太鼓保存会自主公演」は、新型コロナウ

例年 月に開催している「大浅間火煙
開催

４日（金曜日）のうち買い手事業者別に

▽開催期間： 月 日（火曜日）～ 月

おいしい信州ふーど発掘ＷＥＢ商談会

▽会場 しあわせ信州食品開発センター

▽日時

せないお米～」

▽テーマ「お酒の話～日本酒造りに欠か

講座「お酒の話」のご案内

大浅間火煙太鼓保存会自主公演中止のお知らせ

イルスの影響を踏まえ、中止とさせてい
▽買い手 バイヤー：日本百貨店（ 月
（ 月３日（木）
、４日（金）
）
▽時 間：９～ 時（商談時間は１社あ

月 日（金）

人（先着順）
▽申込締め切り

▽申込方法： 月９日（月）までに長野

▽参加費用：無料

７・３１３１）

ンター食品技術部門（電話０２６・２２

▽お問い合わせ 長野県工業技術総合セ

▽締め切り

県中小企業振興センター営業局（電話０

月６日（金）

▽表彰 最優秀賞１点（賞状＋こもろ応
状＋こもろ応援チケット５千円分）
▽応募方法 左の必要事項を記入の上、
郵送、ファクス、電子メール、応募箱へ
の投函のいずれかにより応募（一人５点

「信州ブランドアワード」について

▽応募先 小諸市役所 総務部施設管理

生の場合は学校名と学年）

所、電話番号、年齢、性別、④職業（学

込めた思い等）
、③氏名（ふりがな）
、住

▽対象ブランド 昨年７月までに事業化

各種団体、自治体等

▽対象者 県内の事業者（法人・個人）
、

つの指標で評価

報伝達性」
「地域性」
「継続発展性」の５

▽参加予定企業 １日あたり 社

▽対象 就労希望の障がいのある方など

各日 時～ 時半

▽開催日時

月５日（木）
、６日（金）

あたり１日１回）
。

室内「愛称募集」係

校等と企業を繋ぐ座談会枠を設定（１社

置。障がい者就労支援機関や特別支援学

のない方向けにアクセスポイントを設

（１社あたり１日４人まで）
。ネット環境

▽概要 オンラインで個別相談時間 分

障がい者雇用「合同説明会」のご案内

２６・２３５・７２４８）へ。

たり 分程度を予定）

月 日（金）午後６～７時

ただきます。

テイスティング棟２階

複合型中心拠点誘導施設の愛称を募集

小諸市は、来年開設予定の「複合型中

20

援チケット５万円分）
、優秀賞４点（賞

心拠点誘導施設」の愛称を募集中。

13

▽定員

１日（火）
）
、オイシックス・ラ・大地

12

12

まで）
▽選考部門 「しあわせ信州」部門及び
【必要事項】①施設の愛称（ふりがなも 「ＮＡＧＡＮＯ ＧＯＯＤ ＤＥＳＩＧ
必須）
、
②愛称の説明
（意味や考えた理由、 Ｎ」
部門の各部門を
「志向性」「表現性」「情

20

11

町三丁目３番３号【ＦＡＸ】２３・８７

【郵送】〒３８４－８５０１ 小諸市相生

▽応募方法 長野県デザイン振興協会ホ

され県内外に発信されているもの

ーが必要（
「障がい者と企業の出会いの

▽参加方法 参加費無料、事前エントリ

ｙ．ｋｏｍｏｒｏ．ｎａｇａｎｏ．ｊｐ

▽結果発表 来年２月上旬

▽応募期間

ンド発信担当
（０２６・２３５・７２４９）

▽お問い合わせ 営業局メディア・ブラ

月 日（水）まで

【応募箱】市役所庁舎１階・市立小諸図
書館・市民交流センター・こもロッジ・
文化センター

（電話０２６・４０３・２２７１）

▽お問い合わせ 綜合キャリアトラスト

場創出事業」専用サイトから）
。

６６【 メール】ｓｋａｎｒｉ＠ｃｉｔ

15
11
ームページから応募用紙をダウンロード

10

10

◎相生町商店街でオリジナルエコバッグ
販売

相生町商店街振興会（市川信行会長）

は、レジ袋有料化により需要の高まるエ

コバッグに着目、特製の商品として販売

を始めました。

綿１００％で ㍑が入るサイズ。１枚

５００円で限定１３０枚。このバッグを

使い、 店の加盟店で買い物をすると千

円分のクーポン券がもらえるほか、各店

から初回限定でサービスが受けられま

詳しくは尚美堂（電話２２・５４５４）

す。

まで。

－2－
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24

18

10

12

11

10

11

17

11

11
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E

マル得情報 掲載事業所募集！
こちらのコーナーは、会員事業所の皆様のフリーＰＲスペースとしてご利用いただけます。セールやイベントの告知、
備品を譲りたいなど、ご自由にお使いいただけます。毎月 10 日頃までに、文字数 150 ～ 170 文字程度でＰＲ内容をご
記入いただき、当所までＦＡＸ（２２・９０３０）またはメール（kcci@komoro.org）にてご連絡ください。

