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■今月の表紙
「五稜郭公園の桜」
　写真は、満開に咲く五稜郭公園の桜を撮影した一葉
です。
　五稜郭公園は、4月下旬からゴールデンウィークにか
けて1,600本を超える桜が咲き乱れるお花見スポットと
して親しまれている一方、箱館戦争で多くの志士たち
が命を散らせ激しく戦った場所として知られています。
　箱館戦争は、1868年に京都の鳥羽・伏見に始まった
戊辰戦争最後の戦いで、1869年5月18日、蝦夷共和国
を夢見た榎本武揚が、黒田清隆率いる官軍に五稜郭を
明け渡し、戊辰戦争に終止符が打たれました。
　箱館戦争（戊辰戦争）終結150年の節目となる今年の
箱館五稜郭祭は、5月18・19の日程で開催されます。
（イベントの詳細は、裏表紙裏 五稜郭祭広告をご参照く
ださい。）
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　五稜郭は、箱館開港とともに蝦夷共和国を夢見た旧幕府脱走軍と日本
の新たな時代を切り拓いた新政府軍、両軍の多くの志士たちが命を散ら
せ激しく戦った場所として知られています。1914年（大正３）より「五
稜郭公園」として一般に開放、1952年には特別史跡として国の指定を受
けました。以後、歴史的遺産として保護・保存の措置が図られています。
今年、2019年は箱館戦争（戊辰戦争）が終結してから150年の節目の年と
なります。5月18日と19日開催の第50回記念箱館五稜郭祭では、碑前祭・
土方歳三コンテスト・維新行列・音楽パレード・戦闘パフォーマンス等
が行われます。また、戊辰戦争終結150周年記念として、4月20日から10月27日までの開催となる、幕末の衣装を
纏ったスタッフが特別史跡五稜郭跡を巡回する「五稜郭おもてなし隊」、10：00～15：00まで毎時0分に太鼓櫓の「時
を告げる太鼓」を打ち鳴らし当時を回顧する「時の太鼓」、箱館戦争の戦闘シーンを再現する「箱館戦争抜刀隊」
など様々なイベントを開催いたします。日程等の詳細については、本誌の裏表紙裏の広告掲載欄をご覧ください。
　今回の特集では、箱館開港から箱館戦争（戊辰戦争）終結までの歴史を振り返ります。

箱館開港
　1853年（嘉永６）６月３日、アメリカ東インド艦隊司令長官ペリー提督が４隻の黒船
を率いて浦賀沖に投

とうびょう

錨しました。アメリカが日本に要求したことは、通商、漂流民の救
助・保護、避難港の確保と石炭・薪

しんすい

水等の補給の３点でした。この背景には、中国貿易
に伴うアジアへの関心や北太平洋での捕鯨業の補給基地確保という目的がありました。
　1854年（安政元）１月16日、再び来日したペリーは、幕府との交渉で改めて開国を要
求し、３月３日に日米和親条約が締結。下田・箱館の２港が船中欠乏品の補給、漂流民
の保護・救助が可能な避難港として決定され、箱館は翌1855年（安政２）３月からの開
港となりました。和親条約ののち、1858年（安政５）に日米修好通商条約など５か国と
の通商条約が結ばれると、翌年には箱館・横浜・長崎が、遅れて新潟・神戸が貿易港と
して開港されることとなり、自由貿易が規定されました。一般的に函館で開港○○周年
とは1859年の開港が起算年となります。アメリカで発行された「ペリー日本遠征記」やフランスの新聞等の記事には、上陸したア
メリカ人やフランス人が街中で聞いた函館なまり「はこだで」をそのまま活字にし、「ＨＡＫＯＤＡＤＩ」と紹介され、19世紀中頃
の箱館は、日本を代表する北の港町として、欧米に広く知られるようになりました。

五稜郭の築造
　1855年（安政２）の箱館開港を控え、箱館奉行に任命された竹

たけのうちやすのり

内保徳は、箱館の役所と役人の住居
問題に直面しました。当初竹内は、旧来の奉行所庁舎を使用するつもりでいました。しかし、蝦夷地
調査を行い箱館の防備が不十分なことを知っており、後に箱館奉行となる村

むらがき
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は幕府に
対して、役所の移転と台場の整備を上申します。五稜郭の設計を担当したのは、伊予国大洲（現愛媛
県大洲市）に生まれ、緒

おが た

方洪
こう

庵
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久間象
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山などに蘭学・西洋兵学を学んだ武
たけだあや

田斐三
さぶろう

郎成
なり

章
あき

でした。
　五稜郭は、ヨーロッパで発達した城

じょうさい

塞都市をモデルとしています。武田はペリー艦隊が箱館に来航
した際に艦に乗り込み、西洋の技術を実見する体験をしました。この後、箱館に入港したフランス軍
艦コンスタンティーン号の将官から提供された、台場や城塞についての書物や図面などを参考として、
西洋技術による五稜郭設計に至ったと考えられています。しかし石垣の積み方や中に建てられた役所
（奉行所）など実際の工法は、日本の技術を駆使しています。五稜郭は1857年（安政４）に着工、工事
中には「亀田御役所土塁」と呼ばれ、７年の歳月の後、1864年 （元治元） に竣工し箱館奉行所が置か
れ業務を開始しました。

箱館戦争
　箱館戦争は、1868年（慶応４）１月３日京都の鳥羽・伏見に始まった戊辰戦争最後の
戦いです。鳥羽・伏見の戦いは、やがて江戸・北関東・東北と広がり、北上してきました。
　同年８月19日、徳川家の処遇に不満を抱いていた旧幕府海軍副総裁榎

えのもとたけあき

本武揚率いる艦
隊と大

おおとり

鳥圭
けいすけ

介率いる陸軍は東北諸藩救援のために江戸を脱走し、東北へと向かいます。
しかし、東北諸藩の連合 （奥

おう う

羽越
えつ

列
れっぱん

藩同
どうめい

盟）が崩壊したため、 新政府のもとで、蝦夷地
を開拓し徳川家臣の存続を考えた両軍は仙台から蝦夷地へと向かいました。
　旧幕府脱走軍は、既に外国に開港していた箱館での戦闘を避けるため、鷲

