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■今月の表紙
「秋色を感じる臥牛山」
　心地良い風に揺られる黄金色のススキが一面に広が
りを見せるきじひき高原から、函館山を撮影した一葉
です。
　標高334ｍの函館山は、牛が寝そべっている姿に見え
るということに由来して別名「臥牛山」と呼ばれています。
　大門地区は流水によって形成された砂の堆積構造で
ある砂州(陸繋砂州、トンボロ)の上にあります。また、
函館山を背にした函館港は「天然の良港」と言われ、
海岸が深く湾入して巴状になっていることから、古く
より「巴港」とも呼ばれています。こうした豊かな自
然の恵みが函館の美しい景色の源になっています。
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●合同部会　２号議員35名を選任　
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　全国で年間７５万人が受験する商工会議所の検定試験は、人材ニーズに基づき、企業現場で求められる実践的
な能力を育成し、評価・認定することを目的に実施しており、企業や教育機関から高い評価と信頼を頂いています。

　商工会議所の検定試験を通じて取得した知識やスキルは、社会人として活躍するための実践能力に直結して
おり、目まぐるしく変化する時代に対応した人材の一助となります。

　今回の特集では、各種検定試験のメリットと本所で実施する下期検定試験の日程についてご紹介いたします。

　簿記は、企業の経営活動を記録・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。
　企業の活動を適切、かつ正確に情報公開するとともに、経営管理能力を身につけるために、簿記は必須の知識です。

取得のメリット 試験情報
　企業の経営活動を会計の面から理解することができる
ようになります。
　例えば、簿記の知識を持って財務諸表を見れば、企業
活動を把握し、投資判断や事業・経営のあり方を考える
ことができます。

第１５３回 １～３級
申込期間

１１月１７日（日）
１０月　１日（火）～１０月２４日（木）

第１５４回 ２・３級
申込期間

２０２０年２月２３日（日）
１２月１６日（月）～　１月２３日（木）

　簿記初級・原価計算初級：施行日、回数は各ネット試験会場が決定します。それに加えて、毎月第３金曜日を全国統一試験とします。

　函館市内で受験をご希望の方は頁最後のネット試験会場の検索ページをご参照の上、お申込みください。

スキルスキルを見える化！を見える化！レベルアップレベルアップを応援！を応援！

みんなが受けているみんなが受けている商工会議所検定試験商工会議所検定試験

日 商 検 定

ネット試験について

簿簿簿簿簿記は記ははは記は 企企企企企企業業の経営経営活動活動を記を記を記録録録録 計算計算算算計算算 整整整整整整整理しし理し理しししててててて 経営経経経営経営経営経経経営成成績績績成績成績成績

日日 商商
企業が求める資格、不動の１位！ 日商簿記

ネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネッッッッッッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトトトトトトト試試試試試試試試試試試験験験験験験験験にににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててててててて
情報技術の基盤となる知識やスキルが身につく！ 日商プログラミング
ネット社会で必要な「仕事力」が身につく！ 日商PC（文書作成・データ活用・プレゼン資料作成） 
IT社会の必須技能が身につく！ キータッチ２０００テスト
ビジネスで通用するタッチタイピングを極める ビジネスキーボード
商社・海外取引の現場で通用する力を証明！ 日商ビジネス英語
受験・お申込みは、下記のホームページの試験施行機関リストをご参照頂き、受験を希望する会場へお問合わせ下さい。
日本商工会議所ホームページ　商工会議所ネット試験施行機関（http://www.kentei.ne.jp/organization）

　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、在庫管理に至るまで、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。

取得のメリット 試験情報
　販売・接客技術をはじめとして、販売促進に向けた企
画立案や在庫管理、マーケティング、売場、店舗の幅広
く実践的な知識が身につきます。

第８５回 １～３級
申込期間

２０２０年２月１９日（水）
１２月１６日（月）～１月２３日（木）

マーケティング力強化で流通・小売りをリードする！ リテールマーケティング（販売士）

　そろばんを学習することは、子どもの能力開発に役立つといわれ、計算力・暗算力はもとより記憶力や集中力、思考力など
も養われるとして、その効用が見直されています。また習熟してくると脳を高速に働かせるので学習全体を伸ばすこともでき
ます。

