　http://www.hakodate.cci.or.jp/

 負担金につきましては、10月13日（金）までに下記の口座にお振込みください。

 【振 込 先】　北洋銀行　函館中央支店　普通預金　４１８２１５４　

 【口座名義】　函館商工会議所

第１条  本商工会議所は商工業の振興を期するため、永年同一事業所に勤続し、且つ勤務成績が特に優良と認

める商工従業員を表彰してその功績に報い、もって能率の増進と生産意欲の昂揚を図るものとする。

第２条   前条の商工従業員は、本商工会議所会員の従業員より事業所代表者が推薦し、表彰審査会で決定する。

  会社、工場、商店等で、その事業を合併または整理等により閉店し再び開店した場合においては、そ

の勤務年数を通算する。

第３条  被表彰者選考のため表彰審査委員会を設ける。

第４条   表彰の対象となる商工従業員は勤続１０年以上で、次の各号に該当する者とする。

 A 商工業の振興に貢献し功績顕著なもの。

 B 誠実に業務を遂行し他の従業員の模範となるもの。

第５条 表彰は次のとおりとする。

 １０年以上、２０年以上、３０年以上、４０年以上。

 一度表彰された者は、次の年限段階にならなければ表彰されない。

第６条 表彰は表彰状、記念品を贈呈してこれを行う。

第７条 会社その他の役員は表彰を受けることができない。

第８条 本表彰の勤続年数は、１０月１日現在で算定する。

第９条 表彰は毎年１１月に実施する。

函館商工会議所 優良商工従業員表彰 実施要綱

第59回 函館商工会議所優良商工従業員表彰 実施要領
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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
専門家による無料経

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

Information

文化・教育・民間施設など
44施設が夜間開放
詳しくは同封のパンフレットをご覧ください。
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主催／はこだてカルチャーナイト実行委員会
お問合せ／函館商工会議所地域振興課　 TEL.0138-23-1181

2017.2017.9.229.22㈮㈮
17：30－21：0017：30－21：00

はこだてカルチャーナイト

主催／は だ カルチ ナイト

 パンフ同封 !!

実行委員会
振興課 TEL 0138 23 1181
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　ビジネスマッチングを進めるためには、自身もビ

ジネスアイデアを持っておくべきです。日頃からこ

のアイデアはどうかと思いを巡らせてください。筆

者も移動や打ち合わせ中にも新たなビジネスアイデ

アを生み出すべく、思い巡らすことがよくあります。

　ビジネスアイデアは目的を意識せず、ただ何らか

の行動をしようとする心の動き＝「衝動」に駆られ

たときに、その衝動を掘り下げると、優れたアイデ

アを見いだせる可能性が大です。衝動に駆られたら、

立ち止まって、掘り下げてください。

　ちなみにビジネスアイデアにつながる可能性が高

い衝動には三つのパターンがあります。一つ目は普

段見慣れたものをよくしようとする改善の衝動。そ

して二つ目は不満に対する解決の衝動。加えて三つ

目が不可能を可能にしてみたくなる創造の衝動です。

　今回は創造の衝動からビジネスアイデアを掘り下

げてみましょう。まずは、日常の会話で「それは無

理」「できない」といった否定的な発言に耳を傾け

てください。その否定的な発言に対して「何とかし

たい」との衝動に駆られたら、否定的な発言を掘り

下げてみましょう。

　例えば、「出版物が売れない」と書籍関連の経営

　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

者からネガティブな発言を聞いたとします。デジタ

ルコンテンツは無料のものが多く、有料の本は売れ

ないと言いたいのでしょう。これはある意味で事実

かもしれません。でも、「活路がないのか？」と衝

動に駆られたら、掘り下げてください。そして、打

破する方法を考えてみてください。出版業界に精通

している必要はありません。経験が新しいアイデア

を邪魔する可能性があるからです。これまでの慣習

や人間関係などのしがらみに縛られて、斬新な発想

になりにくくなります。知らないから新しい発想＝

アイデアが生まれる可能性もあると思って、アイデ

アを考えてみましょう。

　こんなことがありました。ゲーム業界の経営者が

新たな出版ビジネスのアイデアとして、ゲームアプ

リと組み合わせて提供するサービスを考えました。

出版物を読まなくなった若い世代に体感してもらえ

るように無料にしました。ただし、続編は有料で提

供。すると、続編の出版物は大ヒットしました。出

版物の新たなユーザーの開拓に加えて、出版物と組

み合わせることで、ゲームアプリだけでは不可能な

世界観を実現できたと高い評価を得たようです。こ

れは一例ですが、身近な誰かが否定的な言葉を口に

したとき、それに同調するより、ビジネスアイデア

を考える機会にしたい

ものです。

否定的な言葉こそアイデアのチャンス
株式会社セレブレイン
� 代表取締役社長　高城　幸司

ビジネスマッチング 発想法
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　美容師歴17年。「髪型は周囲に与える印象だけで
なく、自分の気の持ち方を変えてくれる。お客さま
の生活やニーズに合わせ作りこむのは簡単ではあり
ませんが、感謝された時の達成感、満足感は冥利に
尽きますね」。高校卒業後、県内大手美容グループ
に入社。「将来、必ず起業する」―明確な意思を持
ちスタートした15年間の修業時代を経て、2011年
3 月に独立、青森市の金沢小学校通りに念願の店を
オープンさせた。店名は、「遠足にいく朝の“わく
わく感”に由来する」と言い、「髪を切るってわく
わくするね」―をコンセプトに、心が前向きになる
美容室を追求し続けている。
　「小学 6 年生のころ、ロックバンドメンバーの髪
型を真似て登校したら大うけ。以来、おしゃれと髪
型に目覚めるようになった。仕事に『美容』を選ん
だのは、自分を髪で主張するそんな体験があったか
ら」。22歳で国家試験に合格した。「身だしなみを
通して心豊かな環境づくりに貢献する」―を経営理
念に掲げる。修業時代の試行錯誤の経験から、「健
康と美は一体」の考えに基づくトータル美容を実践。
美しくなるためのサービス（トリートメント、ヘア
アレンジなど頭髪施術、本格的ヘッドスパ、まつ毛
エクステなど）に加え、スキンケア化粧品やエステ
にまでサービスの領域を広げている。
　スタッフの一人であるエステ技術者の妻亜紀さん

は保育士の資格を持っており、小さい子供連れで訪
れるお客に対応、「お母さん方からは『ゆっくり髪
を切れる』と言って喜ばれます」。代表が描く「癒
しの空間」づくりの実践は、こうしたきめ細やかな
サービスにも生かされており、看板犬キャバリア、
ヨークシャーテリアの存在も「癒し」に一役買って
いる。経営者として「ドメイン研究会」に参加し、
美容室の将来の方向性についても思いをはせる。
　「新たなメニューとして脱毛サービスを始めよう
と考えています。お客さんのライフステージやライ
フスタイルの変化に伴い、美容への期待は多種多様。
時代のニーズにこたえたい」。青森の美容業界に新
しい風を吹き込もうと、髙橋さんの挑戦は続く。

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 8 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。

「美容室「ensoku.」」
代表　髙橋　陽介�さん商 工 プ ラ ザ

「美」と「健康」一体の「トータル美容」を追求。独自の理念掲げ業界に風

「美に関する新たな価値観を提供し、お客さんに支持さ
れる美容室であり続けたい」と話す髙橋代表
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