わし

ノ木
き

（現森町）
に上陸しました。旧幕府脱走軍は、蝦夷地上陸の意図を、箱館府（新政府の機関）に通
達しようとしましたが受け入れられず、戦端が開かれることになりました。

戊辰戦争終結から150年
 箱館五稜郭の歴史を振り返る

特集

武田斐三郎
（函館市中央図書館蔵）

箱館応接所の米使ペリー提督一行
(函館市中央図書館蔵)

十月廿日南蝦夷地之内鷲ノ木着船之図
（「麦叢録附図」より　函館市中央図書館蔵)
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函館商業会議所の誕生と榎本武揚
　榎本武揚は明治5年1月6日、特赦を受けて出獄しました。その才能を買われて新政府に登
用され、逓信大臣、文部大臣、外務大臣、農商務大臣を歴任しました。
　明治28年（1895）9月29日、函館商工会議所の前身である函館商業会議所は、農商務大臣となっ
た榎本武揚から北海道で初めて設立認可を得ることになります。奇しくも「箱館戦争」で五
稜郭に立てこもって主役を演じた榎本が、時が変わって、函館商業会議所の設立を認可する
所轄大臣の地位となっていたのです。

鷲ノ木上陸から五稜郭占拠
　鷲ノ木に上陸した旧幕府脱走軍は、二手に分かれ箱館を目指し、大鳥圭介隊は峠下（現
七飯町）と大野村（現北斗市）で、土

ひじかた

方歳
とし

三
ぞう

隊は川
かっくみ

汲峠（現函館市）で戦いとなり、勝
利しました。五稜郭で戦況をみていた箱館府知事の清

しみずだにきんなる

水谷公考は、自軍の全軍敗走を聞
き、青森へ退却。10月26日、大鳥隊・土方隊は無人となった五稜郭に入り占拠しました。
同日、旧幕府脱走軍艦隊の回

かいてん

天・蟠
ばん

龍
りゅう

の２艦が箱館港に入港し、箱館の街と五稜郭は旧
幕府脱走軍の占領下となりました。
　旧幕府脱走軍は、新政府の側についていた松前藩に対し降伏を促しましたが受け入れ
られず、数度の戦いの後、土方隊は松前福山城を攻め落とします。また、江差に向かっ
た松

まつおか

岡四
しろ う じ ろ う

郎次郎隊は、次々に戦いに勝利し、館村（現厚沢部町）の松前藩の新城を攻め
落とします。松前藩は全滅し、藩主松前徳

のり

広
ひろ

は熊石（現八雲町）から青森に退却、これ
により旧幕府脱走軍は、蝦夷地南部を占領しました。

新政府軍の箱館進攻
　 1869年（明治2）4月6日、箱館進攻の準備が整った新政府軍は、青森港を出発し、乙部（現乙部町）
に上陸しました。江差を制圧し、そこから厚沢部・大野、木古内、松前に進攻する隊に分かれ、箱館
を目指しました。
　松前に向かった隊は、17日に福山城を奪回し、22日には、江差から木古内へ向かった隊と合流し、
江差から大野に向かった隊は、二股で土方隊と激戦となりました。二股口に到着した土方は、地の利
を生かし、塹

ざんごう

壕を掘るなどして陣を築きました。２度にわたる激戦が起こりましたが、土方軍は兵数
で圧倒的に不利だったにも関わらず、どちらの戦いにおいても、この場を守りきりました。しかし、
松前ルート、木古内ルートを通っていた新政府軍に榎本軍が敗れてしまったため、土方軍は退路を絶
たれてしまう恐れがあり、五稜郭に戻らなくてはならなくなりました。新政府軍は、有川（現北斗市）
付近に滞陣し、青森からの補給を待ち、箱館総攻撃の準備を整えることにしました。
　圧倒的不利を跳ね返し、この場を守りきった土方歳三の采配ぶりについては、現在でも高く評価さ
れています。また、土方はこの時既に、二股口の戦いに勝利したとしても、最終的には自分達は（箱
館戦争では）負けるだろうと冷静に戦局を判断していたといわれています。

箱館総攻撃
　５月11日、新政府軍の箱館総攻撃が開始されます。旧幕府脱走軍の陸軍は各方面で敗
走し、土方歳三などの指揮官の戦死も相次ぎ、旧幕府脱走軍は五稜郭・弁天岬台場・千
代ヶ岡陣屋を残すのみとなりました。新政府軍による箱館総攻撃の翌日には甲鉄の艦砲
射撃により五稜郭にいた兵士が死傷し、脱走する者もいました。新政府軍による降伏勧
告が12 ～ 14日にかけて行われましたが、不成功に終わりました。病院長の高

たかまつ

松凌
りょう

雲
うん

と
小
お

野
の

権
ごん

之
の

丞
じょう

が降伏勧告交渉に尽力し、15日に弁天岬台場の箱館奉行永
なが い げ ん ば

井玄蕃以下240余
名が降伏しました。16日には、徹底抗戦をしていた中

なかじま

島三
さぶろう

郎助
すけ

親子らが戦死し、千代ヶ
岡陣屋は攻め落とされました。

戊辰戦争終結
　５月17日、榎本武揚・松

まつだいら

平太
た ろ う

郎・荒
あら い

井郁
い く の

之助
すけ

・大鳥圭介が新政府軍に出頭し、18日、五稜郭が明け渡され、戊辰戦争は箱館戦争
の終結とともに終わりを迎えました。箱館戦争に参戦した旧幕府脱走軍の兵士約3,000名、新政府軍の兵士は約１万人、戦死者は、
旧幕府脱走軍が約800名、新政府軍が約300名でした。箱館戦争で被害を受けた市民も数多くいました。