取得のメリット 試験情報
　資格・特技として認定されます。
　高校受験の際の内申書、就職活動の履歴書等に活用す
ることができます。

第２１７回 １～３級
申込期間

１０月２７日（日）
　８月１９日（月）～９月２５日（水）

第２１８回 １～３級
申込期間

２０２０年２月９日（日）
１２月２日（月）～１月８日（水）

記憶力や集中力アップ！学力向上の効果も 日商珠算（そろばん）

い。

ネット試験会場QR
こちらから検索

特 集
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東 商 検 定

ご当地検定

上記５検定の
お問い合わせ

東京商工会議所検定センター  TEL 03-3989-0777 東京東京東京東京東京東京東京東京商工商工商工商工商工商工商商 会議会議会議会議会議会議会議所検所検所検検検検検検 セ定セ定セ定セ定セ定定 ンタンタターー  TTTTTEEEEEEELLLLLLLLL 00000033333--3333333333999
URL https://www.kentei.org/

［受付時間］平日10：00～18：00
土日･祝休日・年末年始を除く

１０月１日からの消費税１０％引き上げに伴い、検定試験施行日の税率が適用されることから１０月１日より前に受付を開始
した場合も申込日に問わず１０％の消費税率が適用されます。各検定受験料については、折込チラシをご覧ください。込日日に問に問わずわず１０１０％の％の消費費税率税率が適が適用さ用されまれます。す。各検各検定受定受験料験 についていては、は、折込折込チラチラシををご覧ご覧くだくださ

お問い合わせ先　　函館商工会議所　企画情報課　　℡０１３８－２３－１１８１

ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご当当当当当当当当当当当地地地地地地地地地地地地地地地地地検検検検検検検検検検検検検検検検検検検定定定定定定定定定定定定定定定定
　函館の街を中心とし、周辺地域も含めた町に関する歴史・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指して実施しています。
　また、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。

取得のメリット 試験情報
　子供達の郷土愛の育成や観光関連事業に従事する方々の資質向上
にも最適です。
　平均合格率１５．０％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ます。

第１４回 上級・初級
申込期間

１１月１０日（日）
　８月１５日（木）～９月３０日（月）

知れば知るほど、この街が好き。 函館歴史文化観光検定（はこだて検定）

　北海道を訪れる観光客の皆様に対し、道内各地域の皆さんが、その地域の観光知識のみならず北海道全体
に関する幅広い知識を持って接することにより、北海道の観光振興への意識とホスピタリティの向上を図る
ことを目的としています。

取得のメリット 試験情報
　検定試験を通じて得た知識を自分の生活の中で涵養し身につける
こと（育成）によって、ホスピタリティ精神(おもてなしの心)を習
得し、その地域の振興・地域の活性化に向けての活躍が期待されて
います。

