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急な修理費用等でも！
使いたいときにすぐ使える！

（保証料含む）

【商品内容】
ご利用いただける方

お使いみち

ご利用限度額

ご融資・保証期間

（令和 4 年 7 月 1 現在）
満 20 歳以上 65 歳以下の給与所得者及び個人事業主で安定継続した収入が見込まれる方
※パート・アルバイト・年金受給者の方もご利用いただけます。
①
②
③
④

自動車（自動二輪車含む）購入資金 ※諸費用含む
自動車等の点検・車検費用
カー用品の購入資金
その他、自動車関連費用（任意保険等）
※ただし、事業性は除く、また他社借換の取扱は不可となります。

10 万円以上 300 万円以内(10 万円単位)
※ただし、パート・アルバイト・年金受給者の方は 50 万円を上限とする。
① 3 年毎の自動更新。
② 契約期間中、利用のない方については、契約期限到来をもって契約終了とする。
③ 満 66 才以上での契約更新は行わず、契約期限到来時に新規貸越停止とする。

ご融資方法

取扱店窓口にて資金使途確認書類の提出を受け、内容の確認を行い、払出請求により販売
業者への金額問わず必ず振込となります。

ご返済方法

毎月 7 日にご契約者の口座から定額自動引き落とし（任意増額返済もできます）
前回貸越残高
1 万円以下
50 万円以下
100 万円以下
150 万円以下
返済額
前回貸越残高
1 万円
2 万円
3 万円
前回貸越残高
200 万円以下
250 万円以下
300 万円
返済額
4 万円
5 万円
6 万円

保証会社

ご提出書類

その他

㈱ジャックス
①本人確認資料
（運転免許証写し・健康保険証写しなど、本人と確認できる書類）
②所得証明書
※極度額が 100 万円以上の場合は必要となります。
・給与所得者は、源泉徴収票または住民税決定通知書の写し
・自営業者は納税証明書（1.2）または確定申告書（受付印のあるもの）の写し
③ 資金使途確認資料
・見積書、注文書、その他自動車関連資料
・商品についての詳細は、「商品概要説明書」をご覧下さい。
・審査の結果によっては、ご希望に添えないこともありますのでご了承下さい。

本店営業部

函館市千歳町９番６号

☎２３−２１０１

湯川支店

函館市湯川町２丁目１０番４号

☎５７−０５７２

北斗支店

北斗市飯生３丁目４番１号

☎７３−２３０８

美原支店

函館市美原３丁目２５番５号

☎４６−９１２１

富岡支店

函館市富岡町１丁目４３番１号

☎４３−１３１１
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函館商工会議所報

７月11日函館 BOX 販売開始！
たまたま出会った、にっぽんを贈ろう。
「tama pon Gift」
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７月号

中小企業相談所だより

●「事業承継専門相談」実施のご案内
●「新型コロナ対策・インボイス対策」

「働き方改革」専門相談
をご活用ください！
● もめないための問題社員対策
● ホームページ見直しセミナー（第一弾）
オンライン販売入門セミナー（第二弾）

（通巻462号)

● 個別専門相談ご案内
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会員NOW

7

市制施行100周年記念
開港163周年記念函館港まつり

● ㈱イナリ：お客様への「感謝」とともに創業100周年

8 会議所のうごき

● 第7回常議員会・第5回通常議員総会
● 総務委員会
● 函館商工会議所 1号議員選挙告示
● 函館商工会議所パソコン教室
● 市制施行100周年記念 2022函館マラソン
● 第70回全道商工会議所大会
● 新規学校卒業者に係る求人要請
● 函館警察官友の会
● 女性会
● 議員の異動

12 ご案内

● 函館市事業者物価高騰等緊急支援金
●「第14回函館ペリーボート競漕」開催中止のお知らせ
● 特定退職金共済制度のご案内
● 日本商工会議所創立100周年記念事業 オンライン記念講演会 第2弾

■今月の表紙

14 新入会員のご紹介

市制施行100周年記念「2022函館マラソン」

15 連載コラム 職場のかんたんメンタルヘルス

写真は、去る７月３日、３年振りに開催された「2022

●「孤立・孤独を防ぐ会話のススメ」

函館マラソン」の千代台公園陸上競技場でのスタート

言葉の力「安心」

の様子を撮影した一葉です。

16 青森商工会議所会員事業所のご紹介

本大会は、フル・ハーフ同時開催となり、５回目を迎え、
約4,800人のランナーが異国情緒溢れる函館の街並みを

シカナイ

● 揉みと癒しShikanai

駆け抜けました。

広告掲載企業

当日は、晴天に恵まれ、沿道には多くの観客が集まり、
拍手で温かい声援が送られたほか、各エイドステーショ

函館商工信用組合
㈱日本旅行北海道函館支店
ホンダカーズ南北海道㈱
弁理士法人英知国際特許商標事務所
五稜郭タワー㈱
Correct Label ㈱
㈱はこだて柳屋
（独）中小企業基盤整備機構北海道本部
龍文堂印刷㈱
大和ハウス工業㈱北海道支社
函館中央三菱自動車販売㈱
函館市市民部市民・男女共同参画課
( 公社 ) 函館市シルバー人材センター
㈱ NTT 東日本―北海道
函館商工会議所パソコン教室
函館圏優良土産品推奨実行委員会
業務災害補償プラン

ンではドリンクや個包装にされたフードが提供され、
ランナーを励ましました。
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特集