宮古湾奇襲作戦
　蝦夷地を占領された新政府は、蝦夷地奪還の準備を整えており、アメリカから装甲鑑甲鉄を手に入れ、海軍の主力艦としました。
新政府軍の艦隊が宮古湾に集結するという情報を得た旧幕府脱走軍は、甲鉄奪取の作戦にのり出しますが、暴風雨に遭い、回天・蟠龍・
高雄のうち回天のみが宮古湾にのり込みました。甲鉄の攻撃に敗走し、作戦は失敗しました。

十一月五日海陸相合而陥福山城図
（「麦叢録附図」より　函館市中央図書館蔵）

箱館戦争図幅（函館市中央図書館蔵）

土方歳三
（函館市中央図書館蔵）

榎本武揚
（函館市中央図書館蔵）
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中堅社員セミナー

仕事の中核を担う
次世代リーダーを育成
日　時／	２０１９年５月２１日㈫
	 ９：３０～１７：００

場　所／		函館商工会議所3F会議室
講　師／		株式会社インタフェース

	 取締役	五十嵐　知美	氏
定　員／		30名（先着順、受講無料）

お申し込み・お問い合わせ　経営支援課　TEL ２３－１１８１

プログラム
１．研修オリエンテーション
　◦�グループとチームの違い
　◦�チームに必要な３つの要素
　◦チームつくり（チーム内自己紹介）

２．良い組織といい仕事
　◦�良い組織とは、良いリーダーとはを考える
　◦�仕事で成果をあげる人
　◦いい仕事の３つのポイント

３．仕事を円滑にするコミュニケーション
　◦�言語と非言語コミュニケーション
　◦�効果的な聴き方と質問の活用

４．情報の共有化「報連相」
　◦�自己の報連相のふり返り
　◦�３つの視点と３つの深度
　◦�報連相の実践ポイント

５．組織の課題解決
　◦�情報を共有して組織の課題解決

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

中小企業相談所だより

　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 1.21％
 （平成３１年４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）
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金融個別相談
低利な融資制度についてのご相談
実施日／5月15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

経営相談
経営上の様々な課題についてのご相談
実施日／6月12日㈬ 13：00〜16：00
相談員／公認会計士　鎌田　直善氏

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／6月11日㈫ 10：00〜16：00
相談員／北海道信用保証協会

函館支店担当者

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／5月22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

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／5月24日㈮ 13：00〜16：00
相談員／弁護士　堀田　剛史氏

ＩＴ相談
生産性向上に向けたITの導入・活用についてのご相談
実施日／6月13日㈭ 13：00〜16：00
相談員／情報処理安全確保支援士 大江　美帆氏

ＩＴアドバイザー 澤井　保彦氏

お問い合わせ　経営支援課　TEL ２３－１１８１

◦ �①市区町村による創業支援等事業の支援を受け
た事業者、②買い物弱者対策事業を行う事業者は、
100万円が上限になります。

◦ �複数の事業者が共同して申請することもできます。
複数の事業者が連携する場合には、上限は100万円
～500万円です。＊連携小規模事業者数によります。

詳細については、下記の特設サイトをご覧下さい。
ＵＲＬ：https://h30.jizokukahojokin.info/

小規模事業者が経営計画に基づいて実施
する販路開拓等の取り組みに対し５０万円
を上限に補助金（補助率：２／３）が出ます。

申込締切：６月１２日（水）【消印有効】

中小企業庁 平成30年度第2次補正予算事業

小規模事業者持続化補助金

販路開拓等をお考えの小規模事業者の皆様へ！！

【対象となる取組の例】
①広告宣伝
　◦�新たな顧客層の取込を狙い、チラシを作成・
配布

　◦�店舗の認知度向上を目的とした看板の設置

②�集客力を高めるための店舗改装
　◦�幅広い年代層の集客を図るための店舗のユ
ニバーサルデザイン化

③�商談会・展示会への出展
　◦�新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展

④�新たな商品・サービス提供のための
製造機器の導入・試作開発の実施

　◦�３Dプリンターを導入し、新商品の開発
　◦�原材料を購入して新製品・商品の試作開発

⑤�ITを活用した広報や業務効率化
　◦�ホームページの開設やネット販売システム
の構築、管理システムの導入

計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所
の指導・助言を受けられます。

*函館の皆様と共に49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
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サン・スポーツクラブ
　当クラブは、地域密着型の総合スポーツクラブとし
て1976年に創業しました。
　創業当時は、「団塊ジュニア世代」を中心としてご利
用いただいておりましたが、現在ではその方々のお子
さま世代（２世代目の会員）にもご利用いただいてお
ります。
　当時から続く水泳・体操・サッカーのスクール事業
があります。また、サマーキャンプやスキー・スノーボー
ドスクール等のシーズンイベントを通じて道南エリア
に住むジュニア層の健やかな心身の成長や豊かな人間
性をはぐくむ教育、生涯スポーツの土台づくりに取り
組んでおります。

健康と交流を軸とした３世代型のスポーツクラブ
　現在、国内では少子高齢化・人口減少が急速に進展
しています。道南エリアも例外ではありません。健康
で安心して暮らせる地域社会を築いていく必要があり、
今後様々な地域課題に直面することが予想されます。
　このような社会環境の構造的な変化にしっかりと対
応し、地域課題の克服に向けて当クラブができること
を真剣に考えました。その結果、健康を軸とした〈３世
代型のスポーツクラブ〉という結論に至り活動をして
おります。

　本施設は〈スポーツを楽しむ機会〉や〈健康づくり
の機会〉そして、〈人々が触れ合う機会〉を皆さまにご
提供するために、受付から各エリアまで開放的なスペー
スにしました。ジュニアのみならず、おとな＝パパマ
マ＆おじいちゃんおばあちゃんも含めた多世代での活
発なコミュニケーション、世代間交流が生まれる空間
となっております。