第１４回
申込期間

１１月２３日（土祝）
　８月３０日（金）～１０月３１日（木）

北海道が好きだから 北海道観光マスター検定

東東東 商商商商 検検検検検検検検検検検検 定定定定
　複雑かつ多様化する環境問題に関する知識を身につけることができます。ＳＤＧｓにも対応しています。

こんな方におすすめ
環境に配慮した製品・サービスを提供する方、ＣＳＲ担当の方など

第２７回 １２月１５日（日）
申込期間 １０月　１日（火）～１１月　１日（金）

環境社会の知識でビジネスに差をつける ｅｃｏ検定（環境社会検定試験）

　業務上必要となる法律知識を身につけられ、企業防衛はもちろん、コンプライアンス意識の向上にも役立ちます。

こんな方におすすめ
若手ビジネスパーソン、法務部、営業、販売、人事、総務など

第４６回 １～３級 １２月　８日（日）
申込期間 　９月２４日（火）～１０月２５日（金）

自分と会社を守る仕事の法律知識が身につく ビジネス実務法務検定試験

　医療・福祉・建築についての体系的な知識と、適切なプランを提供する知識・能力を身につけることができます。

こんな方におすすめ
福祉医療分野の方、建築分野の方、工務店・ハウスメーカーの営業担当の方など

第４３回１～３級 １１月２４日（日）
申込期間 　９月１０日（火）～１０月１１日（金）

高齢者や障がい者のための住環境を提案できる 福祉住環境コーディネーター検定試験

　色の性質・特性などの知識と、色の与える心理的効果などを学ぶことができます。

こんな方におすすめ
商品企画・開発部門の方など

第４７回 １～３級 １２月　１日（日）
申込期間 　９月１７日（火）～１０月１８日（金）

色彩に関する知識を理論的に身につける カラーコーディネーター検定試験

［受付［受付時間］時間］平日1平日10：00：00 10 18：08：000

　企業規模や教主に関係なく、あらゆるマネジャーの土台となる実践的な知識を体系的に学習できます。

こんな方におすすめ
管理職候補・新任管理職など

第１０回 １１月１０日（日）
申込期間 　８月２７日（火）～　９月２７日（金）

あらゆるマネジャーが身につけるべきマネジメント知識を効率的に ビジネスマネジャー検定試験
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日　時／ 令和元年９月25日㈬ ９ ：００～１７：００
場　所／  函館商工会議所３F会議室
講　師／  中央税務会計事務所　所長　

 税理士　中島　由雅 氏

定　員／  50名（先着順、受講無料）
お申し込み・お問い合わせ　本所経営支援課　TEL ２３－１１８１

セ
ミ
ナ
ー

講座
内容

•消費税軽減税率の制度概要 •手書きの図でわかる決算書分析
•経理の基本の「き」 •経費ってどこまで？早わかり判定法！
•支払いに困らないお金のコントロール •まだ間に合う消費税改正後の経理処理

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

超簡単！経理入門講座超簡単！経理入門講座

　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％
 （令和元年９月２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／9月18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／10月9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／10月8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／9月25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／9月27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／10月10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

*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

よくあるご質問

複数のクレジットカード会社と契約している加盟店の皆様へ
　同一国際ブランドで複数のクレジット
カード会社と加盟店契約している場合、
原則、全てのクレジットカード会社に
連絡し加盟店登録を行ってください。
　対象となっているクレジットカードで、
消費者還元ができない場合があります。

VISA/MasterでA社・C社と契約しています。加盟店登録はA社と
しか行っていませんが、VISA/Masterで登録していますので、 
VISA/Masterブランドで対象となっているクレジットカードは
すべて消費者還元されるのではないでしょうか？

A社でVISA/Masterで加盟店登録していたとしても、C社が管理し
ているクレジットカードでは消費者還元を行うことができません。
すぐにC社に連絡し、加盟店登録依頼を行ってください。

VISA/MasterはA社、JCB・Diners/AmexはB社と契約していま
す。
A社とB社双方に加盟店登録を行っていれば、対象クレジットカー
ドはすべて還元されますか？

その２社以外に契約を行っていないのであれば、対象クレジット
カードはすべて還元されます。

全てのクレジットカードブランドを1社の決済代行事業者と契約
しています。
この場合は、対象クレジットカードはすべて還元されますか？

決済代行事業者1社との契約のみであれば、対象クレジットカード
はすべて還元されます。

加盟店登録を行ってないC社に加盟店登録依頼を行いましました
が、10/1の消費者還元開始までに加盟店登録が間に合わないと言
われました。どうすればいいでしょうか？

できる限り早く申請を行ってもらってください。10/1は間に合わな
いかもしれませんが、適宜サービスの追加を行っていきます。未登
録期間は還元対象外となるクレジットカードで加盟店検索を行っ
た場合、還元対象店舗として表示されないようにする予定です。

重 

　
　
要

全てのクレジットカードで加盟店登録を行っていない場合、
すぐにクレジットカード会社に連絡し加盟店登録依頼を

行ってください！
クレジットカード会社の連絡先はこちらから調べることができます

※フリーワード検索に契約しているクレジットカード会社名を入力※

http://cashless.go.jp/franchise/settlement-company-typeB.html
事務局HP ＞ 中小・小規模事業者の皆様 ＞ キャッシュレス決済事業者のプランを探す

本制度の詳細については、ホームページをご確認ください。（中小・小規模事業者向け）

https://cashless.go.jp
※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。※本制度名称を騙り、個人情報を聞き出そうとする電話等にご注意ください。

ポイント還元問合せ窓口

0570-000655
受付時間：平日10:00～18:00（土･日･祝日を除く）
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㈱マナーズ
　弊社は、2015年に設立した函館市を中心にエク
ステリア・外構工事を専門に行う会社で、デザイン
から設計・施工を一括して行っております。
　建物新築時のエクステリア・外構工事（階段、駐
車場、ウッドデッキ、花壇等）や、エクステリア・
外構工事に伴う建物の新築・リフォーム（既存建物
の増改築・減築・新築や、外壁・屋根・屋上の改修等）
といった工事内容を行っております。