地
小諸市金融団は、市内 つの金融機関、 つ
の支店で構成され、市や商工会議所と定期的に
開催する金融懇談会を通じて、円滑な金融業務
を提供する上においての情報交換や意見具申を

行う団体です。
具体的な活動としては、市内企業に対する経

域の発展なくして
金融機関の発展なし

フェーズ（緊急性のある融資）はひと段落し、

す。新型コロナウィルスの影響についても、第

我々職員も成長し実力が向上すると考えていま

とし、より顧客に役立つことを考えることで、

すが、顧客に役立つ行動量を増やすことを目標

をしなくてはなりません。当支店の話になりま

金融機関は今まで以上に顧客に寄り添った対応

新型コロナウィルスの影響は甚大でした。我々

考えています。

のノウハウも借りながら取り組んでいきたいと

続のために、当行の知見だけではなく、専門家

高齢化は着実に進んでおり、歴史ある企業の存

一方、通常業務としては創業のご支援を始め、 顧客の意向を丁寧に聞きながら、行政や専門業
ビジネスマッチング、事業承継、Ｍ＆Ａなど、 者と連携して、長い目で推進します。また、事
業承継も重く、難しい課題です。企業経営者の

企業のステージに合わせ、企業活動をバックア

ップしています。顧客ニーズに合わせて、顧客

の求める以上の提案をしていくことが目標です。

小諸市の活性化についてですが、私の前任地
は群馬県の高崎支店です。長野県は私たちが思

コロナ後の企業成長を考える第 フェーズに移

っています。経営改善支援を含め、小諸市金融

団は顧客の発展に全力で取り組んでいきます。

じながら個人、法人を問わず、地域に役立つ金

ありません。小諸市金融団もそのことを肝に銘

地域の発展なくして、我々金融機関の発展は
気と関東圏へのアクセスの良さを生かして、企

っている以上に人気があります。そういった人
業誘致やＭ＆Ａを推進したいのですが、これは

一朝一夕にできるものではありません。当行と 融サービスを提供し続けられるように、協力し
しても、県内外のネットワークを生かしつつ、 合いながら精進していきたいと考えています。

－3－

営支援や融資制度に関する実行窓口としての役

割、企業の買収合併（Ｍ＆Ａ）
、企業誘致に関す

る情報交換、アドバイスや情報発信などを行っ

ております。また、今年はコロナの影響で中止

が相次いでいますが、地域との密着を図るイベ

ント行事への参加や、強盗訓練や特殊詐欺予防

に向けた取り組みを継続して行っています。
新型コロナウィルスの影響は大きく、小諸市

内の企業にも売上減少などの大きな影響が出ま
した。今年前半はそういった企業への資金繰り
の支援が中心でした。私が勤務する八十二銀行
でも、頭取から「銀行の体力が続く限り、全力
で取引先を支援しなさい」と言われており、足
元の資金需要には着実対応してきたつもりです。
また、融資対応だけではなく、融資した後も確

2

5

りフォローアップし、顧客状況を把握すること

1

4

で、少しでも役立つよう努力しています。

河野 敦 代表（八十二銀行小諸支店長）
小諸市金融団

Voice to the future

活力ある事業所情報

肉料理、ピッツァ）の２種類から

ァ）
、税別９５００円（前菜８品、

テイクアウトで「クリスマス」

パスタとワインの店 暖

しは 月 日（木）の午後１時か

地域交流型カフェが開店

小諸駅のまど

小諸駅構内の旧みどりの窓口
跡地に、地域交流カフェラウン
ジ「小諸駅のまど」
（金山裕美代
表）がオープンした。喫茶と地
域交流を目的としたイベントス
喫茶スペースは、学生やサラ

ペースとして活用できる。
リーマンの送迎時の待合に利用
してもらうため、ロータリーを
見渡せるカウンター席を設置。
丸山珈琲の豆で提供するドリッ
プコーヒーには、小諸商ブレン
ド（４８０円）があるほか、ソ
フトドリンクにはこうじやの甘
酒（アイス／ホット各３９０円）
もとりそろえている。金山代表
がアレンジした「御牧ケ原ポタ