優しさあふれるこだわりの新施設
　本施設は本年、４月10日に千代台町から、石川町へ
と新築移転しました。エレベーターの設置とシャワー
等を併設した多機能トイレがついたプライベート更衣
室を設けました。バリアフリーとなっており、身体の
不自由な方にも安心してご利用いただけます。
　１階にはお子さまにも安心の、薬品塩素を使用しな
い肌や髪に優しい最新の25ｍプールがあります。２階
には、ガラス張りの明るい空間で函館山を眺めながら
ランニングや各種最新のマシンをご利用いただけます。
その他、多目的ホールとダンスやヨガなどを行うこと
のできるスタジオがございます。
　トレーニング終了後は、ゆっくりと汗を流していた
だくために、サウナ・浴そう・水風呂の他、周りを気
にせずにご利用いただける個室シャワーブースも設置
しております。 

今後の目標
　当クラブのスタッフは会員様とのアットホームな雰
囲気とコミュニケーションを大切にしています。ご利
用いただいている会員様から、スタッフとの会話が楽
しみで通っている、とのご意見もいただいております。
　これからも道南エリアの皆さまがココロもカラダも
健康で、日々充実していつまでも自分らしく過ごして
いただきたいと思っております。地域に根差したクラ
ブであることを胸に、スタッフ一同皆さまの健康をサ
ポートしてまいります。

本社：函館市石川町167-39
TEL：0138-34-5880
URL：https://www.sunsports.co.jp/

サン・スポーツクラブ㈱

サン・スポーツクラブ㈱
	

代表取締役社長　 及能　有三

テーマ ココロとカラダ
の健康づくりをサポート
NOW会員
Vol.67

ジュニアスクールのレッスンの様子

函館山を一望できるマシンジム
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準備はお済み
ですか？？ 消費税軽減税率制度の導入と対策

今回のテーマ：消費税転嫁の注意点と対策
消費税の価格転嫁とは？
　消費税は製造、卸、小売り等の各取引の段階で課税されますが、価格に転嫁されて最終的には消費者
が全額負担します。

価格転嫁できないと、売上・利益が減少してしまいます
　例えば、消費税率8％の時の税込売価が20,000円であり、税率が10％に引上げられても消費税分の転嫁ができ
ずに税込売価を20,000円で据置いた場合を考えてみましょう。
　消費税率引上げ分を価格転嫁できない場合、下図のように、税込の売上額は変わりませんが、税抜の売上額が
減少するので、自社の売上や利益の減少を招くことになります。

事業全体で売上・利益を確保
　消費税率引上げについて、全ての商品で一律に転嫁できれば問題ありませんが、消費者の購買意欲の減退で一律に
転嫁できない場合には、利益を確保できないケースも想定されます。そのため、「事業全体で適正な利益を確保する
こと」を目標に、売上を確保するための方策を検討しましょう。
　価格の見直しは、「利益の大きい商品は何か？」「値上げしても需要はあるか？」等の観点からメリハリをつけて行
うのが効果的です。また、新商品開発を行うことで従来の価格にとらわれない価格設定が可能となります。
　日本は、消費税率引上げ時に一斉に価格転嫁するため、欧州諸国と比較して、駆け込み需要・反動減が大きいと言
われています。価格が自由に設定できる新商品や季節商品の販売でバランスを取ることも計画的に検討しましょう。

消費税の転嫁のイメージ（消費税率10％の場合）

まずはご相談を　函館商工会議所　中小企業相談所　TEL	２３－１１８１	まで
　本所では、消費税軽減税率対策相談窓口を開設しておりますので、お気軽にご相談ください。また、軽減
税率対応に関する個別相談やセミナーを適宜実施しているほか、軽減税率の詳細な説明が記載された各種資
料もご用意しております。
（資料は、無料配布、在庫が無くなり次第、配布終了となります。）
※当コーナーは、日本商工会議所　2018年10月発行「中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策」の各種情報を基に作成しております。

消費税率8％の場合

売上額
（税込） ２０，０００円

売上額
（税抜） １８，５１９円

消費税額 １，４８１円
➡

消費税率10％になっても販売価格を据置いた場合

売上額
（税込）

価格据置		
２０，０００円

売上額
（税抜） １８，１８２円

消費税額 １，８１８円

差引
500円➡ 税金を

実質的に負担

事業者に納税義務あり
事業者に
納税義務あり

※売上分の消費税額と仕入分の
　消費税額の差額を納税

転 嫁 転 嫁

販　売 販　売

製造業

納税
1,000円

売価
11,000円

納税
500円

小売業 消費者
消費税
1,000円

1,000円 1,500円
本体価格
10,000円

売価
16,500円

消費税
1,500円

本体価格
15,000円

実質的な負担額
1,500円

（1,000円+500円）

税抜の売上額が
337円も減少…
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　平成31年度道南商工会議所連絡協議会を去る
４月23日、浦河町“うらかわ優駿ビレッジ「アエル」”
において開催しました。
　会議は、本年６月28、29日に千歳市で開催され
る第69回全道商工会議所大会へ、道南ブロックと
して提出する議案について協議を行うもので、浦河、
苫小牧、登別、室蘭、伊達、森、函館の７商工会
議所から、それぞれ提案事項の説明が行われました。
　本所からは、事業計画に基づき中小企業振興関
係14項目、運輸観光関係22項目、地域振興関係３
項目の計39項目の提案を行い、各地からの提案事

項については、北海道商工会議所連合会が集約し、
全道大会において中央要望の事項として決議され
ます。

　去る 4 月22日、ホテル函館ロイヤルにおいて「北
海道ベトナム交流協会道南」の設立総会を開催しま
した。
　本会は、既に組織されている「北海道ベトナム交
流協会」（札幌）を軸に、道内全域と交流の促進・
連携を図る目的で、道内各地に設立の動きが拡がり、
当地域もその一つとして設立に至ったもので、組織
としては、法人・団体・個人の44会員でスタートし、
会長には、本所副会頭である中野恒氏が選任された
ほか、副会長 4 名、監事 2 名について右記のとおり
選任されました。また会議では中野会長より、ベト
ナムとの友好協力関係を深め、将来的に技術やビジ
ネスと多岐に渡る交流拡大が図れるよう、会員の方々
ならびに道内各団体との連携を密に、協力の輪を拡
げていくことが確認されました。

