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■今月の表紙
「旧金森洋物店(市立函館博物館郷土資料館)」
　写真は、函館山を背景に旧金森洋物店を撮影した一
葉です。
　この建物は、明治13年11月、金森洋物店初代経営者
の渡辺熊四郎により建てられました。明治11･12年の
大火を受け、耐火を強く意識して造られた不燃質建築で、
市内の半分が焼失した明治40年の大火では、金森洋物
店は類焼を免れ、大正14年まで営業が続けられました。
渡辺家から市に寄付された後、現在は市立函館博物館
郷土資料館として明治期の街の様子を今に伝えています。
　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28日に開催され、同施設で
は、明治時代の店の繁栄をわかりやすく紹介したジオ
ラマ展示等を見学することができます。
　（「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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　本所では、会員の皆様が各種会員サービスを経営にお役立て頂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。本号特集では、本所で行っているサービス事業の概要をご紹介します。
　また、本所へのご入会について、お知り合い、関係先の事業所を是非ご推薦・ご紹介賜りますようお願いい
たします。入会についてのお問い合わせは、本所企画情報課までどうぞ。

マル経融資（４ｐ参照）
　小企業者を対象に、経営改善のために必要な資金を商工会議所の
経営指導に基づき審査会を経て推薦し、無担保・無保証人で融資す
る制度です。昨年度は61件の斡旋実績となっています!! 

新規開業者利子補給制度
　日本政策金融公庫函館支店の新規開業者を対象とする融資の利子
１％分を補助する制度です。

経営セーフティ共済
　取引先事業者の倒産による連鎖倒産等の事態を防止し、経営安定
を図るための共済制度です。

ＰＬ（生産物賠償責任）保険
　事業者が製造・販売した製品や、手がけた仕事が原因となった人
身・物損事故の損害賠償金・訴訟費用等を担保する保険です。

小規模企業共済
　小規模企業の個人事業主や会社役員等が、事業を廃止したり、役
員を退任した場合等に、その後の生活安定や事業再建等のための資
金を予め準備する共済制度で、事業主の退職金制度といえます。

労働保険事務組合
　雇用保険や労災保険の加入手続き、保険料の申告、納付に関する
手続き、雇用保険の被保険者に関する手続き等を事業主に代わって
行います。

決 算 指 導
　申告義務のある事業者の相談に際し、青色申告等の適切な指導を
します。相談手数料は実費程度です。

源 泉 指 導
　事業者が従業員への給与支払いの際に行う源泉徴収及び年末調整
の計算について指導します。相談手数料は不要です。

◦税務指導や労働保険事務組合を利用し、事務作業量が大幅に減ったことや格安の手数料にメリットを感じています。
◦ 税務署で自ら申告を行うのに比べ、税務指導は待ち時間がほとんどなく、自力で調べただけではわからないような内容の経費計

上等にも的確にアドバイスを頂けるほか、親身になって経営の相談に乗って頂けるので、とても頼りにしています。
◦ 特許取得の際には、個別専門相談でご紹介いただいた英知国際特許事務所に協力頂き、特許登録に至りました。

特許申請という慣れない分野で、わからないことも多く苦労しましたが、ご協力頂き感謝しています。

金融や税務・労務・創業等、事業者の方々からのご相談に
きめ細かく対応いたします！

事業主・従業員の方々の健康管理のための定期健康診断の割
引サービスです。

商工会議所のスケールメリットを活かし、個別契約するよりも割安な保険料や掛け金を実現!!

本所サービスを積極的にご利用いただくとともに、お知り合いの事業所を是非ご紹介下さい。

気になるサービスがございましたら、お電話２３-１１８１まで気軽にお問合せ下さい。

経営支援サービス

定期健康診断割引制度

共済制度

低利な融資
を受けたい

税務・経理を
相談したい

事務負担を
軽減したい

経営改善を
図りたい

専門家のアドバイ
スを受けたい

生命共済制度
　役員及び従業員の福利厚生制度にご活用
いただけます。

特定退職金共済制度
　従業員の退職金準備にご活用いただけ
ます。

業務災害補償プラン
　労災事故が発生した際の従業員に対する
補償及び労災事故の発生が企業の責任と法
律上判断された場合等に発生する企業の損
害賠償責任を補償します。