７月11日函館ＢＯＸ販売開始！たまたま出会った、にっぽんを贈ろう。

昨今、お中元・お歳暮等のギフト文化が年々縮小している中、若年層を中心に形式にとらわれず気軽にギフトを
贈る“カジュアルギフト”の市場が成長しています。
本サービスは、㈱ひかりてらす（東京都）が新たに立ち上げる、くじ引きの仕組みを利用したギフトＷＥＢサー
ビスです。
カジュアルギフトとして、ＥＣサイトに地域の特産品をラインナップし、
“ギフトを贈る人”がギフトカードを贈
り、
“ギフトを受け取る人”は、ギフトカードに記載のＱＲコードから【ご当地特産品のくじ】を引き、商品がラン
ダムで当たるという新しい形のギフトサービスで、全国各地の地域特産品と全国のお客様の偶然な素敵な出会い（セ
レンディピティ）を生み出します。
この度、本所では、函館エリア内の事業者様の新たな販路開拓やＰＲを目的として、ひかりてらす社と連携し、
地域特産品ギフトＷＥＢサービス「tamapon Gift（たまぽんギフト）」内で「函館ＢＯＸ」が販売開始となります。
つきましては、カジュアルギフトとして、ちょっとしたご贈答やお心付けなどに、本サービスを是非ご利用くだ
さい！！

「

」とは？

何が届くかわからない「ワクワク」「ドキド
キ」する「瞬間」までもプレゼントできる今
までにないサービスです。

「たまたま出会った、ニッポンを贈ろう」をテーマに、たまたま・偶然
の「たま」とニッポンの「ポン」を掛け合わせた造語です。

地元の人は知っているけど、全国的にはまだ
知られていないような商品を集め、その地域
の人・企業と一緒に、テーマのあるギフト
ボックスを作りました。

ギフトを贈って終わり・・・ではなく、そこ
から受け取った相手とのコミュニケーション
が盛り上がる仕掛けを用意しています。

～サービス概要～
●ギフトを贈りたい人はＷＥＢサイトにアクセスし、
①
様々なエリア・テーマのガチャ BOXの中から、贈りたいBOXを１つ選択し、購入します。
贈りたい
ギフトを
購入します。
※ビジネスモデル
特許出願中

※ビジネスモデル特許出願中

※ビジネスモデル特許出願中

②ギフトを受け取る人に実物のギフトカードが届き、
●
記載のＱＲコードを読み取り、ＷＥＢ上でくじを引きます。
素敵な
ギフトカード
から

QRコードを
読み取るだけ

QRコードを
読み取るだけ

③ギフトのうち１つが当たり、当たったギフトが届きます。
●

QRコードを
読み取るだけ
ギフトが
会話のきっかけに!
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の贈り方

かんたん❹ステップ

たまぽんギフトの贈り方は、
簡単４ステップ！今までにない新しい驚きを届けるギフトを贈ってみましょう！

STEP

1

贈りたい BOX を選ぶ

STEP

2

「このギフトを贈る」
ボタン
を押してカートへ進む

STEP

3

レジへ進み、
購入者情報・送付先
情報の入力

STEP

4

決済情報の入力、
決済確定

函館ＢＯＸ紹介
函館旅行気分をおうちで堪能！
函館ティータイムギフトBOX

函館旅行気分をおうちで堪能！
ひとときの贅沢スイーツ BOX

「雄大な自然あふれる北海道。中でも函館
は有名なスポットで、観光地としても人気
があります。
魅力的な地・函館から直送されるギフト
で旅行気分を味わいませんか？
お世話になっている方に、大事な人に、
自分へのご褒美に……ティータイムを楽し
くするスイーツを集めました！」

「函館は北海道の中でも、五稜郭や美しい
夜景で有名な一大観光地。人々の憧れをか
きたてる、魅力あふれるスポットです。
そんな函館から直送される贅沢スイーツ
で、ひとときの旅行気分を味わえるギフト
に仕立てました。
お世話になっている方に、大事な人に、
自分へのご褒美に……厳選されたワンラン
ク上のスイーツで、おうち時間をもっと楽
しんでみませんか？」

税込3,990円

函館朝市めぐり
「セレクト朝市」海のめぐみ BOX

税込6,490円

「函館駅すぐそばの函館朝市は、市民や観
光客でにぎわう活気あふれた市場。新鮮な
海産物・農産物が多く販売されています。
中でも『セレクト朝市』として認定され
た商品は、函館朝市協同組合連合会の加盟
店約150店舗の中から「商品力」
「独自性」
「函
館朝市らしさ」「信頼性」という４つの認定
基準をクリアした銘品揃い。
「函館朝市ならではの商品やメニューを多
くのお客様に安心して味わってほしい」と
いう想いからスタートした『セレクト朝市』
の品々をご賞味ください！」

函館発！ おうちで手軽に
クッキング函館グルメBOX

税込5,990円

「北海道函館市といえば、函館山からの美しい夜
景や異国情緒豊かな街並みがある、毎年500万人
もの観光客が訪れる観光都市です。豊かな漁場か
ら様々な海産物が水揚げされ、豊かな土壌で農業
や畜産もさかんに行われています。
そんな函館で作られた美味しいグルメを、おう
ちで手軽に作れるものだけ厳選してみました！
家族や友人に、おうちで手軽に味わえる、出来
立て函館グルメをお届けしてみませんか？」
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税込4,990円