会　長： 中野　恒 氏（函館商工会議所副会頭）
副会長： 三浦　理 氏（函館市亀田商工会長）
 中市敏樹 氏（函館東商工会長）
 宮崎高志 氏（北斗市商工会長）
 中山一郎 氏（ 函館商工会議所アジア観光物

流促進委員長）
監　事： 成澤　茂 氏（成沢機器㈱代表取締役）
 濱津　隆 氏（（税）浜津会計事務所代表社員）

会議所のうごき

道南商工会議所連絡協議会
全道商工会議所大会への提出事項を協議

北海道ベトナム交流協会
道南設立総会

▲連絡協議会の様子

▲総会で中野会長が挨拶をする様子
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　去る 4 月22日、ホテル函館ロイヤルにおいて「地
下歩道建設検討ＷＧ」の設立会議を開催しました。
　当日は、久保会頭より「今後、若松ふ頭の整備が
進めば、さらに多くのインバウンドが中心市街地に
直接、訪れるようになる。当市の強みである多くの
観光スポットを短時間で回れる周遊性の高さを一層
高め受入態勢強化を図ると共に、地域に住む住民が
天候に左右されず移動できる手段として、五稜郭や
駅前の地下歩道の整備を図り、訪れる人にとっても、
住む人にとっても魅力的な街づくりを経済界が率先
して進めたい」と挨拶がなされました。
　また、座長には二本柳慶一氏、委員には本所7部
会の部会長と、 8 委員会の委員長が指名され、二本
柳座長は「先進地事例の研究に加えて、視察等も検
討したい」と抱負を述べました。

　去る４月25日、ホテル函館ロイヤルにおいて、
議員会（成澤茂 会長） 主催による春の議員懇話会が開
催されました。
　当日は、函館税関長　鶴巻嘉一氏を講師に迎え「最
近の税関行政について」と題して講話が行われ、税
関の組織や役割、函館税関の管轄等業務概況をはじ
め、函館管内の貿易動向、不正の摘発状況について
説明されました。また、年々複雑化する不正輸出入
に対する対策等、具体的な事例を含め、映像を交
えながら紹介され、出席者一同、中々耳にすること
のできない内容に、終始興味深く聞き入っていま
した。
　なお、懇話会終了後、引き続き講師を交えての懇
親会も開催されました。

　去る４月24日、本所会議室において、標記部会
幹事会を中野副会頭、竹村部会長はじめ14名が出
席し開催しました。
　当日は、函館市観光部観光企画課 根本課長より
函館市の平成31年度観光施策について説明がなさ
れたほか、青年部斎藤会長より2019はこだて冬フ
ェスティバル「ひかりのガーデン」の実施報告、本
所永澤中小企業相談所長より「キャッシュレスタウ
ン函館」推進事業や経産省によるキャッシュレス・
消費者還元事業等の説明がなされました。
　出席者より、「ひかりのガーデンの来場者数拡大
に向け、インバウンドに対してもPR強化を図って
いく必要があるのではないか」、「決済サービスの乱
立が日本でのキャッシュレス化の浸透を遅らせてい
る要因の一つとなっており、中小企業者に対しわか
りやすく情報提供する必要があるのではないか」等
の活発な意見が出されました。
　また、事務局より３月中旬に行った飲食業・宿泊
業対象の「平成30年11月～平成31年4月利用客数
に関するアンケート」結果について報告がなされま
した。

会議所のうごき 地下歩道建設検討ＷＧ設立会議

議員懇話会

観光・飲食・サービス部会幹事会

▲座長に指名された二本柳慶一氏

▲鶴巻税関長による講話の様子

▲開催に先立ち挨拶する竹村部会長
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　平成31年度定時総会並びに第63回函館圏優良土
産品推奨会表彰式が去る 4 月25日、五島軒におい
て開催されました。
　総会では、宮本会長はじめ会員14名が参加し、
平成30年度事業報告並びに収支決算、平成31年度
事業計画（案）並びに収支予算（案）について審議が行
われ、いずれも原案のとおり承認されました。
　その後は、去る 3 月19日に開催された推奨会の
受賞企業や審査委員等27名が参加し表彰式が行わ
れ、各賞を受賞された12社に対し宮本会長より楯
が贈られました。また、懇親会では、受賞商品を景
品とした抽選会を行う等、和やかな雰囲気のなか交
流を深めました。

　平成31年度定時総会を去る 4 月23日、今会長は
じめ26名が出席し、ホテル函館ロイヤルにおいて
開催しました。
　定時総会では、平成30年度事業報告ならびに収支
決算、平成31年度事業計画（案）ならびに収支予算（案）
について審議し、いずれも原案どおり承認されました。
　また、今年度は当女性会設立50周年を迎えるこ
とから、記念事業を10月4日に開催することが発表
されました。

　総会後は、斎藤青年部会長を講師に迎え、「今年
度の青年部の活動について」と題した講話を受けた
ほか、久保会頭、境・村瀬副会頭、斎藤青年部会長
を招いての懇親会では、和やかな雰囲気の中、会員
同士の交流を深め、盛会裡に終了しました。

　去る4月18日、銭亀沢地区女性部の平成31年度通
常総会を部員25名のうち、林部長はじめ 7 名が出
席し、イマジンホテル＆リゾート函館において開催
しました。
　当日は、開会に先立ち林部長が挨拶し、引き続き、
議事に移り、平成30年度事業報告ならびに収支決
算報告について、平成31年度事業計画（案）ならび
に収支予算（案）について、任期満了に伴う役員改選
について審議し、いずれも原案のとおり承認されま
した。
　総会終了後は、懇親会を行い部員同士の交流を深
め盛会のうちに終了しました。

みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会
平成3１年度定時総会並びに第63回函館圏優良
土産品推奨会表彰式を開催

銭亀沢地区女性部
平成3１年度通常総会

女性会
平成3１年度定時総会、懇親会を開催

▲宮本会長（右）より楯を受け取る受賞者

▲総会を終えての記念写真

▲総会を終えての記念写真



貸会議室のご案内
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お問合せ先　公益社団法人 北海道観光振興機構　TEL ０１１－２３１－０９４１
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� （税別）

室　　　名
使　用　時　間　帯

9：00〜12：00 13：00〜17：00 9：00〜17：00

第１会議室（約20名） 5,200円 6,400円 11,600円

第２会議室（約50名） 8,160円 10,080円 18,240円
※第１・第２会議室は、繋げて大会議室として使用できます。
※上記の価格は会員価格です。一般のお客様は上記価格の2割増しの料金となります。

　函館商工会議所では、各種会議・イベントや展示・式典・セミナーなどあら
ゆる催事にご活用いただける貸会議室をご用意しています。
　会議に付帯する各種備品も貸し出しております。また、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。
� �担当：総務課　TEL　0138-23-1181

会員優待

　災害が発生した場合、外国人は言葉の問題もあり、不安がより大きくなることが懸念されます。通常
の防災対策に加え、外国人観光客に安心して旅行を楽しんで頂くため、標記資料をお役立て下さい。

上記資料は、トップページ上段「北海道観光振興機構について」�→�右側「資料・統計」�→�「その他資料」に掲載されています。

　今後ますます増加することが見込まれる外国人観
光客に安全・安心な北海道旅行を楽しんでいただく
ため、本マニュアルでは、�通常備えるべき防災対策
に加えて、特に外国人観光客のために行うべき事柄
をご紹介しています。

　地震などの災害時に、指で示してコミュニケーショ
ンができるツールです。外国人観光客に携帯しても
らい、災害発生時から数時間に使用することをイメー
ジして作成されています。
①�各施設にてコピーして配布する
②�QRコードでのダウンロードを勧める　等
　外国人観光客がお店や施設に訪れた際にご案内下
さい。

同資料はQR
コードから
ダウンロー
ド可能です。

同資料はQR
コードから
ダウンロー
ド可能です。

道内観光関係者向け
外国人観光客災害時初動対応マニュアル

外国人観光客向け
災害時コミュニケーションシート

ご案内

災害時、緊急時に外国人観光客と“指先”でコミュニケーション

「外国人観光客災害時初動対応マニュアル」と
「災害時コミュニケーションシート」

（公財）北海道観光振興機構ホームページ
https://www.visit-hokkaido.jp/



会員事業所のみなさまへ

[お問合せ先]

本所　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）

お問合せ先　本所　企画情報課　TEL : ２３－１１８１

第６３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　

海鮮煎餅 グッドセレクション
15g×9袋（3種×各3袋）…………………………………… 800円(税抜)

　函館イカポッポ本舗の海鮮煎餅グッドセレクションは、北海道産の馬鈴薯のでん粉をベースに、海の幸である、
うに、かに、昆布のそれぞれの旨味を錬り込んで薄く焼きあげてみました。サクサクな食感が食べやすく、お子様
からご年配の方々にも大変好評です。３種の海の幸の味が楽しめるグッドなお煎餅を是非一度お試しください。

　函館イカポッポ本舗の海鮮煎餅グッドセレクションは、北海道産の馬鈴薯のでん粉をベースに、海の幸である、
うに、かに、昆布のそれぞれの旨味を錬り込んで薄く焼きあげてみました。サクサクな食感が食べやすく、お子様
からご年配の方々にも大変好評です。３種の海の幸の味が楽しめるグッドなお煎餅を是非一度お試しください。

北海道製菓
TEL 0138-41-6575

〒040-0072
函館市亀田町6-4

URL：http://e-hokka.jp北海道製菓㈱

12

　マーケティング知識を活かした販売促進企画の立案のみならず、売場づくりや接客の技術、在庫管理に
いたるまで、幅広く実践的な専門知識が身につきます。販売士は流通・小売業をはじめ、業種を問わず顧
客満足度や生産性の向上に寄与しています。

◦�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
◦コスト管理を求められる管理者
◦�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・小売業界で活躍したい人

試 験 日／	令和元年７月１３日㈯
募集期間／	５月１３日㈪～６月２０日㈭
受 験 料／	２級	５，６６０円
	 ３級	４，１２０円

第８４回　２～３級このような方に役立ちます！

Information

検定試験開催のお知らせ
リテールマーケティング（販売士）

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
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　函館はイカの水揚げ港、そしてイカ珍味を中心とする水産食品加工業の街であり、それらは約500億円の産業と
言われています。しかし、昨年度、スルメイカの地元市場での取扱量は６千トン台となり、７年連続で前年を下回り、
地域の経済に大きな影響を与えました。
　そこで、近年のスルメイカの資源動向や今期の見通しについて、より充実した情報発信を函館地域の漁業者や水
産加工業者に向けて行います。

　　　　　　※参加にはＦＡＸまたはＥメールによる事前申込が必要です。申込方法については、下記ウェブサイトをご確認ください。
（一財）函館国際水産・海洋都市推進機構　https://www.marine-hakodate.jp/

日　　時／	令和元年（２０１９年）５月２８日㈫　１４時００分～１７時００分

会　　場／		函館市国際水産・海洋総合研究センター	大会議室
申込締切／５月２４日㈮まで

「消費税の軽減税率制度」説明会	開催のお知らせ
　函館税務署では、「消費税の軽減税率制度」に関する説明会を開催します。
　説明会の参加には、事前の申し込みが必要となりますので、電話でお申し込みください。