対象：法定健診（Aコース、Bコース）、生活習慣病予防健診（一般健診、付加健診）
法定健診Aコースの場合　通常健診料 3,780円 ➡ 会員健診料 2,000円

情報漏えい賠償責任保険
　顧客情報の流出等による損害賠償金や
訴訟費用、事故解決のための法律相談費
用等が保険金の支払い対象です。

ビジネス総合保険制度
　事業活動における賠償、事業休業、財
物損壊等のリスクを総合的に補償します。

休業補償プラン
　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の『所得減少リス
ク』をカバーする制度です。

医療治療保険 
（無解約払いもどし金型）

　日帰り入院から一時金を受け取れる一生涯
の医療保険です。

低払いもどし金型定期保険
　解約時の払い戻し金を利用することで、老後
の生活資金準備としてもご活用いただけます。

火 災 共 済
　割安な掛金で大きな保障を実現。損害時に
は直ちに査定し簡単な手続きで共済金が受け
られます。

個別専門相談（５ｐ参照）
　経営、法律、商標・特許等、より高度で専門的な相談に
も応じられるよう、公認会計士・弁護士・弁理士による専
門相談を原則毎月開催しています。手数料は不要です。

企業の皆様を応援します！　～函館商工会議所の会員サービス～

ご利用いただいている会員さんの声

中小企業や個人事業主の方等が受けられます!! 事務処理の負担を減らします!!

高度な知識の専門家に経営課題を相談!!

担当 経営支援課

担当 企画情報課

担当　企画情報課
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市内企業への周知・案内を効果的に!!コストも安価に抑えられます!!

社員の人材育成や自身のスキルアップにお役立てください。

地域を活性化する活動と人脈作り!!

各種会議やセミナー等あらゆる催事にご活用いただけます。

貿易に係る各種証明や外国語講座開催等を通じ、会
員企業の国際化を支援致します。

※本特集は本所が行うサービス事業の概要を説明するものです。詳細は担当課にご確認下さい。 ※価格は全て税込価格です。

商取引支援サービス

人材育成サービス

青年部・女性会

貸会議室

企業の国際化に係るサービス

イベント周知に！ 新商品の案内に！ アンケート調査に！ 販路拡大に！

と も え 便
　チラシ広告を毎月10日発刊の所報「ともえ」に同封し、本所会員事業所等（2,600社）へ送付いたします。

B5･A4版21,000円　B4･A3版42,000円　パンフレット84,000円

貿易関係証明
　原産地証明・サイン証明等、貿易取引に必要な証明書を発給しています。

証明発給手数料 一般2,160円 ➡ 会員1,080円

青 年 部
　青年部は、会員相互の親睦と連携を密にし、
企業経営者としての研鑽をつみ、企業発展を図
るとともに、函館商工会議所の事業活動への参
画と協力を通じて、地区内における商工業の振
興と、地域社会の発展に寄与することを目的と
しています。

女 性 会
　女性会は、女性の立場より
商工業の振興と社会一般の福
祉の増進に寄与するとともに、
会員相互の啓発と親睦を図る
ことを目的としています。

GS1事業者コード申請
　国際的な事業者番号として、自社を世界で特定するGS1事業
者コードの新規登録・更新手続きを受け付けています。

　会議に附帯する各種備品も貸し出ししております。全室ブロードバンドによるインターネット利用
が可能です。
第１・２会議室の一日貸室料金 一般料金40,284円 ➡ 会員価格32,227円 ※夏期、冬期は２割増

データサービス事業（台帳・宛名ラベル販売サービス） 
　会員事業所の概要データの台帳・宛名ラベル販売サービスを行っております。データは業種内容・資本金・当地従業員数で条件抽出でき、郵
便番号・事業所カナ・業種コードの３つから並べ替えが指定できます。
会員台帳 全件 一般頒価15,000円 ➡ 会員価格 8,000円 会員宛名ラベル１件 一般頒価30円 ➡ 会員価格20円