函館朝市めぐり
「セレクト朝市」海の幸 BOX
～極上の贅沢を味わう～

税込10,990円

「函館駅すぐそばの函館朝市は、市民や観
光客でにぎわう活気あふれた市場。新鮮で
上質な海産物・農産物が多数販売されてい
る名所となっています。
その中でも『セレクト朝市』として認定
された商品は、函館朝市協同組合連合会の
加盟店約150店舗から「商品力」
「独自性」
「函
館朝市らしさ」「信頼性」という4つの認定
基準をクリアした、銘品・逸品ばかり。」

詳しい購入方法やギフト商品情報は
下記 URL または QR コードより
ご確認ください。
ウェブサイト URL：
https://tamapongift.com/

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

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

中小企業相談所だより
北海道事業継承・引継ぎ支援センター函館サテライト

「事業承継専門相談」実施のご案内
～廃業を検討される前にまずはご相談を～
「北海道事業承継・引継ぎ支援センター」は経済産業省の委託事業として、事業承継に関わる相談等をワンストッ
プで行う公的機関です。令和３年４月より函館商工会議所内に「函館サテライト」が設置され、専任のエリアコーディ
ネーターが事業承継に関する様々なご相談に対応し、月に１回の専門相談を実施しています。廃業を考えている方、
会社・事業の譲渡の方法について知りたい方、具体的なことはまだ考えたことがないが知識を有しておきたいとい
う方のほか、会社・事業を譲受したい方も利用可能ですので、どうぞご利用下さい。（相談無料・秘密厳守）

７月20日、８月17日ほか（第３水曜日）

■実 施 日／
■時

間／13：00～16：00（予約制・相談時間50分以内）

■相 談 員／同センター
■場

所／本所２Ｆ

函館エリアコーディネーター

浜鍛冶

省氏

同センター函館サテライト相談室

■利 用 方 法／商工会議所あて電話またはＦＡＸにてご予約下さい。
なお、本所ホームページからもお申込可能です⇒「函館商工会議所

ご予約・お問い合わせ：経営支援課

専門相談」で検索

TEL : ０１３８－２３－１１８１

「新型コロナ対策・インボイス対策」
「働き方改革」
専門相談をご活用ください！
本所では現在実施しております「新型コロナ対策・インボイス対策専門相談」のほか、昨年度実施しておりました「働
き方改革専門相談」も令和４年８月から令和５年３月まで実施いたしますのでお知らせします。いずれも相談は
無料で、商工会議所会員・非会員を問わず、事業を営んでる方はどなたでも利用できますので、お気軽にご活用
頂き経営にお役立て下さい。（予約制）

1「新型コロナ・インボイス対策専門相談」

（

事業環境変化対応型支援事業

）

新型コロナの影響を受け経営課題を抱える方、令
和５年10月より開始される消費税インボイス制度へ
の対応に課題のある方、平日に商工会議所へ相談来
所しにくい方、各種制度（支援金・補助金・制度融資）
の利活用についてアドバイスを受けたい方

２「働き方改革専門相談」

（ 「北海道働き方改革推進支援センター」事業 ）
北海道労働局委託

同一労働同一賃金、最低賃金引き上げ、定年延長、
高齢者雇用、生産性向上、雇用関連の助成金、就業
規則、人手不足対応などについて対応を進めたい方
相談員： 社会保険労務士 酒井 亮子 氏
（北海道社会保険労務士会函館支部）

相談員： 税理士・認定経営革新等支援機関
半浦 明美 氏（北海道税理士会函館支部）

相談日： ８月19日、９月16日、10月21日ほか
（令和５年３月まで第３金曜日
10：00～14：00）

相談日： ７月16日、８月20日、９月17日ほか
（令和４年12月まで第３土曜日
９：00～12：00）

専門相談実施日の確認・申込については本所 HP を併せてご覧下さい。

ご予約・お問い合わせ：経営支援課
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TEL :０１３８－２３－１１８１

もめないための問題社員対策

～なぜ問題社員化するのか？

７月26日㈫

日

時／ 令和４年

場

所／ 函館商工会議所３F 会議室

講

師／	株式会社エス・ピー・ネットワーク

定

員／ 

会社や管理職はどう対応するべきか？～

１４：００～１６：００

総合研究部
（社会保険労務士、
産業カウンセラー、
キャリアコンサルタント）

３０名（先着順、受講無料）

ひろみ 氏

オンライン販売入門セミナー

ホームページ見直しセミナー
（第一弾）

日 時／ 令和４年

吉原

（第二弾）

7月20日㈬

８月23日㈫

日 時／ 令和４年

14：00～15：30

14：00～15：30

◎ホームページの基本機能と必要性

◎オンライン販売が必要なのか

◎“活きた”ホームページとは

◎オンライン販売を始めるにあたって

◎ NTT 東日本でご支援できること

◎ NTT 東日本でご支援できること

参 加 方 法／ 函館商工会議所3F 会議室またはオンライン配信

※各セミナーの参加申込〆切は、開催日の前日12時迄とします。
※オンライン配信の視聴方法、お申し込みいただいた方に、別途お知らせします。

定

（先着順、受講料無料）
員／	30名（会場参加）

共

催／	NTT 東日本－北海道／函館商工会議所

お問い合わせ／㈱ NTT 東日本－北海道 TEL：0120-978-318（9：00〜17：00、土日休日・年末年始除く）
（注）新型コロナウイルス感染症拡大防止について
●参加者はマスク着用、アルコール消毒にご協力お願いします。 ●当日に発熱や咳が出る方はご参加をお控え下さい。
●開催日までの状況変化により、中止または延期とさせて頂く事もありますのでご承知おき下さい。