説明内容
①　軽減税率制度の概要（対象品目、帳簿・請求書等の記載方法など）
②　インボイス制度の概要（適格請求書等保存方式について）
③　中小企業者への支援措置について

開催日程

開催月日 申し込み期限 開催時間 会　場
５月１４日（火） ５月１０日（金）

① ９ ： ３０～１０ ： ３０
② １１ ： ００～１２ ： ００
③ １３ ： ３０～１４ ： ３０
④ １５ ： ００～１６ ： ００

函館税務署	２階会議室
（函館市中島町37-1）

※　各回の定員40名

５月２２日（水） ５月２０日（月）

５月３０日（木） ５月２８日（火）

６月 ４日（火） ５月３１日（金）

申し込み
問合せ先

函館税務署　総務課　　０１３８- ３１- ３１７１
（※　自動音声案内で「２」を選択してください。）

※ 軽減税率制度に関する相談は、

「消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）」で受け付けております。

　　　【専用ダイヤル】　０５７０－０３０－４５６
　　　【受 付 時 間】　９：００～１７：００（土・日・祝日を除く）

なお、上記の消費税の軽減税率制度に関する説明会の開催予定については、国税庁ホームページ内の

特設サイト「消費税の軽減税率制度について」において、随時更新しています。

消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧【国税庁 HP】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//06.htm

Information

イカ資源評価と予測に関する講演会

参加無料

申込先
（一財）函館国際水産・海洋都市推進機構
〒０４０-００５１　函館市弁天町２０番５号
電　話：０１３８－２１－４７００　ＦＡＸ：０１３８－２１－４６０１
メール：office@marine-hakodate.jp

主催：（一財）函館国際水産・海洋都市推進機構、函館市

令和
元年度

函館税務署からのお知らせ



ご紹介新入会員

New Face
中小機構 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

専門家による無料経営相談実施中！毎月第２金曜日

中小　北海道
詳細はインターネットで

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！

まずはお気軽に
お問合せください。

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

函館●
駅前ビル

ホテル●
リソル函館　

★
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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代表取締役／末吉　勇介
電 話 番 号／0138－23－5430
住　　　所／函館市末広町21－12�

代 表 者／定安　建史
住　　　所／函館市五稜郭町18-12�

株式会社　佐藤公郎建築設計事務所 株式会社　ワンダフルライフ

　各種建築設計・
監理を行ってい
ます。
　クライアント
のニーズを積極
的に取り入れた
建築を実現する
ために、若い力
でご提案致します。

　「函館から世
界へ」北海道の
食品や飲料・雑
貨などをアジア
を中心に世界へ
輸出します。

�ご入会ありがとうございます。

★

ペリー提督
来航記念碑
　　●

●函館市
　旧イギリス領事館

●北島三郎
　記念館

●
海上自衛隊
函館基地隊

金森赤レンガ
　倉庫●

末広町

元町公園

函
館
市
電



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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　経営者の皆さまには、たくさんのアポイントメン
トが入っていることでしょう。その中で、相手方の
オフィスに訪問する約束をしてから実際に足を運ぶ
までの間に日数があると、「この日だったかな」「先
方の担当者は忘れていないだろうか」などとつい不
安になることはありませんか。そうしたときは、きっ
と迎える側も不安でしょう。
　そこで有効なのが、アポイントの確認メールを送
ることです。どちら側がどのタイミングで送信すべ
きといった明確なルールは存在しませんが、訪問す
る側が３営業日前を目安に送るのがスマートです。
　確認メールを送る目的は、先方にアポイントの日
を再通知するだけではありません。日程の変更など、
お互いにスケジュールを調整しやすくするためでも
あります。そのため、アポイントの日の前日など直
前に確認メールを送るのはＮＧであると心得てくだ
さい。まして、当日に送るなどはもっての外です。
先方に余裕を持って対応してもらえるよう、あるい
は自分自身もそうできるように、３営業日前を目安
に送信します。
　メールの件名も重要です。メールを開かなくても、
件名だけで「約束した打ち合わせの件だな」と先方
が理解できるようにします。具体的には、【事前の
ご確認：◎月◎日◎時～】などと、日付や時間も盛
り込んで記入します。
　メールの本文では、約束した日時や場所をあらた

めて確認し合います。先方がうっかり他の予定を入
れてしまっていたり、打ち合わせで使用する資料や
サンプルの準備が間に合わなかったりした場合、確
認メールを見て、困ることもあるはずです。その可
能性も念頭に置き、先方が予定の変更を申し出やす
いように「変更を希望される場合は、遠慮なくお知
らせください」といった具合に、配慮ある一文を入
れると親切で、好感を持たれます。先方は、経営者
としての懐の深さも感じるでしょう。
　また、こちら側が変更をお願いする場合も考えら
れます。他の予定を入れてしまうことがないよう、
そこは注意しなくてはなりませんが、打ち合わせに
参加する人数や内容に変更が生じることは往々にし
てあります。参加人数に変更があるときは、「人数」「所
属」「職位」「氏名」を漏れなくメールに記載するよ
うにしましょう。打ち合わせ内容の変更は、実際の
打ち合わせ時に繰り返し説明する手間を省けるよう
に、なるべく具体的に、かつ詳細に伝えるようにし
ます。その上で、「急な変更となり大変恐縮ですが、
何卒よろしくお願い申し上げます」と、非をわびる
一文を添えるようにしましょう。
　一通の確認メールを送る手間を惜しまないことに
よって、アポイントに関するお互いの不安を払拭（ふっ
しょく）することができます。今までこの習慣がな
かった方は、これを機に、ぜひ習慣化してみてくだ
さい。