エクステリア・庭は家のアクセサリー
　人が生活を営む際に必要となるのが衣食住であ
り、衣・住に関しては雨風・外敵から身を守ること
が最低条件です。しかし、人はそのものに付加価値
をつけて、生活を豊かにするアイディアを常に求め
てきました。
　家を人の生活に例えると、家がその人自身、イン
テリアが洋服、エクステリア・庭がアクセサリーと
いったポジションになります。
　化粧や香水・指輪などで他人との差別化や個性を

表現するように、家も自然界にあるもので装飾をし
て、他人と違う家のデザインにするなど工夫を凝ら
し生活を豊かにしてきました。
　アクセサリーやエクステリアは、贅沢品として扱
われますが、ご自身の予算にあった贅沢品をプラス
することによってメインの魅力を引き立たせ、生活
をより一層豊かにしてくれます。

本当の意味で良いといえる庭とは
　庭は、お金をたくさん掛けると良いものができる
わけではありません。
　現在お住いの庭の掃除、雑草むしりを行い、不要
になった物の整理をするだけでも、ご自身の納得が
いき、自信を持って良いと思えるものが、本当の意
味で良い庭だと思っております。
　弊社は、お客様のご要望から、仕事柄・家族構成
など細かなところまで考慮した上で、妥協すること
なくご希望に沿ったエクステリア・庭をご提供いた
します。

今後の目標
　弊社の基本理念に、背伸びをしない庭づくりとい
うものがあります。
　お問合わせがあった際は、必ず直接お会いして、
お話をさせていただいた上で、お客様と一緒に現地
を見ながらイメージを形にしていきます。
　今後も、お客様のご要望を親身になって考え、理
想のエクステリア・庭をご提供して参ります。

函館市本通１丁目34番2-2号
H P　https://manars.net
TEL　0138-83-2070 
FAX　0138-83-2200

株式会社　マナーズ

㈱マナーズ
代表取締役　佐々木　学

テーマ 庭へ込める熱き
想いを形にする
NOW会員

Vol.71

▲庭に込める熱い想いを語る代表の佐々木さん

▲建物と庭の調和を意識したナチュラルな外観例
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直前対策！！消費税軽減税率制度の導入と対策
今回のテーマ：従業員教育をしましょう

※当コーナーは、日本商工会議所　2019年5月発行の「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。

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。）
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　２号議員選任のための各部会（商業、建設・土木、
工業、農水産、運輸・交通・港湾、金融・不動産・
情報、観光・飲食・サービス）を去る８月27日と
29日の両日に、市内のホテルにおいてそれぞれ開
催しました。
　各部会では、割当数に基づいて２号議員の選任を
行った結果、下記のとおり35名が選任されました。
　また、27日に行われた合同部会講演会では、日
本銀行函館支店支店長の井上 広隆 氏より「函館の
人口減少と労働生産性向上策」をテーマに講演が行
われました。将来の域内経済成長率推計や人口密度
と労働生産性等の課題について説明がなされ、参加
者は熱心に聴講していました。

２号議員企業名

【商業部会：６名】
㈱近藤商会
大一興業㈱
辻木材㈱
東栄㈱
㈱中山薬品商会
成沢機器㈱

【建設・土木部会：６名】
㈱今井工務店
㈱工藤組
㈱高木組
㈱高橋組
㈱二本柳慶一建築研究所
㈱松本組

【工業部会：５名】
合同容器㈱函館事業部
佐藤木材工業㈱
北海道パーケット工業㈱
丸栄堀川紙器㈱
㈱村瀬鉄工所

【農水産部会：４名】
イシオ食品㈱
㈱古清商店
㈱布目
函館魚市場㈱

【運輸・交通・港湾部会：４名】
共栄運輸㈱
函館運送㈱
函館バス㈱
函館三菱ふそう自動車販売㈱

【金融・不動産・情報部会：３名】
道南うみ街信用金庫
函館商工信用組合
浜津会計事務所

【観光・飲食・サービス部会：７名】
五稜郭タワー㈱
㈱トーショウビルサービス
函館環境衛生㈱
（福）函館大庚会
㈱函館平安システム
函館山ロープウェイ㈱
㈱花びしホテル

（所属部会別・企業名五十音順）

会議所のうごき

合同部会
２号議員３５名を選任

▲函館の人口と労働生産性の課題について説明する井上支店長
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　去る８月22日、まるまるひがしにほん 東日本連