お申し込み・お問い合わせ：経営支援課

個別専門相談ご案内
金融個別相談
日本公庫を含む新規または既往借入・借換についてのご相談
実施日／7月20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

TEL :０１３８－２３－１１８１

無料 相談は事前予約制となっておりますので、℡23-1181にご予約願います。

商標・特許相談
（発明相談）
特許･商標・知的財産、新しい発明・技術・サービス等についてのご相談
実施日／7月27日㈬ 11：00〜16：00
相談員／英知国際特許事務所 所属弁理士
INPIT 北海道知財総合支援窓口 相談員

保証協会個別相談

経営相談

資金借入・借換等に関する保証制度についてのご相談
実施日／8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

法人設立、経営改善、事業承継、税務など経営一般についてのご相談
実施日／8月10日㈬ 13：00〜16：00
相談員／公認会計士 鎌田 直善 氏
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法律相談
商取引に関する契約・権利等、企業法務全般についてのご相談
実施日／7月22日㈮ 13：00〜16：00
相談員／弁護士 堀田 剛史 氏

ＩＴ相談

IT活用投資、テレワーク推進、IT導入補助金などについてのご相談
実施日／8月10日㈬ 13：00〜16：00
相談員／ＩＴコーディネータ
川田 博仁 氏
ＩＴコーディネータ
市村 淳一 氏

また、創業より100年間、培い受け継がれてきた

長年のノウハウを活用し、新たな製品を開発し、お

客様に必要とされる商品をご提案できるように取り
組んでおります。

近年の施工例としてテント技術と綱技術を組み合

わせた大型テントビニールカーテンを開発し、屋外

で雨風から製品を守るためテント倉庫や荷捌き用の

Vol.100

上屋テント等にお役立ていただいております。また、

会員 N O W

屋内では、高速で開閉可能なシートシャッターや手
軽に空間を仕切る事ができるビニールカーテン、空

調効率を高めて省エネ化に貢献するビニールブース

もに創業100周年
と
と
」
謝
感
「
の
へ
様
テーマ お客

㈱イナリ

代表取締役

等の需要も高まっております。

稲荷 吉平

㈱イナリ

当社は、大正11年に創業者である曾祖父（吉太郎

氏）が「稲荷製帆所」として個人創業した後、昭和

32年に２代目の祖父（吉郎氏）が法人化するととも
に「稲荷テント綱具合名会社」に社名変更し、平成
12年には、３代目の父親（康弘氏：現会長）が「株

式会社イナリ」を設立したのと同年に既存の「稲荷
テント綱具合名会社」と合併統合しました。今年で

▲大型保冷カーテン
（施行例）

創業100周年を迎える「テントの総合メーカー」です。
業務内容は、膜材全般を取り扱っており、多岐に

今後の目標

わたりますが、主に、シート・幌（トラック・船舶・

地域の皆様に愛され、お客様に支えられ、今年で、

野積用）やビニールカーテン（日除・断熱・防虫用）

当社は創業100周年を迎えられました。今後もお客

のほか、暗幕、紅白幕、天幕（集会・イベント用）等、

様への「感謝」の気持ち忘れず、コツコツと１年

膜材を使った商品の製造・加工・取付・販売を一貫

１年を積み重ね、これからも頑張っていきますので、

して自社で行っており、地域の皆様にご愛顧いただ

これまでと変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申

いております。

し上げます。

また、現在、私は日本テントシート工業組合連合

会青年部会の北海道・東北ブロック長を務めさせて
いただいております。テント業界を多くの方に知っ

ていただくことのほか、企業や業界の発展を目指し、
青年部会活動にも注力していきたいです。

これからも、創業100年間に築き上げてきた信頼

関係を大切にしながら、常にお客様のご期待に応え
られるような膜材製品をご提供していきたいです。
㈱イナリ

▲懸垂幕の縫製作業

住
所：函館市入船町１－６
Ｔ Ｅ Ｌ：０１３８－２３－２４９５
Ｆ Ａ Ｘ：０１３８－２３－１９３１
営業時間：９：００～１８：００
定 休 日：不定休
Ｈ
Ｐ：https://tent-jr.com/
※「日本テントシート工業組合連合会青年部会」のＨＰです。
テントシート業界について分かりやすく解説しております。

当店のこだわり

大正11年創業以来、
「丁寧、迅速」を心掛け仕事

に取り組んでおり、丁寧に造られた品物は、お客様
を必ず満足させると信じております。是非、確かな
テント縫製の技術をお確かめ下さい。
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会議所のうごき
第7回常議員会・第5回通常議員総会
令和3年度事業報告ならびに収支決算を承認
去る６月20日、花びしホテルにおいて、第５回通常議員総会を役員・議員97名（うち委任出席46名）が出
席し開催しました。
総会では、同日開催された第７回常議員会において承認された１件を含む３件の報告事項（議員の異動、部
会委員会活動報告、新会員加入）がそれぞれ報告されたほか、議事として、令和３年度事業報告ならびに収支
決算についての審議を行い、いずれも原案どおり承認されました。
■主な事業活動内容
◦新型コロナウイルスに関する対策・支援
◦中小企業の経営課題への対応
◦まちづくりの推進と地域経済活性化
◦地域社会や会員の声を反映した提言・意見活動
の推進
◦会員サービス事業の充実・拡大
◦会員増強と組織・運営基盤の強化