　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

「アポイント確認メールの勧め」 人財育成トレーナー　美月　あきこ
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　「調理師学校時代にイタリアンのシェフたちが楽
しそうに料理をしている姿を見て、将来、自分が持
つならイタリアンの店と決めていました」。学校卒
業後、東京、仙台などのイタリアン専門店で料理の
腕を磨いた。調理師歴約20年になろうかという節
目の頃（2017年）に一念発起、青森市本町２丁目
にある「シティパレス本町」１階に念願の独立店を
オープンした。
　食へのこだわりが人一倍強い木村さんは、夏には
自分で育てたハーブを料理に使ったり、冬には自家
製みそを仕込んだり、リコッタチーズや粒マスター
ドなどを作ったりしている。店内の黒板にはこれら
手づくりの食材を使ったおススメメニューの数々が
並ぶ。中でも自慢の自家製みそで煮込んだ「豚モツ
のトマトみそ煮こみ」は店主一押しの一品だとか。
　１年ちょっとだが、海外生活も経験した。　「東
日本大震災の折、仙台市内のレストランで働いてい
て、その年の夏に米国のデンバー総領事として赴任
する方が被災地から料理人を連れていきたいという
ことになり、候補者の中から採用になりました。“公
邸料理人” という貴重な体験が出来、大きなプラス
になっています」。
　県認定の「あおもり食命人」（いのちを支える食
を考え、作り、提案する料理人）の一人。食をテー
マにしたセミナー、イベントで、美容や健康に効果・
効力を発揮する「塩こうじ」を使った料理を提案す
るなど食生活改善を後押しする事業にも取り組んで
いる。「食べる人を食の力で健康にしたいですね」。
　２月に催された人気イベント「あおもりバル街」

にも参加。あさりたっぷりの「クラムチャウダー＆
ミートパイ」を120食用意、早い時間帯で完売する
ほど好評だった。
　時間があればいつでもどこでも「次はどんな料理
を形にしようか？」と考えていると言う。「食材を
活かすという点でイタリア料理は日本の家庭料理
に通じるものがあります。料理人の道は奥が深く、
日々、勉強です」。
　店名はイタリア語で「扉」という意味。「気軽に
扉を開けて訪れてほしい。安心・安全な県産食材を
使い、食べた人が笑顔になれるようなイタリア料理
をお出ししたい」。将来、やってみたいことは？に
は「テレビの料理番組に出てみたい。まだ行ったこ
とのないイタリアにも行ってみたい」―と。夢は無
限大のようだ。

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4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。

イタリア食堂「P
ポルタ
orta」

� 店主　木村　　恵さん商 工 プ ラ ザ
マンション１階に「イタリア料理」の店。店主こだわりの食材を使った一品の数々

青森市本町2丁目1-5　シティパレス本町1階　　TEL 017-762-0540問い合わせ先

「ランチは予約制。ディナーにつきもののお酒もワイン
をはじめ各種取りそろえています」と話す木村さん



5月
12：30～14：30

日（日）19
●片側１車線通行止め
　中島町（廉売）～本町（12:30～13:30）
●全面通行止め
　中島町廉売通り（12:30～13:30）
　行啓・維新通り（13:00～14:30）
　千代台（青年センター前）（12:00～14:00）
　最上寺横通り（13:00～14:30） 
　本町シエスタ横通り（13:00～14:30）

維新行列交通規制

丸井
今井

中部高校

国道278号線

函
館

駅

市役所

千代台公園

高 砂 通 り

競
輪

通
り

国
道

5
号

線

函
館

本
線

協会病院松風電停

道新
五稜郭
   公園

中島廉売

12：30～13：30

13：00～14：30

出発地点

維新行列・音楽パレード

開城セレモニー

碑前祭

前夜祭

五稜郭タワーアトリウムの催事

■「中島三郎助父子最後之地」碑前・・・・・・・・・・【１０時～】
■「碧血碑」前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【１０時５０分～】
■「土方歳三最期之地」碑前・・・・・・・・・・・【１１時３０分～】
■五稜郭タワー「箱館戦争供養塔」前・・・・・・・・【１２時～】

■土方歳三コンテスト優勝者紹介・歓迎レセプション
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【18時～】

■五稜郭公園特設ステージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【15時ころ～】

箱館五稜郭祭記念式典
■開会宣言　■主催者挨拶　■錦旗授与 ほか・・・・・・・・・・・・・・・・【13時～】

土方歳三コンテスト全国大会・・・・・・・・・・・・【13時15分～】

中島町廉売通り　維新行列出発地点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【１３時スタート】

千代台公園　音楽パレード出発地点

行啓通り　戦闘シーンのパフォーマンス・・・・・・・・【１３時１５分～１４時３０分】

五稜郭公園特設舞台　開城セレモニーなど

※開催において多少の
　変更がある場合もご
　ざいます。

※開催において多少の
　変更がある場合もご
　ざいます。

5月

●土
18

5月

●日
19

後援：函館市・函館商工会議所・(一社)函館国際観光コンベンション協会
協力：陸上自衛隊第28普通科連隊・陸上自衛隊第11音楽隊主催：箱館五稜郭祭協賛会



～参加企業様募集～

令
和
元
年
五
月
十
三
日
発
行（
毎
月
一
回
十
日
発
行
）

5
月
号
　
函
館
商
工
会
議
所
報

　
　
　
　
「
と
も
え
」
四
二
七
号

酒
　
井
　
康
　
次


	全体.さいしゅう02 1
	全体.さいしゅう02 2
	全体.さいしゅう02 3
	全体.さいしゅう02 4
	全体.さいしゅう02 5
	全体.さいしゅう02 6
	全体.さいしゅう02 7
	全体.さいしゅう02 8
	全体.さいしゅう02 9
	全体.さいしゅう02 10
	全体.さいしゅう02 11
	全体.さいしゅう02 12
	全体.さいしゅう02 13
	全体.さいしゅう02 14
	全体.さいしゅう02 15
	全体.さいしゅう02 16
	全体.さいしゅう02 17
	全体.さいしゅう02 18
	全体.さいしゅう02 19
	全体.さいしゅう02 20