携センター(さいたま市大宮区)において、さいた

ま商工会議所・函館商工会議所主催による標記商談

会を開催しました。

　同商談会は、新幹線沿線地域間の連携強化の一環

として、６新幹線の結節点となる大宮駅を擁するさ

いたまと、新幹線で約３時間半で繋がる函館、両地

域のビジネスマッチングを支援することを目的に開

催され、さいたまからは百貨店や卸売業者等10社

が参加し、函館からは食品会社７社が出展しました。

　当日は、東日本連携センター 真鍋ビジネスコー

ディネーター・菊池センター長、㈱髙島屋大宮店販

売部 青木シニアマネジャーより「コラボ商品の開

発と首都圏への販路拡大」をテーマに講演がなされ

た後、函館側事業所の試食・展示ブースに、さいた

ま側事業所が足を運び、それぞれ商談を行いました。

　函館側事業所からは、「新商品の販路開拓が課題

だったが、商談では好感触だった」、「数社から商品

サンプルの要望があった」等の感想を頂き、今後の

商機拡大に期待の持てる商談会となりました。

　また、８月21日～25日の間、同会場にて開催さ

れた (一社)函館物産協会主催「見てって、買って

ってけれ！函館物産展」では、函館の特産品の販売

が行われ、同物産展内で商談会に参加した函館側事

業所の商品のテスト販売も行いました。

　去る８月30日、自民党北海道総合振興特別委員

会（委員長：福井照衆議院議員）現地意見交換会が

竹葉新葉亭で開催され長谷川岳参議院議員、工藤市

長、本所より久保会頭、村瀬副会頭ら18名が参加

しました。

　当日は「函館・道南の地域課題について」意見交

換が行われ久保会頭からは、北海道縦貫自動車道　

｢七飯～大沼公園｣ 間の整備促進について、災害時

の緊急輸送ルート強化、救急医療改善効果、農水産

品の流通利便性の向上等のため早期完成を福井委員

長へ強く要請しました。

さいたま・函館 ビジネスマッチ
ング商談会 in さいたま
６新幹線の結節点「さいたま」で商談会を開催

北海道縦貫自動車道｢七飯～大
沼公園｣間の早期完成を要請

▲商品説明を行う函館の出展企業 ( 左 )

▲副委員長へ要望書を手渡す久保会頭

▲商談会の様子
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　去る９月１日、本所銭亀沢地区青年部が主催して
バーベキューを味わい、地域活性化に繋げるイベン
トとして好評を博している「第２回銭亀バーベキ
ュー祭り」を志海苔ふれあいひがし広場において開
催しました。
　開催日当日は天候にも恵まれ、来場者やスタッフ、
露店やフリーマーケットの出店者などを含めた800
名が、駒ヶ岳ポーク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、さらには子供の部と大人の部に分か
れての早食い競争の催し物などが行われ、会場を大
いに沸かせていました。

　去る８月27日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、ボトムアップ委員会主管による標記
交流会を斎藤会長はじめ会員30名が参加し、開催
しました。
　同交流会は、当青年部活動の円滑化に向け、委員
会の枠を越えた会員間交流を促すことを目的に開催
され、当日は、A～Dテーブルの４チームに分かれ、
「足つぼ大縄跳び」、「三輪車タイムトライアル」、「は
さんでGO！！」、「お絵描きクイズ」、「大逆転チャ
ンス！！クラブ色々パターゴルフ」の５競技を行い
ました。
　参加者全員が童心に返り、頭と体をフル稼働しな

がら競い合った結果、岡村副会長率いるCチームが
優勝を果たし、盛会裡に終了しました。

　去る８月29日、創立50周年記念事業の一環とし
て、元町公園に設置するベンチの寄贈セレモニーを
今会長をはじめ19名が参加し開催しました。
　当セレモニーは、創立50周年を記念し、市民・
観光客の憩いの場である元町公園に設置するベンチ
を函館市へ３基寄贈したもので、当日は万丈 函館
市土木部次長へ目録贈呈を行った後、函館市より感
謝状が贈られました。
　創立50周年記念講演会・式典・祝賀会は、10月
４日ホテル函館ロイヤルにて開催します。

青年部
第２回例会　令和元年会員親睦交流会
～ＹＥＧのスポーツ大将～

女性会
創立50周年記念事業
元町公園へのベンチ寄贈セレモニーを実施

銭亀沢地区青年部主催
第２回銭亀バーベキュー祭り

▲交流会終了後の集合写真

▲目録贈呈後の集合写真

▲晴天のなか行われたバーベキュー会場の様子

▲第２種目「はさんでGO！！」の様子
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みんなの家『地球』みんなで大事にしよう !