▲開会に先立ち挨拶する久保会頭

対策など、本所がどのような取り組みを行うべきか

総務委員会

出席者で意見を交わしました。

令和３年度事業報告ならびに収支決算について協議
去る６月６日、ホテル函館ロイヤルにおいて、総
務委員会を、辻委員長はじめ６名が参加し開催しま
した。
会議では、常議員会へ上程する令和３年度の事業
報告ならびに収支決算についての協議、最終調整を
行いました。
その後、最近の各業界の情勢について情報交換が
▲挨拶をする辻委員長

なされたほか、当市の経済活動の活発化や人口減少

函館商工会議所 １号議員選挙告示

函館商工会議所１号議員の選挙を下記のとおり施行します。
○選挙をする議員の定数

50人

○立候補届出期間
令和４年９月２日（金）午前９時から令和４年９月９日（金）午後５時まで
○立候補辞退届提出期限
令和４年９月13日（火）正午まで


※土曜日・日曜日を除く

函館商工会議所
8

選挙長

竹

内

正

幸

を知りたい」という方は、無料説明会を随時開催し

～受講生募集中！！無料説明会を随時開催中！！～

～詳細は、同封の折込ちらしをご確認ください！～

ておりますので、どうぞお気軽にご参加ください。

去る６月13日、本所向かいステーションプラザ

【お問い合わせ】
函館商工会議所パソコン教室
専用ＴＥＬ：０１３８－８３－５６７０

函館６Ｆに、函館商工会議所パソコン教室が開校い
たしました。
会員の皆様・地域住民の皆様を対象に、初心者向
けの入門講座から、ビジネスや資格取得対策講座ま
で、幅広い内容で充実の全68講座をご用意してお
ります。
また、料金は安心の月謝制で、会員様特典として
会員事業所の従業者の方が受講される場合は、機器
使用料（200円／１回）が無料となります。
ぜひ、「技術や能力を身につけたい」「講座の内容

▲教室の様子

市制施行100周年記念
2022函館マラソン

声援を受け力走し、男子フルは宮川慎太郎さん（MPD

3年振りの開催

秒で優勝しました。

駅伝部）が２時間22分25秒、女子フルは下門美春
さん（埼玉医科大学 G）が大会新の２時間43分16

函館を4,809人が快走

去る７月３日、「2022函館マラソン」が３年振り

青年部は、青年部ＯＢ会等、各団体の協力を得な

に開催され、ハーフ・フル合わせて4,809人が異国

がら、緑の島を含む計６カ所のエイド運営を通じて

情緒溢れる港町・函館を駆け抜けました。

大会運営に貢献しました。緑の島では、給水のほか、
函館で人気のある菓子や塩タブレット等を提供し、

今年は、ランナーに対してワクチン接種証明書ま

函館ならではのおもてなしでランナーを応援しました。

たは陰性証明書の提示のほか、ランナーと運営スタッ
フ全員に対して検温と体調チェックシートの提出を
義務付けるなど新型コロナウイルス感染症防止対策
を徹底して実施されました。
開会式には、工藤市長、松本名誉会頭、久保会頭、
境函館マラソン大会協賛会長、村瀬函館スポーツ協
会長らが出席し、ランナーは号砲により千代台公園
陸上競技場をスタートしました。
当日は、函館では今年初の真夏日となり、過酷な
状況下でありながらもランナーは各エイドと沿道の

▲第12エイドのフード等提供の様子

模事業者の活力強化などの議案14件、特別提案１

第70回全道商工会議所大会

件を決議しました。

議案14件・特別提案１件を決議
去る６月29日、旭川市において、北海道商工会
議所連合会主催による第70回全道商工会議所大会
が開催され、全道42商工会議所から約230名の役員・
議員等が出席し、本所からは久保会頭をはじめ６名
が参加しました。
大会では、現下の危機的状況の打開に向けた景気・
経済対策の迅速な実行や北海道経済の更なる発展を
目指した地域創生プロジェクトの実現、中小・小規

▲開会挨拶をする道商連の岩田会頭
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会議所 のうごき

函館商工会議所パソコン教室

kaigisyono ugoki

Information
者に対する就職機会の拡大、若者の人材育成の推進

新規学校卒業者に係る求人要請

について、引き続き、積極的なご協力をお願いした

新規学卒者の雇用について要望を受ける

い。」との説明がなされました。

去る６月24日、本所会頭室において、北海道渡

会員事業所の皆様におかれましても、新規学校卒

島総合振興局の菅野地域産業担当部長はじめ３名が

業者に対する求人の確保、就職機会の拡大、人材育

訪れ、新規学卒者の雇用についての要望書（北海道

成の推進について、ご協力いただきますようお願い

渡島総合振興局、函館市、函館公共職業安定所を含

申し上げます。

めた６団体連名による）が久保会頭宛に提出されま
した。
菅野地域産業担当部長からは「本年３月の新規高
校卒業者就職内定率は前年を0.5ポイント下回った
ものの、97.5％とおおむね良好な数値となった一
方で、先行きを見通すことが困難な社会・経済環境
にある現在においては、令和５年３月新規学卒者の
就職・採用活動への影響も懸念されることから、来
春の新規学卒予定者、特に高校卒業予定者に対する
求人の確保とともに今春未内定のまま卒業した学卒