おもてなし英会話講座
　宿泊予約、観光資源の説明、物販時の対応等のテーマごとに全10回程度の英会話講座を11月下旬～翌２月下旬
に開催しています。参加費は一人当たり4,000円程度です。この他、中国語講座やインバウンド観光消費拡大セミ
ナー等も開催しています。

参加した会員さんの声
◦ 講座スケジュールがとてもよかったです。知りたいことばかりのプログラムの内容でした。ロールプレイング形

式のレッスンでは、３人１組になって英語での会話を楽しみながら勉強することができました。

各種セミナー
　経済の情報、法律、社員教育、販売・接客実務、金融、労働等をテーマとし、各界の専門家を講師とした講習会・講
演会を開催しています。会員は割引料金もしくは、無料で受講できます。
　近年は、人気講師の谷 厚志 氏による「笑いの取れる話し方講座」等のコミュニケーション・プレゼンテーション能
力向上のためのセミナーやビジネス写真の撮り方等、時代に即したテーマのセミナーも開催しています。

参加した会員さんの声
◦セミナーへの参加は、講師や参加者との交流も楽しみの一つで、人脈形成や幅広い分野からの情報収集に役立っています。
◦ 人材育成や自己啓発の一環として受講しています。特に菅原 齋 氏の「感動で泣いた！ディズニーの社員教育・人

材育成術」が印象に残っており、人材育成で活かせることを学ばせて頂きました。 担当 経営支援課

担当 企画情報課

担当 総務課

担当 総務課

担当 地域振興課

担当 地域振興課



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

セミナー

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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◦消費税改正及び軽減税率の背景とその状況 ◦消費税１０％改正に関する内容の確認
◦軽減税率の内容 ◦最新の軽減税率対象項目の確認と考え方
◦インボイス方式の内容 ◦インボイス発行事業者になるための手続き
◦軽減税率導入後の経理処理及び書類保管方法
◦レジ導入補助金申請の手続きについて

 〔消費税軽減税率対策窓口相談等事業〕

内　　容

日　時 平成30年 ９月１９日㈬ 14：00～16：00
場　所 函館商工会議所会議室

講　師 中央税務会計事務所 所長税理士・行政書士・ＣＦＰ　中島　由雅 氏
定　員 40名 （受講無料）

消費税の軽減税率とインボイス制度対策

　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）



［ホ ー ム ペ ー ジ］　http://www.hokkaido.cci.or.jp/scanavi/
［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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金融個別相談
融資制度についてのご相談
実施日／9月19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／10月9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／9月28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／9月26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／10月10日㈬ 13:00～16:00
相談員／公認会計士　鎌田　直善 氏

　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、昨年より運用してい
ます。
　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。

*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

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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道南食品
　弊社は、前身にあたる函館菓子製造㈱が1919年に設立、1936年
に明治製菓函館工場として継承され、1980年、道南食品㈱の名で
新たにスタート、㈱明治100％出資の関連会社として、同社の高度
な品質管理と優れた菓子製造技術支援のもと、キャラメル・チョコ
レート等の開発・提供を行っています。1927年から2016年まで㈱
明治が販売していたロングセラー商品「明治サイコロキャラメル」
を北海道限定で復活させた「北海道サイコロキャラメル」をはじめ、
弊社の商品は市内や道内の土産品店で販売され、多くのお客様に
ご愛顧頂いております。
　弊社の製造工場は食の安全・安心を最優先事項としており、
2014年には国際規格のFSSC22000（食品安全マネジメントシス
テム）の認証を取得しました。また、社会貢献の一環として実施
している工場見学は、キャラメル・チョコレートの工程を学ぶこ
とができ、昨年度は4000名以上の方にお越し頂いております。

北海道の魅力を詰め込んだ商品開発
　弊社では、雄大で自然溢れる北海道の素材を最大限活かした美
味しいお菓子を提供すると共に、北海道の特徴や魅力、歴史を商品
開発のコンセプトとして取り入れることも心掛けています。
　この度、北海道命名150年を記念し、「北海道１７９市町村サイ
コロキャラメル」を開発しました。同商品は、北海道の179市町
村名を個箱に５市町村ずつランダムに記載、10粒（２粒×５箱）×
５本入りパッケージには、北海道の名付け親である松浦武四郎が
1864年に制作した「新

