
　10 月 14 日㈯ 15 日㈰、福井県産業会館において「第 2 回福井商工会議所会員大会　～ふく
い「食」と「技」フェスティバル～」を開催しました。当日は約 17,000 人の会員企業・県民
の皆様のみならず、県外からもご来場いただき、有難うございました。
　当大会は「部会・会員の事業活動のアピール」「会員の表彰」「会員交流」を３つの大きなテー
マに構成しました。「部会・会員の事業活動のアピール」では９つの業種部会・青年部・女
性会による体験・展示コーナーや、会員企業が食品・雑貨などを販売する「福井のおすすめ
逸品販売会」を実施しました。「会員の表彰」としては、当所の経営支援事業を活用し、創意・
工夫による経営革新・改善を図る 11 社の中小・小規模企業を「チャレンジ企業」として顕
彰しました。「会員交流」では、会員企業の経営者・社員など多くの方々に参加いただいた「会
員交流大懇親会」を開催しました。今後一層組織の活性化に取り組んでまいります。

　川田達男会頭の開会挨拶の後、福井県
知事西川一誠氏、経済産業省中小企業庁
長官安藤久佳氏から来賓の祝辞をいただ
きました。懇親会内では、選定された 11
社を「チャレンジ企業」として顕彰。福
井市長東村新一氏の乾杯後、参加した約
1,100 名の会員企業は交流・親睦を深めま
した。

会員交流大懇親会

開会の挨拶をする川田達男会頭

1,100 名の会員企業が親睦・交流を図る 川田会頭とチャレンジ企業表彰受賞者
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　9 つの業種部会・青年部・女性会による趣向をこらした体験イベント・展示会を行
いました。

新聞制作に触れるコーナー
テレビ局のお仕事体験コーナー
資産運用・スマートフォン活用・相続対策セミナー

体験 ・展示コーナー

【食料品部会】まんじゅうまき

【理財 ・情報部会】
テキスタイルコレクション
ファブリックマーケット
ブローチ作り体験教室 /ミニコンサート

【繊維部会】

ものづくり体験ワークショップ

【工業部会】
免震工法体感コーナー

【建設部会】

そば打ち体験 /お茶席
芸妓の観光語り部朝倉氏遺跡ツアー
笏谷石 1500 年の歴史を感じる散策ツアー（10/1）

【観光 ・サービス部会】
はたらく車展
運転適性診断シミュレーター
交通マナー向上キャンペーン

【交通 ・運輸部会】

来場者の顔写真が入った
　　　　　　　オリジナル新聞

最先端のアパレル製品等を
展示紹介するテキスタイルコレクション

繊維生地・素材を販売する
　　　　　ファブリックマーケット

カメラの前でアナウンサー体験

めっき体験教室 地震の揺れを体感！起震車体験 免震技術にビックリ！免震車体験機械による大福づくりコーナー

茶道を通しておもてなしの心を学ぶ 白バイに乗ってハイチーズ！ 大人気だった高所作業車体験福井県産そば粉を使ったそば打ち体験

挨拶を行う伊東忠昭実行委員長 ステージ上から10,000 個のまんじゅうをまく ２日間で約 2,000 名が集まり盛大に開催

　会員企業 53 社（55 ブース）がおすすめの食品・雑貨などを販売。

掘り出しモノいっぱい「ふくい卸市」

福井のおすすめ逸品販売会

【流通第一（卸）部会】
ショップスタッフコンテスト（9/13）

【流通第二（小売）部会】

お値打ち品の展示販売コーナーでお買物を楽しむ来場者 最優秀賞を受賞した鳥居郁花さん
　　　　　　（㈱華）の模擬接客

今回のコンテストに
　　出場いただいた選手の皆さん

かにだしおでん販売

【青年部】
喫茶コーナー
ヨガ教室

【女性会】

顧客と触れ合う青年部会員 日頃の女性会活動をPR 健康に良いヨガを体験大好評のため完売！

会員企業自慢の逸品を販売

〈出店企業〉

美味しい食品・素敵な雑貨を求めて会場内は大賑わい

青木蘭麝堂／朝倉匠庵／海女 七世美（Nan's Sea)／アルモニヴァン
ヴィーﾉ／エコファームみかた／越前織工房　清右衛門／越前海鮮倶楽部
／越前三國湊　三丹／おいで康　旬菜鮮魚と炭火焼／御素麺屋／おみ
やげ・ギフト専門店　かゞ みや／織工房　風美舎／菓子庵　花えちぜん／
果秀 髙井屋／上味みママーズ／北の庄　蔵元　舟木酒造／郷土菓子
処　香月／くになかのケーキ屋さん／幸伸食品・幸家／COZY　
COFFEE／米五のみそ／サン食品／スバル食品／手づくり工房コスモス
／手作り雑貨　mamas／天清酒万寿店／西勘堂／西村珈琲／日本料理
　やなぎ町／はな里／廣部硬器／福井大麦倶楽部／福井県米穀／ふく
いブランド米推進協議会／福井精米／福井マルダイ食品／フクイモール
　越前倶楽部／福井和生菓子研究会／POLA エステ IN ミナミ支店／ポ
パンクール‐popincourt‐／マイスターコーティング／松田あんころ／まる貴
や／メゾン・ド・レトワール／茂右衛門農場／彌右衛門／ヤマギクしょうゆ
／山下商店／ユアーズホテルフクイ／ユーグレナショップ／横井チョコレー
ト／RIKEI－ZAKKA～理系雑貨のある暮らし～／和洋菓子　志保重 海鮮・肉などの丼が勢揃い！

県内飲食店58
社の自慢の丼
を販売。

同時
開催

【福井県商工会議所連合会】
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協賛商品プレゼント〈126企業・149品・1,810点〉