▲菅野地域産業担当部長（中央左側）から要望書を受け取る本所酒井専務理事

の髙田署長ならびに函館西警察署の高橋署長からは

函館警察官友の会

各署の管内情勢についてそれぞれ説明があり、出席

令和４年度定時総会

者は興味深く耳をかたむけました。

去る６月22日、フォーポイントバイシェラトン
函館において、函館警察官友の会（会長＝本所久保
会頭）令和４年度定時総会を、会長はじめ12名が
出席し開催しました。
当日は、令和３年度事業報告ならびに収支決算、
令和４年度事業計画ならびに収支予算の審議を行い、
いずれも原案どおり承認されました。
総会終了後には、北海道警察函館方面本部の杉本
部長を講師に招き、「警察における最近の取組につ
▲杉本部長によるご講話の様子

いて」と題して講話を頂いたほか、函館中央警察署
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ただき、ペチュニア200株を植えました。

ペチュニア200株を植栽
去る６月23日、函館駅前ビル（旧棒二森屋）前
花壇の植栽活動を行いました。
当事業は、函館市の公園緑化推進に資することを
目的に昭和61年に開始し、平成27年からは同花壇
の整備を行い、今回が８回目となりました。
当日は、平山会長をはじめ、会員12名が参加し
たほか、当事業にご協力をいただいている、函館市
都市建設部まちづくり景観課から猪川課長、谷内主
▲植栽後の来賓と女性会メンバー

査、木村主任技師、函館市住宅都市施設公社の國安

議員の異動
議員の職務を行う者の変更
・２号議員

函館山ロープウェイ株式会社

（新）代表取締役社長

浅

井

（旧）代表取締役社長

竹

村



忠

美氏
隆氏

（令和４年５月30日付）

・２号議員

道南うみ街信用金庫

（新）理事長

田

原

栄

輝氏

（旧）理事長

藤

谷

直

久氏



（令和４年６月20日付）

・３号議員

北海道電力ネットワーク株式会社

（新）函館支店長

喜多村

（旧）執行役員 函館支店長

金



谷

悟氏
俊

昭氏

（令和４年６月29日付 )

食品表示ラベル作成に困ったら…
コレクト・レーベルにおまかせください！
今後もルール改正は続きます
2022年4月：
原料原産地表示制度スタート

食品表示ラベル作成、栄養成分計算、商品規格書作成、そうけんくん規格書作成など
食品表示に関する様々なサポートを行っております。
★こちらの広告を見た！で、
通常料金より20％お値引きいたします！

2023年4月：
遺伝子組み換え食品表示制度スタート

お問合せ

2024年4月：
添加物の不使用等に関するルールの改正
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Correct Label 株式会社
札幌営業所 担当：岡田 哲平
Mail：t-okada@correct-label.net
TEL：
（078）203-2390
（本社代表）

会議所 のうごき

理事長、函館駅前ビル開発より丸山社長にご参加い

女性会

ご案内
函館市事業者物価高騰等緊急支援金
●目
的 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、原油価格
や物価高騰の影響が幅広い業種に及んでいることから、影響を
緩和するために、緊急支援金を給付し、事業を支援することを
目的とします。
●対象事業者 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
１．下記①または②に該当すること。

①令 和４年５月26日以前から、函館市内に本店（個人事業者の場合は
住所）を有し、かつ、事業を開始しており、今後もその事業を継続す
る意思があること。

●給 付 額 −−−−−−−−−−−−−−−−−
−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

１事業者につき５万円（法人・個人事業者ともに）

※申請は１事業者１回限り。
※複数の施設・店舗等を営む場合も５万円となります。

●申請期間 −−−−−−−−−−−−−−−−−
−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

令和４年７月１日（金）～10月31日
（月）
【消印有効】

●申請方法 −−−−−−−−−−−−−−−−−
−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
郵送

②函館市外に本店を有する法人または函館市外に住所を有する個人事
業者で、令和４年５月26日以前に函館市内の事業所において事業を
開始しており、今後もその事業を継続する意思があること。

〒040-0011

 館市本町６- ７ 函館第一ビル３階
函
函館市支援金事務局 宛
または

令和４年７月下旬 受付開始予定
電子
函館市ホームページから申請
申請 【URL】https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/
docs/2022053000033/

２．下記のいずれにも該当しないこと。

①公共法人、政治団体、宗教団体
②暴力団等（函館市暴力団の排除の推進に関する条例第２条第１号に規
定する暴力団もしくは同条例第６条に規定する暴力団関係事業者に
該当する者または代表者、役員、使用人、その他の従業員もしくは
構成員等が同条例第２条第２号に規定する暴力団員に該当する者）
③経済・文化団体、ＮＰＯ法人、公益法人等の非営利的団体（ただし、
収益事業を反復継続して行っている場合を除く。）
④法人格のない任意団体

※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※切手を貼り付け、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してく
ださい。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、持参による提出は受け付け
ておりません。

➡申請方法などの詳細については、函館市ホームページをご確認ください。
（ＵＲＬ：https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2022053000033/）

お問い合わせ先 ： 支援金コールセンター ＴＥＬ : ０１３８－６８－１８０９ （平日９: ３０～１７: ３０）

開港163周年記念函館港まつり協賛

「第14回 函館ペリーボート競漕」開催中止のお知らせ
函館ペリーボート競漕実行委員会では、例年７月下旬に開催しておりました「函館港まつり協賛 函館ペリーボー

ト競漕」について、先般、当実行委員会で協議した結果、「市中の新型コロナウイルス感染者数が高止まりしてい
ること」、「感染防止対策の実施が困難であること」等から、安心・安全なイベント開催が困難であると判断し、苦
渋の決断ではありますが、開催の中止を決定させていただきました。