ージュスープ」
（４２０円）も好
いずれもセルフサービスでテ

評だ。価格はすべて税別。

将来的にはコワーキングスペ

イクアウトも可。
ースも 席ほど用意する予定。

と話している。

の場になっていけたらうれしい」

い。気軽な地域交流の場、社交

な年齢の方に利用してもらいた

金山代表は「多種多様に、
様々

5

御影の「パスタとワインの店暖」 選べる。年末オードブルの引き渡
は、クリスマスシーズンに合わせ

う完全予約制で１日 組限定。換

店での営業は、密にならないよ

ら３時まで。

テーマは「温かいこたつの中で

輸入したラクレットチーズが好評

、 日はキッチンカー

（８５０円税込）
。４、６、

野菜たっぷりパニーニ

週水、金曜日に出店予定。

「フードステージ」で毎

月は、相生坂公園の

スタ、魚料理、肉料理、ピッツァ、 を得ている。

１人前税別７０００円（前菜、パ

ワインが飲みたくなるメニュー」
。 している。この時期はスイスから

過ごすクリスマスが楽しくなり、 気をしながらマスク着用で接客を

2

スの予約を始めた。

たテイクアウト用クリスマスコー

31

を利用して出店する。

●御影新田 2270-1 ● TEL：27-2820 ●営業時間：ランチ 11 時半～
14 時 / ディナー 17 時半～ 21 時半 ●定休日：毎週火曜日・第 2、4 水曜日

デザート）で、２人前からの予約
を受け付けている。予約分の料理
を大皿で引き渡す。アレルギー等
相談の上対応可能。提供期間は
月 日（日）から 日（日）まで。
めの予約が必要。

また、このほかにも年末オード
ブルも予約を受け付けている。税

20

－4－

12

すべて手作りで準備の都合上、早

27

別７０００円（前菜８品、ピッツ

小諸駅構内● TEL：46-8536 ●営業時間：11 ～ 19 時 ●火曜定休

●相生町 1-1-1

12

11

18

20

掲載情報を募集しています ! TEL.0267-22-3355/FAX.0267-23-9030
E-mail:kcci@komoro.org
新工場が完成
コミヤマ

市の「コミヤマ」
（小宮山完治社
長）が、工場を新設。本社、第一
製造部、第二製造部と本社事務所
をすべて新設工場に統合した。こ
れにより、小宮山社長は「社内の
コミュニケーションや連携がとり
やすくなり効率的になる」と話す。
新設工場では大型ロボットを用
いた加工と精密加工を行うほか、
今まで熱処理などに使用していた
重油をガスに変更。都市ガスへの
変更で工場から出る二酸化炭素を
％削減。加熱にかかっていた費

同社は創業 年を迎えた建設機
造に使用する大型の８ｔハンマー、

械や産業車輌の部品メーカー。鍛

68

用も削減できるという。

30

２０００ｔスクリュープレスな
どの設備を有し、金型製作から
鍛 造（ 月 間 生 産 能 力 ２ ０ ０ ０

おかず味噌「ひしの南蛮」販売

酢久商店

に仕上げた。
ひしの南蛮は青唐辛子の一種
でだが、辛みが少なく種もヘタ

貫生産を行い短納期を確立。取

刻み、味噌の味付けにした。そ

甘み、苦みを生かすため細かく

このひしの南蛮の独特の食感や

もそのまま食べられるのが特徴。

引先は主に小松製作所、豊田自

のまま温かいご飯に乗せて食べ

ｔ 、)熱処理、機械加工までの一

動織機、日立建機など。取扱製

内容量 ｇ。価格７００円
（税

品は重量１ｋｇから５００㎏の

別）オンラインショップでも購

たり、湯豆腐や冷奴の薬味にも

小宮山社長は今年６月に就任。

適しているという。

前社長（現会長）は当所小宮山

入可能。限定３００個。

●小諸市荒町 1-7-12 ● TEL：22-0009 ●営業時間：平日 8 時半～ 17 時・土曜
9 時～ 15 時 日、祝定休 URL：https://www.yamabukimiso.com/

喜之助副会頭。

大物まで様々な受注を受けてい

醤油、味噌醸造販売の「酢久
商店」
（小山邦武社長）は、同社
主力商品の「山吹味噌」をベー
スに信州の伝統野菜「ひしの南
蛮」を使用した『山吹味噌おか
ず味噌「ひしの南蛮」
』の販売を
発酵食品ブームの中、注目度