多数の応募があった会員企業の協賛商品プレゼント じっくりとパネルを見て商品を選ぶ来場者

〈協賛企業一覧〉

～ 協賛企業の皆様、本当にありがとうございました ～

（五十音順）

アイキャスト
㈱アイビックス
あおい商事㈱あおいSSランド 音楽堂前店
青木蘭麝堂
アクサ生命保険㈱福井営業所
アルモニ ヴァンヴィーノ
いちろく㈱
伊藤電機設備㈱
伊藤電機販売㈱
岩尾醤油味噌醸造元
㈱infoBANK ユーグレナショップ
㈱ウエマツ
㈱宇都宮正二商店
栄月㈱
㈱栄太楼
㈱エコファームみかた
越前海鮮倶楽部
越前健康開発㈲ （代表）みらくる亭
えちぜん鉄道㈱
越前焼工業協同組合
江守商事㈱
おいで康 旬菜鮮魚と炭火焼
OOKABE GLASS HD㈱
大久保茶屋
㈱太田屋
㈱大津屋
㈱大和田印田ゴルフ
お菓子処 丸岡家
オカモト鐵工㈱
㈱オザキスポーツ
㈲オモチャのやまだ
㈱織工房　風美舎
お料理 こまつや
カーテンのカズマ
㈾開花亭　kuri-ya
カイロクリニカルサロン　SO～LA
㈱かゞ みや
カワグチ
河和田屋印刷㈱
郷土菓子処 香月
業務用酒類・米穀 ㈱みずもと
㈱キヨカワ

九頭竜・地酒百蔵（日本システムバンク㈱）
くになかのケーキ屋さん
㈱熊谷組
ゲンキー㈱
㈲幸伸食品
㈱越の磯
㈱コバード
㈱米五
ゴルフスタジオ GN
サカイオーベックス㈱
桜寿司本店
㈱三丹本店
㈱シセード
ジャパンポリマーク㈱
重左エ門商店
昭和美術印刷㈱
ショッピングシティ ベル
新富産業㈱
スキージャム勝山
SCOOVIY（スクービー）
スパイシーソースのスパゲッティ ナポリ
スバル食品㈱
西武福井店
セーレン㈱
第一織物㈱
㈱高井屋
竹田の油あげ 谷口屋
㈱武生製麺
田嶋酒造㈱
㈱つるや
手づくり工房コスモス
デリアテール㈱
天清酒万寿店
㈱天たつ
㈱藤雲堂
東京海上日動火災保険㈱福井支店
中島管材鋼機㈱
㈱ナカテック
Nan's Sea
㈱西勘堂
西村珈琲㈱
㈱ニシヤマ

日華化学㈱
新田塚コミュニティ㈱
日本通運㈱福井支店
㈱ねこせや
㈱乃し三
パティスリーKANSENDO
㈱花えちぜん
VIVANT
平野純薬㈱
ファブリックパネル専門店　FABCO
フォーレスト福井ゴルフクラブ
㈱福井銀行
福井県JAグループ
福井県米穀㈱
福井県民生活協同組合
㈱福井新聞社
福井中央魚市㈱
福井放送㈱
㈱フクイモール 越前倶楽部
（社福）福授園
フルーツのウメダ
風呂セントラル木材㈲ 食品部 丸繁三明物産
ペースアクティブ
POLA エステ IN ミナミ
北陸運輸興業㈱
北陸電力㈱福井支店
ホテルリバージュアケボノ
ポパンクール Popincourt
マイスターコーティング福井店
まちづくり福井㈱
㈱松田あんころ五福餅本店
mamas
MAMI CAFÉ たちばな屋
丸市食品㈱
丸城清酢㈲
三谷不動産㈱
目の美容院　福井サロン
㈱八木熊
ヤマギクしょうゆ
ヨーロッパ軒総本店
吉岡ロゴテック
和洋菓子 志保重

表紙を飾る企業を募集中！詳しくはお問い合わせください。（福井商工会議所　会員サービス課　TEL：0776-33-8254）

■会議所カレンダー
11／ 9 木

10 金

11 土

12 日

13 月 会員健康診断（ショッピングティ・ベル）

14 火
会員健康診断（パリオCiTY）
事業後継者ネットワーク塾（4/5）　
定例法律相談会

15 水 IT・IoT 活用勉強会
会員健康診断（福井商工会議所ビル）

16 木 原子力研修　シーケンサープログラミング基礎（1/4）
食の商品ブラッシュアップ相談会

17 金 会員健康診断（JA福井市）
原子力研修　シーケンサープログラミング基礎（2/4）

18 土

19 日 第 147 回日商簿記検定試験

20 月 共済掛金口座引落日

21 火

22 水 事業後継者ネットワーク塾（5/5）

23 木 勤労感謝の日

24 金

25 土

26 日 第 39回福祉住環境コーディネーター検定試験

27 月

28 火
第 2回グローバルチャレンジ勉強会
原子力研修　シーケンサープログラミング基礎（3/4）
定例法律相談会

29 水 地域資源を活用したお土産品開発ワークショップ
原子力研修　シーケンサープログラミング基礎（4/4）

30 木 原子力研修　測定技術の基礎（1/2）

12／ 1 金
議員懇談会
永年勤続優良従業員表彰式
原子力研修　測定技術の基礎（2/2）

2 土

3 日 第 43回カラーコーディネーター検定試験

4 月

5 火 原子力研修　エレクトロニクス基礎（1/4）

6 水 原子力研修　エレクトロニクス基礎（2/4）

7 木 総務・人事担当者研修「たねやグループ」視察
キャッシュフロー経営講座

8 金