当ペリーボート競漕を楽しみにされていた皆様には、大変申し訳ございませんが、何卒、ご理解いただきますよ

う、よろしくお願い申し上げます。





令和４年６月13日
函館ペリーボート競漕実行委員会
実行委員長
富 樫 孝 樹
（函館商工会議所青年部 会長）

お問い合わせ：地域振興課（同実行委員会事務局） TEL : ０１３８－２３－１１８１

従業員の退職金準備のために

特定退職金共済制度

退職金制度の確立は、従業員の勤労意欲を高
めるとともに人材確保や雇用の安定につながり
ます。将来必要となる資金を計画的に備えるた
めにご活用ください。

まし
ご加入に際し
ット
レ
フ
ン
てはパ
さい
をご確認くだ

• 掛金は月額１人1,000円から30,000円までご加入
いただけます。
• 事業主が負担する掛金は、損金または必要経費に
計上できます。

詳しくは、函館商工会議所へお問い合わせください。

お問い合わせ：函館商工会議所 企画情報課

TEL :０１３８－２３－１１８１

＜委託保険会社＞ 大同生命保険株式会社 ( 事務幹事会社 )
アクサ生命保険株式会社 大樹生命保険株式会社  第一生命保険株式会社
富国生命保険相互会社 ジブラルタ生命保険株式会社
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Information

第66回函館圏優良土産品推奨会

函館商工会議所会頭賞

函館いも羊羹 紅あずま 3本入
プレーン2本&大納言入1本…………………

2 , 268

円(税込)

糖度の高いみなみ北海道産のさつまいも
「紅あずま」
を丁寧に練り上げ、色鮮やかな琥
珀色の羊羹に。プレーン2本、道南産大粒小豆を練り込んだ
「大納言入」
1本の3本セット。

㈱はこだて柳屋

函館市万代町３‑１３ TEL：０１３８‑４２‑０９８９
はこだて柳屋 ショッピングサイト

https://ikayokan.style-ht.com
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新入会員のご紹介

ご入会ありがとうございます


事業所名

主な営業内容

ＫＴコーポレーション

建設業

ナブコシステム㈱函館営業所

自動ドア販売・施工業等

㈱田中アシスト工業

土木工事業

インテリア松川

内装工事業

駒谷建設㈱

建築工事一式

※掲載をご承諾いただいた会員様のみご紹介させていただいております。

（順不同、敬称略）

新入会員募集中!
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。
会員事業所の皆様におかれましては、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。

年会費

個人事業主
法 人・団 体

12,000円（2口）以上
24,000円（４口）以上

口数は１口／6,000円で、入会金は不要です。
なお、会費は全額経費として損金処理ができます。

入 会 資 格
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。

お問い合わせ：企画情報課

TEL：０１３８-２３-１１８1

中小企業経営に関するご相談は

中小機構 函館オフィスへ！
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
T E L 011(210)7470

詳細はインターネットで
中小

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
T E L 0138(24)6600
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函館駅前
郵便局●

オフィス

ホテル●
リソル函館

★

北海道

北洋ビル
●
函館●
駅前ビル

●
函館駅

●キラリス
函館

スタンスが求められる今は、会話は最小限で終
わらせる、なるべく人には話しかけないように

「孤立・孤独を防ぐ会話のススメ」

するという雰囲気があって、気持ちを人と共有
するゆとりがありません。職場でのちょっとし

人との関わりが変化して久しい生活の中で、

た集まりもほとんどなく、異動や転職後、相手

孤立感、孤独感から心身の不調に陥る人が増え

がどんな人かまるで分からず、雑談もできない

ています。不安感、恐怖感、焦燥感、やる気の

といいます。オンラインで画面越しにしか会わ

喪失、集中力の欠如、気分の落ち込みなどを訴

ない場合は、年齢すら推定でしかなく、共通の

える人が多く、また、疲れやすさや体のだるさ、

話題を探る糸口さえ見つけられないのです。こ

睡眠障害などが顕在しています。

うした状況が続けば、気持ちはどんどんネガティ

少しずつ以前の生活に戻る兆しも見えますが、

ブな方向に傾いていきます。

コロナ禍で強いられた制限のある生活様式は習

まずは、どんな形でもよいので、人と話す機

慣化されつつあり、元に戻すことも難しいのが

会を増やすことです。“話すこと”で、自分の

現実です。

気持ちや自分に起きた出来事をアウトプットす

この状況下では誰しもが少なからず負担を強

ることが大事です。家族や友人だけでなく、会

いられていますが、同じ状況下にあっても、そ

社の同僚や仕事関係者、また緩くつながれるコ

の感じ方はさまざまです。例えば、コップに水

ミュニティーなどでの会話ができると効果的で

が半分入っているのを見て、
「まだ半分ある」
（か

す。

ら大丈夫）と感じる人と、
「もう半分しかない」
（か

これに加えて、気分の落ち込みが激しい人の

ら大変だ）と感じる人がいます。言うまでもな

場合は、情報をシャットアウトすることも心掛

く、前者にはゆとりがありますが、後者は焦り

けましょう。往々にして人は不安になればなる

と不安が増してきます。こうした感じ方の違い

ほど情報を欲するものですが、ネガティブ情報

は、日々の生活の状況や置かれた環境に影響さ

に触れ過ぎないことも大切です。

れますが、根本的には個人的な価値観が大きく
左右します。後者の不安になりやすい傾向にあ
る人は、責任感が強くて几帳面、真面目な人に
多く見られます。
それだけでなく、不安定に陥りやすいのは、
人との接触が極端に減っているときです。人は
「話すこと」によって自分の気持ちをある程度