安心という選択

函館環境衛生 検 索

www.hakodate-kankyo.com
©函館環境衛生株式会社
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開
催
日
程

開催月日 開催時間（１日４回） 会　場
９月 ３日（火）

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

９月１１日（水）
９月１９日（木）
９月２７日（金）

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、事前の申し込みは不要です。

函館税務署からのお知らせ

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

【問い合せ先】 - -

【説明内容】

ご案内ご案内

「消費税の軽減税率制度」説明会 開催のお知らせ「消費税の軽減税率制度」説明会 開催のお知らせ



会員サービス事業

～募集申込開始のお知らせ～
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
第61回
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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　令和元年１０月１１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210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。

お申し込み先・お問い合わせ先

企画情報課　 TEL２３-１１８１　FAX２７－２１１１

～貴社を支える従業員の皆様に、感謝の気持ちを込めて～

■表彰者１名につき
 勤続　１０年以上　６，５００円
 〃 　２０年以上　７，０００円
 〃 　３０年以上　７，５００円
 〃 　４０年以上　８，０００円

■締 　 切 令和元年１０月１１日（金）

Information

■表彰期日 令和元年１１月２８日（木） 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
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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 令和元年１１月２８日（木）　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 
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　６，５００円　２０年以上　７，０００円
    ３０年以上　７，５００円　４０年以上　８，０００円　　
９　申込締切 令和元年１０月１１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
  ＦＡＸ　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　https://www.hakodate.cci.or.jp/
 負担金につきましては、１０月１１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61回 函館商工会議所優良商工従業員表彰 実施要領

Information



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
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代表者／喜多　裕之
住　所／函館市昭和2‒ 39‒22
ＴＥＬ／0138‒41‒4331

代表者／阿部　宏紀
住　所／函館市若松町7‒11
ＴＥＬ／0138‒83‒5973

相互交通株式会社

ラーメン 津つ井軒

　相互交通は、創業昭和15年、函館と共
に成長し発展してまいりました。
　地域住民に愛され・親しみ・信頼のおけ
るタクシーを目指して接客サービス向上に
力を入れております。

　函館駅から徒歩２分。
　2018年８月にリニューアルオープンし
ました。
　16席の小さなラーメン屋です。気軽に
御利用下さい。

 ご入会ありがとうございます。



知って得する知って得する
ビジネスマナービジネスマナー

　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
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　ビジネスにおいて何よりも大切なのが、報告・連絡・
相談の「ほうれんそう」です。社会人になって最初に
身に付けるべきマナーといっても過言ではありません。
「ほうれんそう」には「相談」も含まれるので、当然
ながら仕事関係の相談をオフィスですること自体は、
何も問題ありません。しかし、気を配らないと人間関
係がギクシャクしたり、評価が下がったりするので注
意が必要です。
　何かの仕事で悩んだり、迷ったりしたときは、その
仕事を指示・依頼した人に最優先で相談すべきです。
もちろん、他の先輩社員や上司などでも相談に乗るこ
とはできると思いますが、相談に対する回答に、彼ら
は責任を持てません。責任を持てるのは、仕事を指示・
依頼した当事者だけです。また、自分が指示・依頼し
た仕事なのに、他の社員に相談する様子を見掛けたら、
当人は当然気分が良くないはずです。相談したいとき
は、まず、仕事を指示・依頼した人に持ち掛けましょ
う。ただし、新入社員であれば「何を聞いても許され
る」かもしれませんが、そうでない場合は、自分で悩
み事を解決する努力も必要です。悩み抜いて、駄目な
ら相談する、という心構えを持ちましょう。
　また、仕事を指示・依頼した人の忙しさにも配慮す
る必要があります。時間を持て余している人が相手な
ら、たわいもない雑談などを交えて相談を持ち掛けて
もよいでしょうが、ビジネスシーンにおいてはそうは
いきません。そのため、相談を持ち掛ける前に、その
相談内容を整理し、要点をまとめ、簡潔に伝えるよう