始めた。
が上がっている味噌をもっと幅
広い世代の人に気軽に楽しんで
もらおうと、小諸の伝統野菜で
ある小諸市産「ひしの南蛮」を
山吹味噌は厳選した原材料を

味噌漬けにした。
使用してじっくり熟成させた味
噌本来の香りやコクをしっかり
感じられると好評を得ている。
その中でも風味豊かな玄米みそ
を使用することで野菜本来の味
を引き立てながら、より深い味

－5－

る。

●小諸市市 950 ● TEL：22-2311 URL：http://e-komiyama.co.jp/

60



観光委が市へ要望

「コロナ対策の充実を」


懐古園の「紅葉まつり」期

市長へ提出した。

ノベルティーマスクも作成 書を 月 日、小泉俊博小諸
当所観光委員（木島和郎委
員長）は、秋の行楽に市内へ 間中は、例年約４万人程が訪
訪れる観光客に対する新型コ れており、コロナ禍ではあっ
入り込みも増えることが予想
されている。要望書は、市内
の感染症対策の実情をヒアリ
ングし、この結果を基に委員
会でまとめた。要望の内容は
次の通り。
１・検温機の設置及び検温の
実施（サーマルカメラの導入

り口以外での箇所での増設）
３・接触確認アプリケーショ
ン（ｃｏｃｏａ）導入のＰＲ
識向上を求める）

（市民に対して感染症対策の意
また、当所とこもろ観光局
で作成した「紅葉まつり」の
チラシ入りのノベルティーマ
スクを懐古園で配布すること
も合わせて求めた。

振興委員
委員長に山岸さん再任
当所振興委員会は 月

副委員長に依田悦子さん

昭さん（アサマリゾート）
、

長選任で、委員長に山岸喜

委員改選に伴う正副委員

った中での開催となった。

にて、感染対策を十分に行

型コロナ対策推進宣言の店」

今回、県が推奨する「新

影響で開催を延期していた。

度は新型コロナウイルスの

開催しているもので、今年

再任された。任期は３年。

ん 佐
( 久電気）がそれぞれ

会議の中では、当所で行

事業所ＤＡＴＡ

■新規加入事業所

っている新型コロナウイル

市甲１２０６―１

・Ｎボデー 中澤清剛 小諸

階

ｐ

牧野彩 小諸市御影新田

ｒｉｍｏ（シュシュプリモ）

・ｃｈｏｕ

ｃｈｏｕ

小諸市相生町２―２―１ ２

・ＬＵＲＥ 依田ティシニ

小諸市相生町１―１―１

・小諸駅のまど 金山裕美

小諸市八満１４５―１

・フォトグラファー杉山亜衣

基弘 佐久市岩村田８２２

・大井基弘法律事務所 大井

ーボア５階

長野市県町４８４―１センタ

・ロクシキ経営 中邨康弘

小諸市与良町３―７―９

・ｈｕｓ（フース） 高橋美佳

市御影新田１７３１―４

・大森運送 大森英紀 小諸

ス対策事業についての報告、

開催した。
どについて活発な意見交換
この連絡会議は毎年２回 が行われた。

日、常盤館で委員改選後初 また各委員より業界の現状
めての振興委員連絡会議を と課題、地域状況や要望な

16

（エル美容室 、)金井賢吾さ
当所は 月 日、
「ＨＡＣＣ
Ｐ導入セミナーを開いた。Ｈ

２５０５―

小諸市滝原 ―４

・美容室まりこ 栁沢まり子

金子博

小諸市御影新田

・パスタとワインの店暖

２２７０―１

み 小諸市田町２―３―

・花茶房アナベル 佐藤あゆ

■代表者変更

桐博樹

・カット専門店みっくす 片

－6－

10

佐久法人会小諸支部 ( 塩川秀忠支部長 ) の会員
親睦ゴルフコンペは、10 月 22 日に小諸高原ゴル
フクラブで開いた。当日の上位入賞者は次の通り。
▽優勝
塩川秀忠（大栄製作所）
▽準優勝 小林寛（光成組）
▽３位
丸山義幸（太真産業）

など）
２・注意喚起看板の増設（入

歴史の薫る文化と産業の街倉敷
から～」
。大会内では大原美術館

ＡＣＣＰとは、
「安全な食品を
製造するための製造工程の管
理方法」のことで、食品や食
材を扱うすべての事業者が対
象。
今回は、当所専属相談員の
中小企業診断士・美斉津晃さ
んを講師に招き、衛生管理の
手法などを学んだ。来年 月