しんぱんえぞみやげどうちゅうすごろく

板蝦夷土産道中寿五六」が付録されており、
函館を出発し、時計回りで北海道を巡り、函館に戻るすごろくと
なっています。本年３月の函館圏優良土産品推奨会では、同商品

が函館商工会議所会頭賞を受賞しました。品質だけでなく、デザ
インや“郷土性”も評価して頂き、お土産お菓子に携わる会社と
して大変誇らしく思います。
　このほか、札幌の老舗店「珈房サッポロ珈琲館」のカフェショ
コラや「宇治園」の抹茶を練り込んだショコラやキャラメル、北
海道限定販売の炭酸飲料「Ribbonナポリン」フレーバーのキャラ
メル等、北海道を代表する企業や商品とのコラボレーションを行っ
ています。
　また、苺やれん乳、メロンや白樺等の北海道の素材にこだわっ
た「北海道キャラメル チョコキャラ村シリーズ」は、TVCM「あ
いさつの魔法」で全国的に話題となった倶知安町生まれのイラスト
レーター yukkyさんが描く可愛い北海道の妖精のイラストでパッ
ケージング、フレーバーごとに描かれた10人のキャラクターたち
は、WEB漫画やYou Tubeでのキャラクターソング公開により、
子供たちや女性から親しまれています。
　多くの人を惹きつける観光地には、その土地ならではの“銘菓”
があるものです。「旅のおみやげのお菓子は、旅の証、旅の報告。」
を合言葉に、商品開発・企画を通じて、北海道・道南の魅力を全国、
海外の方へ広く伝えていきたいと考えています。

会議所との関わり
　土産品推奨会だけでなく、カルチャーナイトで工場見学を開催
する等、会議所主催の行事に毎年参加させて頂いています。また、
毎年11月に開催される従業員表彰式では、式典の厳かな雰囲気の
中、社員の節目の年を華々しく表彰して頂き、懇親会では、美味
しい食事やスナップ写真の撮影サービス等、社員と共に楽しい時
間を共有し、絆を深める機会とさせて頂いております。

今後の目標
　弊社は、自社商品だけでなく、㈱明治の北海道限定版 ｢アポロ」
や ｢きのこの山｣ 等、“北海道のお土産お菓子”も製造しております。
ゆくゆくは道南のお菓子の製造比率を高め、“donanブランド”を
広く発信し、北海道を代表するお土産として育てていきたいです。
　函館菓子製造㈱から始まった弊社は来年、創業100年を迎えます。
今後も美味しいお菓子の製造・提供を通じて、お客様に「北海道
のおいしさと夢」をお届けし、サイコロキャラメルと共に皆様に
長く愛される企業を目指してまいります。

道南食品㈱
函館市千代台町14番32号　TEL 0138-51-7187（代）
※ 工場見学は、希望日の1週間以上前までにお申し込みください。原則10名以上
30名以内の団体に限り受付とさせていただきます。

Data

道南食品㈱ 代表取締役社長　関 利也

テーマ
旅のお土産のお菓子は

、旅の証。

～北海道の魅力を詰め込ん
だ商品開発～

NOW会員
Vol.60

北海道命名150年記念コラボ商品
「北海道１７９市町村サイコロキャラメル」

北海道キャラメル チョコキャラ村シリーズ
各種フレーバーのパッケージとWEB漫画

北海道プレミアムチョコレート
苺トリュフ ブラン

国産苺をフリーズドライし、口溶け滑らかなホワイト
チョコレートでコーティングしました
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函館商工会議所会員様 限定優待情報
９月１５日～１０月１５日までの間、当店でご飲食いただくと…

セイロンティーティーバッグ５個入れ１パックをプレゼント!!
お会計の際に、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。
　サービスは優待券一枚につき１パックまで、種類は、“ セイロンティー”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。