おおの

大野

整理できます。しかし、マスクやソーシャルディ

もえこ

萌子

法政大学卒。一般社団法人日本メンタルアップ支援機
構（メンタルアップマネージャ資格認定機関）代表理事、
公認心理師、産業カウンセラー、２級キャリアコンサルティ
ング技能士。企業内健康管理室カウンセラーとしての長
年の現場経験を生かした、人間関係改善に必須のコミュ
ニケーション、ストレスマネジメントなどの分野を得意
とする。防衛省、文部科学省などの官公庁をはじめ、大
手企業、大学、医療機関などで５万人以上を対象に講演・
研修を行い、机上の空論ではない「生きたメンタルヘル
ス対策」を提供している。著書に『よけいなひと言を好
かれるセリフに変える言いかえ図鑑』（サンマーク出版）
ほか多数。

たけ だ

武田

そううん

双雲

１９７５年熊本生まれ。東京理科大学卒業後、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」
など、数々
の題字を手掛ける。講演活動やメディア出演のオファーも多数。ベストセ
ラーの『ポジティブの教科書』のほか、著書は50冊を超える。２０１３年

不安なことが全部なくなるまで安心しない
のではなく、
まず安心からはじめること。

クショップを開催、17年にはワルシャワ大
学にて講演など、世界各国で活動する。近
年、現代アーティストとして創作活動を開
始し、15年カリフォルニアにて、アメリカ
初個展、19年アートチューリッヒに出展、
20年には、ドイツ、代官山ヒルサイドフォー

マインドフルネス。

書道家

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、書道ワー

ラム、日本橋三越、大丸松坂屋（京都店・
心斎橋店）、GINZA

武田
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双雲

SIX、伊勢丹新宿店

にて、個展を開催し、盛況を博す。

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6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。

商 工 プ ラ ザ

シカナイ

揉みと癒しＳｈ
ｉ
ｋａｎａ
ｉ


代表

鹿内由岐雄

さん

極上のリラクゼーションと癒しの時間を提供。安心価格の「もみほぐし店」
日々の疲労が溜まり、気軽にマッサージを受けた

いという人が口コミで評判を伝え聞き、訪れる。
「常

に心身ともにリラックスした状態でいることが健康
につながります。極上のリラクゼーションと癒しの
時間を提供したい」
。

刑務官を務めるなど法務省勤務だったが、還暦を

前に心臓を患い、早期退職。
「養生生活を送りなが

ら、
『健康に生きる』ことの意味・意義を考えるよ
うになり、それが今に至る契機になりました」
。施

術者としての修業を積み、2019年５月に浪館通り
( 古川三丁目 ) 入口付近にある仏具店隣に開業した。

「人によって気になる箇所はさまざま。体のケアについてどんなこと

い。60分の全身もみほぐしが今なら3,200円 ( 税込

表れ。営業時間は午前10時～午後７時までだが、

( 首筋から胸元 )「肩甲骨はがし」
「フットマッサージ」

立った時や時間の空いた時などに立ち寄って」。

でも気軽に相談して」と話す鹿内さん

なんといっても相場より安い価格設定なのが嬉し

それ以外の時間でも随時相談に応じる。「急に思い

み ) で受けられるほか、
「ヘッド＆アイ」
「デコルテ」

施術を行うマッサージ店も新型コロナウイルスの

「足裏の角質ケア」など部位別メニューをリーズナ
ブルな料金で用意。安心価格と確かな施術の腕前で

影響を受けてきた。「訪れる人ははっきりとは口に

おススメは「デコルテ」と「肩甲骨はがし」
。「首

コロナとの闘いも丸三年。ここのところ少しずつで

はしませんが、濃厚接触を気にしているようでした。

あなたの体をケアしてくれる。

すが、客足が戻ってきたようにも感じています」。

元は年齢が出やすく、ケアを怠るとしわやしみが目

予約制だが、
『10分間、500円。予約不要』の張

立ってしまう。首元付近には『リンパ』が多く流れ
ているので、この流れをよくすることで効果が得ら

り紙を見て、飛び込み客が増えてきたと言う。もっ

果てきめん」と話す。

る人が多く存在しているのを実感している。「デス

と気楽に手ごろな値段で施術を受けたいと思ってい

れます。『肩甲骨はがし』は肩こりが激しい人に効

クワークなどによる疲労の蓄積、パソコン、スマホ

一人でも多くの人に施術を受けてみてほしい ―。

の使い過ぎによる眼の疲れなど現代人が抱える悩み

片道10分以内の方への送迎
（無料）や家庭などへの

を解消します」

出張
（施術料プラス千円）
サービスはこうした思いの
問い合わせ先

青森市古川３丁目４―４

TEL 090–7932–4302

〒040-0022 函館市日乃出町28番2号
TEL（0138）53-2231㈹ FAX（0138）53-4355

URL：http://www.ryubun-do.co.jp/ E-mail：info@ryubun-do.co.jp

羽ばたか せます あなたのイメージ。
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この度函館市と連携協定を締結いたしました

令和四年七月十一日発行︵毎月一回十日発行︶

月号 函館商工会議所報
﹁ともえ﹂四六二号

７

酒 井 康 次