準備します。これも大切な“相談事のマナー”です。
　これは、あなたが相談を持ち掛けられる側に立った
ときにも欠かせません。もし、同僚や後輩が、あなた
が仕事の指示・依頼をしていないのに相談を持ち掛け
てきたら、まず、仕事の指示・依頼者に相談するよう
促しましょう。明らかに人任せな内容の相談や、何を
相談したいのか分からない内容であれば、混乱してい
る証拠です。メモにまとめるようにアドバイスしましょ
う。
　ただ、中には遠慮して、自分一人で悩みや疑問を抱
えたままの人もいます。悩みを解決せず、自己判断で
仕事を進めてしまうと、効率が悪くなり、取り返しの
つかないミスにつながりかねません。相談しやすいオ
フィスの雰囲気や人間関係の構築に、日頃から努める
よう心掛けましょう。
　仕事に私情を持ち込むのは禁物ですが、勤務時間外
であれば、互いにプライベートの相談をし合うのもよ
いでしょう。ただし、相談内容があまりにも重い場合
には、オフィス内は避けるようにしましょう。
　最後に。相談事が秘密の内容であればあるほど、互
いの距離が縮まります。「ちょっと壁があるなぁ」と
思う人に、あえて「このことは口外しないでください」「○
○さんだけにお話しするのですが」と相談してみては
いかがでしょう。

「オフィスでの相談事」
人財育成トレーナー　美月　あきこ



羽ばたかせます  あなたのイメージ。羽ばた

〒040-0022 函館市日乃出町28番2号
TEL（0138）53-2231㈹    FAX（0138）53-4355
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　青森市の国道280号沿いにある青森銀行油川支
店から北に約100ｍの所に店舗を構え、油川地域
を中心に市北西部が営業エリア。賃貸と売買の仲介
及びアパート・貸家の管理業のほか、今春から買い
取った中古住宅をリフォームして販売する「安心R
住宅」（耐震や瑕疵保険等の検査基準に適合した住
宅）事業にも乗り出した。「良質な中古住宅を安心
して購入してもらう国の制度が始まり、早速、事業
登録しました。県内業者では登録第一号と聞いてい
ます」。
　「宅地建物取引士」、「賃貸不動産経営管理士」、「既
存住宅アドバイザー」の資格を持つ。大学を卒業し
て県外に出てさまざまな職種に従事した後、Uター
ン。社会人向けの学習塾で宅建資格等を取得する講
座を教えたのが縁で自らも資格を取得、この業界に
身を投じた。「創業して来年で20年。苦しい時期が
続いたが、ようやく経営が安定してきた」と振り
返る。
　「青森県居住支援協議会空き家相談員」でもある。
「この地域でも空き家が増加し、所有者が空き家の
管理や活用について問題を抱えています。高齢化社
会が進むと、自宅を所有する高齢者の事情により空
き家が発生します」と指摘。早くから空き家利・活
用を進める取り組みに意を注いできた。「空き家の
増加は地域の活力の低下につながる。空き家問題解
決のために尽力したい」と力を込めた。
　「元気町あぶらかわ商店会会長」を務め、地域に
愛される商店会を目指し、日々奔走している。油
川と言えば、案山子の展示を行っている「かかし

ロード280」（9月）が有名だが、それだけではない
と話す。「商店会や地元有志らでつくる実行委員会
が企画・運営している『油川ジャズフェステバル』（8
月）はジャズ愛好家や市民ら約400人が集まるビッ
グイベントに成長。今年も開催します。お楽しみに。
地元で取れるトマトやイワシなどを使ったオリジ
ナルメニュー『ジャズ飯』が販売されるのも人気
です」。
　葛西さんは生まれ育った「油川」にこだわり、地
域密着の営業方針のもと地域活動にも積極的に参加
してきた。「その姿勢は今後も変わることはありま
せん。油川は青森発祥の地と言われ、観光名所や史
跡が数多くある。いろんな機会をとらえ、油川の良
さを発信していきたい」。地域を元気にする―葛西
さんの頭の中はそのためのアイデアでいっぱいのよ
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。

油川不動産（株）
 代表取締役　葛西　清光 さん商 工 プ ラ ザ

不動産業を通して地域を元気にする。「安心R住宅」事業登録第一号

青森市油川大浜72-2　　TEL 017-788-9516問い合わせ先

「油川は近くにバイパスがあり、交通アクセスもいい。
住みやすいところ」と話す葛西さん
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