こだわりの紅茶と手作りスコーン
　当店は、本町電車道路沿いに店を構える紅茶専門店で平成９年12月にオープン
しました。
　当店では、スリランカで採れた渋みが少なく飲みやすい種類の茶葉を中心に使
用しており、この茶葉の産地が店名の由来にもなっています。ストレートティー
やミルクティーをはじめ、生姜やシナモン等を使用したスパイスティー等、豊富
な種類のメニューを提供しており、女性を中心に幅広い年齢層のお客様にご愛顧
いただいております。
　当店では、紅茶をより美味しく召し上がっていただけるよう、茶菓子作りにも
こだわっており、手づくりスコーンは、外はサクサク、中はしっとりとした優し
い味わい、紅茶とよく合う仕上がりとなっています。おすすめのメニューは、月
曜から金曜の午後限定の「クリームティーセット」です。英国伝統のイングリッシュ
ミルクティーとスコーンのセットで、スコーンはクリーミーなクロテッドクリー
ムと爽やかな甘さのママレードジャムを乗せるとより美味しくお召し上がりいた
だけます。

店舗販売も行っています
　当店では、茶葉・ティーセット、スコーンの店舗販売も行っております。販売
用限定の「紅茶スコーン」は、ルフナという種類の茶葉を練り込んでおり、ほの
かな紅茶の香りが口いっぱいに広がり、プレーンスコーンとは違った味わいが楽
しめます。手土産に、ちょっと贅沢なティータイムを楽しみたい時におすすめです！

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

和むものを見る、聞く、食べる、
触る。日々たくさん和んでい
こう。

紅茶専門店RUHUNA
営業時間　月～土曜 １１：００～２３：００（L.O２２：００）
　　　　　日曜・祝日 １１：００～２０：００（L.O１９：００）
定 休 日　火曜日

Ｔ Ｅ Ｌ　０１３８－ ５５－０４４３
住　　所　函館市本町４－２０ ２Ｆ
備　　考　 ２，０００円以上のご利用で

「本町パーキング３１」が１時間無料

Member's Board
函館商工会議所

会員様限定優待券

紅
茶専門店

RUHUNA

当店でご飲食の際に

セ
イロ
ン
ティー
ティー
バッグ

５個
入
れ１パックをプ

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。

　サービスは優待券一枚につき1パックまで、種類は、“ セイロンティー”のみとさせていただきます。

使用期間／平成30年９月15日㈯～平成30年10月15日㈪

～ティーワッフル～

特製紅茶シロップの上品な甘さと
しっとりとしたワッフルの食感

紅茶の香りと共にゆったりとした
時間が流れる店内

0

～クリームティーセット～

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
きりとり線

きりとり線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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議員の異動

9 月

11 火
北海道信用保証協会�個別相談
青年部�第3回例会

12 水
観光・飲食・サービス部会、津軽海峡圏委員会合同�
八戸視察会（～9/13）
経営相談

16 日 第76回�全道珠算競技大会

19 水

女性会�9月例会「道南（南茅部・七飯）周遊ツアー」
金融個別相談　
セミナー「もう準備はできていますか？消費税の
軽減税率とインボイス制度対策」

21 金 金融・不動産・情報部会�幹事会
26 水 発明相談

28 金
法律相談
はこだてカルチャーナイト2018

10 月
9 火 北海道信用保証協会�個別相談
10 水 経営相談

今後のうごき 【8月29日現在】
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　去る９月４日、旭川市において、第53回北海道・
東北商工会議所連絡会議が、道内と東北６県の77
会議所の会頭ら約290名が参加し開催され、本所よ
り正副会頭はじめ７名が出席しました。
　当日は、道商連岩田会頭、東北六県商工会議所
連合会鎌田会長より挨拶、続いて道経産局牧野局長、
阿部道副知事より祝辞が述べられた後、塩釜、根室、
福島、恵庭の各会議所より「人口減少社会克服に
向けた地域活性化事例について」をテーマに地域
での取り組み事例の発表が行われました。
　その後、本所久保会頭より、両地域の経済再生
と東北の本格復興に向け、〇経済好循環の原動力
である中小企業の活力強化、〇地方創生推進に向
けた活動基盤の強化、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について北
海道・東北87商工会議所の強い結束のもと取り組
むことが宣言されました。

議員の職務を行う者の変更
・１号議員	 株式会社函館酪農公社	 （旧）代表取締役社長	 柴　田　光　雄　氏
	 	 （新）代表取締役社長	 菊　池　一　樹　氏
	 （平成30年４月21日付）

会議所のうごき

第53回北海道・東北商工会議所連絡会議
87会議所が結束し、両地域の経済再生と東北本格復興に取り組むことを宣言

▲大会宣言を読み上げる久保会頭
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　去る８月17日～18日、第２回例会（奥尻島視察会）
を外崎会長はじめ会員家族14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、函館を中
心とした津軽海峡圏における観光資源の再発見、ま
た、国内外の観光客に向けた訴求力のある体験型観
光コンテンツ研究のため「奥尻島」を訪問しました。
　当例会では、島の産業施設である奥尻ワイナリー
の工場見学・試飲、特産品であるアワビの掴み狩り
体験、北海道南西沖地震による津波被害の「記憶」
と「教訓」を後世に語り継ぐ奥尻島津波館の見学等、
2日間にわたり島内10カ所の観光施設等を視察し、
離島ならではの景観や体験、島に到着するまでのワ
クワク感や冒険心をくすぐる期待感等、奥尻島の魅
力ある観光資源に触れ、函館市と連携した観光ルー
トの造成等に向けた可能性を感じられる視察会とな
りました。
　今後、インバウンドをはじめとした旅行者誘致拡

大に向け、国内外へ広く情報を発信していくことと
しました。

　去る８月25日～26日、函館出身のロックバンド
GLAY が、緑の島にて GLAY Special Live 2018 
HAKODATE「GLORIOUS MILLION DOLLAR 
NIGHT Vol.3」と題し、凱旋野外ライブを開催し
ました。青年部では、外崎会長が委員長を務める
GLAY Live in Hakodate協議会サポート委員会の
取り組みとして、開催前後に卓上のぼり旗300本の
設置、そして、当日のボランティア警備を行いました。
　卓上のぼり旗においては、青年部会員事業所の窓
口や店舗に設置することで地域の機運醸成と来函者
の歓迎を目的として実施され、地元での盛り上げに
努めました。

　当日警備においては、 1 日目は暴風雨、 2 日目は
暑さという厳しい天候の中でしたが、外崎会長ほか
16名が参加し、道案内や観客誘導等を通じてライ
ブのスムーズな運営を支えました。

青年部
第２回例会（奥尻島視察会）を開催

GLAY Special Live 2018 HAKODATE
卓上のぼり旗の設置・当日警備を通じてサポート

▲奥尻島名所「鍋釣岩」にて集合写真

▲奥尻島津波館での見学の様子

▲ライブ開催の機運醸成のため設置した卓上のぼり旗



第62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

第62回函館
）函館国際観光
だし日和

産品推奨会 
ション協会会長賞

館圏優良土産
光コンベンシション協会会長賞ンベンシ

（8食）………………………………… 756円(税込)
）函館国際観光
だし日

光コン
日和

ション協会会長賞ンベンンシ
和和（8食）………………………………… 756円(税込)

南かやべ産の真昆布に上質な静岡県産の鰹節を加え、さらに
煮干しで風味を整えました

URL: http://www.konbunosato.com/
函館市川汲町1546- 12　　TEL：0138-25-5574
URL: http://www.konbunosato.com/

だし日日和和和（8食） 756円
南かやべべ産の真 上質な静岡県産の鰹節を加え さらに真昆布に上南かやべ 質 静岡県産 節 加べ産の真昆布に上上質な静岡県産の鰹節を加え、さらに真昆布に上
煮干しで したで風味を整えま

函館市川汲町1546- 12　　TEL：0138-25-5574
URL: http://www.konbunosato.com/URL: http://www.konbunosato.com/

南かやべ漁業協同組合直販加工センター

㈰ ㈪ ㈮

文化・教育・民間施設など
３４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。

パンフレット
同封!!
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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／本所 地域振興課
 TEL. ０１３８-２３-１１８１

※施設によって開始・終了時間が異なります。2018.9.２８㈮ 17：00－21：00
はこだてカルチャーナイト

ご案内ご案内



お問合せ 函館商工会議所 企画情報課　TEL ０１３８-２３-１１８１

東京商工会議所の検定試験
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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４１回 １級・２級・３級
　施 行 日 ／ 平成30年11月25日（日）
　募集期間 ／ 9月11日（火）～10月12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４４回 １級・２級・３級
　施 行 日 ／ 平成30年12月9日（日）
　募集期間 ／ 9月25日（火）～10月26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１５０回  １～３級
　施 行 日 ／ 平成30年11月18日（日）
　募集期間 ／ 9月10日（月）～10月18日（木）
■第１５１回  ２・３級
　施 行 日 ／ 平成31年2月24日（日）
　募集期間 ／12月17日（月）～1月24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２１４回　段位､ １～１０級
　施 行 日 ／ 平成30年10月28日（日）
　募集期間 ／ 8月20日（月）～9月26日（水）
■第２１５回　段位､１～１０級
　施 行 日 ／ 平成31年2月10日（日）
　募集期間 ／ 12月3日（月）～1月9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１３回  初級・上級
　施 行 日 ／ 平成30年11月4日（日）
　募集期間 ／ 8月6日（月）～9月28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。

ご当地検定

日本商工会議所の検定試験

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１３回  
　施 行 日 ／ 平成30年11月23日（祝、金）
　募集期間 ／ 8月31日（金）～10月31日（水）
　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４５回 １級・２級・３級
　施 行 日 ／ 平成30年12月2日（日）
　募集期間 ／ 9月18日（火）～10月19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２５回
　施 行 日 ／ 平成30年12月16日（日）
　募集期間 ／ 10月2日（火）～11月2日（金）
　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８回
　施 行 日 ／ 平成30年11月11日（日）
　募集期間 ／ 8月28日（火）～9月28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８３回　１級・２級・３級 
　施 行 日 ／ 平成31年2月20日（水）
　募集期間 ／ 12月17日（月）～1月24日（木）
　受 験 料 ／ １級 7,710円　２級 5,660円　３級 4,120円

平成30年度　函館商工会議所平成30年度　函館商工会議所

下期検定試験下期検定試験ののご案内ご案内

資格を取って

キャリアアップ！！

検定試験

★東京商工会議所検定試験の申込先
東京商工会議所 検定センター

インターネットhttp://www.kentei.org/
 TEL 03-3989-0777

Information



会員サービス事業
第60回

申込用紙は
本紙に同封
しており
ます。

優良商工従業員表彰式
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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３０年１０月１２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170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。

～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　 TEL ２３- １１８１　FAX ２７−２１１１

■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３０年１０月１２日（金）

■表彰期日 平成30年１１月２７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

ご案内



会員サービス事業
第60回

申込用紙は
本紙に同封
しており
ます。

優良商工従業員表彰式
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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３０年１１月２７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３０年１０月１２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　０１３８-２７－２１１１

  　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12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60回 函館商工会議所優良商工従業員表彰 実施要領

Information
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函館市縄文文化交流センター開催講座

縄文体験講座 「縄文時代の石器をつくろう!」
縄文時代の狩猟について学びながら、矢の先に使用されていた石鏃を黒曜石で作ります。

　通勤や通学、買い物やレジャーには、自家
用車（マイカー）の利用を控えて、環境にや
さしい市電やバスなどの公共交通機関や自転
車・徒歩での移動を実践しましょう。
　あなたの行動が地球温暖化防止につながり
ます。
　体を動かす自転車や徒歩での移動は、健康
増進・健康づくりにも役立ちます。

日　　時／ 平成30年 ９月３０日㈰ 
 午後１時～午後３時
会　　場／ 縄文文化交流センター
対　　象／ 一般（小学校高学年以上） 

定　　員／ 10名（申込順） 

参 加 費／ 500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

史跡大船遺跡・史跡垣ノ島遺跡への無料シャトルバスの運行と史跡垣ノ島遺跡の臨時公開を実施しています。
詳細は、折込チラシもしくは函館市ＨＰをご覧ください。

URL https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/bunya/rekisi/

函館市地球温暖化対策地域推進協議会事務局（環境部環境総務課内）
函館市日乃出町２６−２　ＴＥＬ：０１３８ー５１−０７５８お問合せ

はこだて
ノーマイカーデー２０１８
はこだて
ノーマイカーデー２０１８

Information

実施期間 ９/１０（月）～１６（日）

温室効果ガスの削減に向け
ＮＯ！Ｍｙ Ｃａｒ！



ご紹介新入会員
New Face

�ご入会ありがとうございます。

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
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代 表 者／中山　一郎
電話番号／0138－40－3938
住　　所／函館市万代町20－10

代 表 者／庄司　隆人
電話番号／0138－85－8618
住　　所／函館市元町15－22
　　　　　元町ヴューオフィス2F

㈱医食同源

函館元町 ROWAN BERRY 英語教室 （グローバルゲート合同会社）

　がごめ昆布の食品や化粧品等
を豊富に揃えた「株式会社医食
同源」で、毎日の食生活にがご
め昆布を!!

　幼・小・中対象の英語教室で
す。「使える英語」を確実に「定
着」させるための英語指導を
行っています。
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　ぜい沢に丸鶏を使用し、豚の大腿骨（げんこつ）
と地場野菜を加えて煮込んだ「鶏豚湯（とりとんた
ん）」ラーメンは心も体も健康になる逸品―と評判
だ。東京の有名ラーメン店などで修業を積んだ貴大
さんと黒石で農業を営む妻・真理子さんが昨年３月
に青森市西大野の青森南高グラウンド向かいに念願
の店開き。店名には「全ての思いが一点に集まり夢
へ翔け上がっていけるように」―の願いを込めた。
　伝えたい一杯がここにある―が宣伝文句の塩分・
脂肪控えめで野菜たっぷりのヘルシーラーメンが食
べられる店として存在が知られるようになってき
た。「短命県の理由に県民のラーメン好きが指摘さ
れる向きもあるようですが、当店のラーメンは一食
で十分に野菜が摂取できます」。飲むサラダとも言
われる「野菜のスムージー」が無料で振舞われるの
もうれしい。野菜ソムリエの資格を持つ真理子さん
の発案で始めた。「食前に飲むと、糖の吸収を抑制
する効果があります」（貴大さん）、「スムージーで
体の内側からきれいになって」（真理子さん）。こう
したサービスも食を通じた健康づくりに取り組む店
として認知度を高めている。
　鶏豚湯と煮干しが融合した「煮ニボ★とんたん」
や完熟トマトをふんだんに使った夏限定の冷やし麺

「トマとんたん」（温か麺もある）が人気。鶏豚湯（塩・
しょう油、味噌）に激辛のスパイスをプラスさせた

「火消しラーメン」も。
　具材は農家直送の地場野菜。季節ごとの色や食感

が楽しめる。真空低温調理したレアチャーシューは
生ハムを彷彿とさせる上品な味わいで、とろけるよ
うな食感と好評。卓上にはラー油、黒胡椒入り玉ね
ぎ酢など自家製調味料が置かれ、「お客様がそれぞ
れの好みに合った味の変化を楽しめます」。
　店内は子ども連れの客層も意識して可愛い小物や
装飾が施されカフェの雰囲気。こうした店づくりの
コンセプトが認められ、県の「あおもり子育て応援
わくわく店」の認定を受ける。若手農業トップラン
ナーとしても活動を広げている真理子さん。社会が
目指す「合理的配慮」の考え方にも共鳴すると言う。
小上がり席をバリアフリー化、車いすでも使用でき
る多目的トイレも設けた。「店では筆談にも応じて
いますし、夫婦共々手話を習っています。障害のあ
る人にも寄り添っていきたい」

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。

「麺屋一翔」
� 代表　升田　貴大さん

いっしょう

商 工 プ ラ ザ
心も体も元気になるヘルシーラーメンが食べられる店。店内はカフェの雰囲気

「オープンして１年以上が経過。ようやく店の認知度が
広まってきた。手応えを感じています」と話す貴大さん



～ 祝国内推薦候補決定 ～

http://www.hakodate.cci.or.jp/activity/8206.html

道南縄文文化推進協議会

史跡大船・垣ノ島遺跡への無料シャトルバスの運行と史跡垣ノ島遺跡の臨時公開を実施しています。
詳細は折込チラシもしくは函館市ＨＰをご覧ください

URL　https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/bunya/rekisi/
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