には完全施行化されるため、
「飲食店を含め食品を扱うすべ
ての事業者は早めの準備が必

佐久法人会小諸支部 親睦コンペ開催

ロナ対策の充実を求めた要望 ても紅葉シーズンは観光客の

倉敷全国大会に

15

15

理事長大原あかね氏の記念講演

10

10

会も開いた。

HACCP 導入 早めの準備を

要」と呼び掛けた。

31

92

オンラインで参加

当所女性会
（田澤幸枝会長）
は、
月 日に開いた「第 回全国

今年のテーマは「ここから広

会員 人で視聴した。

性会は菱野温泉常盤館に集まり、

ンライン形式での開催。当所女

大の影響を考慮した初めてのオ

新型コロナウイルス感染症拡

会」にオンラインで参加した。

商工会議所女性会連合会倉敷総

52

げようＳＤＧｓの取り組みを～

21

23

13

6

女性会
10

委員会活動から

市の移住体験施設

可能性探り視察

人。

平成 年に開設した「やまぼ

されている。移住者の生活ス 議会がクリーンアップ運動の
タイルに合わせた移住体験施 一環で毎年草刈りを行ってお

設の可能性を探るため、小諸 り、２年前より当所も協働で
市の担当者も交えて、竹花工 実施している。

草刈り作業

当所建設委員会（谷和人委

家族、連続 日間の利用が 員長）は９月 日、高地トレ

利用登録者が対象で、無料で 推進特別委員会（塩川秀忠委

移住希望者や空き家バンクの 員長）と、高地トレーニング

うし」の利用は、小諸市への

千ｍ林道で

業の最新型のモデルルームも
当所建設委員会（谷和人委 視察した。
員長）は 月 日、小諸市移

を視察した。参加者は

竹花工業の鶴巻モデルルーム

住体験施設「やまぼうし」と

10

可能。これまでで 組が利用 ーニングに多くのアスリート

市内業者で構成する小諸市

備を行った。

し移住につながった実績があ が訪れる千メートル林道の整
る。
現在、これに代わる新たな

な移住体験施設の設置が検討 水道工事協会と小諸市建設協

子どもたちの人気メニューに

「こもろん味噌焼そば」保育園の給食に



「こもろん味噌焼そば」が、 ている管理栄養士の発案によ

◆工業委員会

月７日

月 日

◆建設委員会

ついて

・コロナ対策支援事業に

10

◆商業委員会

月 日

・ＫＯＭＯＲＯ

メニューとして提供された。

市内公立保育園給食の 月の

来人気メニューとして園児た

食のメニューに加えられ、以 ・天空のオータムフェスタ

り３年前から市内保育園の給

このうち、西保育園はオリ

ちのお腹を満たしてきた。

取り組んでいる。

川秀忠委員長）が普及促進に

当所ものづくり特別委員会
（塩

の視察

て提供した。

月の献立では、園児たちが

ん味噌焼そばパン」を作る園

ばを入れ、その場で「こもろ

当日は、パンを割いて焼そ

毎年地域住民の手を借りなが

児もいた。

設定し、麺も短めにカット。

の地元食材を使って開発され、 ジナルと比べ若干味を薄めに

ワードに小諸産の黒大豆など

「こもろん味噌焼そば」
は
「地

月 日

◆観光委員会

て

・コロナ対策事業につい

ついて

・ Ｓ ｏ ｃ ｉ ｅ ｔ ｙ ５・０ に

月 日

◆経済環境委員会

・集客イベントについて

・通行量調査結果報告

Ｄ ＳＴＡＧＥについて

ＦＯＯ

・移住体験施設の視察

委員会だより 10 月の議題

ら畑で育ててきたナスを加え

－7－

14

31

8

10

10

35

19

21

28

公立保育園の献立を担当し

10

28

設
建

14

7

10

10

高トレ特別

ものづくり特別

産地消 」
「健康長寿」をキー

10

設
建
1

この調査は、小諸市内の各所での通行量を把握し、地点間と時系列的な比較により、経営環境の変化に伴う影響度合いを知る
ために、例年 10 月の第１火曜日に実施している。
各調査地点に於いて歩行者（男女別（中学生以上）、自転車・バイク）、車輌（バス・乗用車・トラック）に分け、通行方向別
に１時間毎の通行量を午前９時から午後６時までの９時間にわたって調査した。調査の集計結果の概要は以下の通り。

時
○調査地点：市内９ヶ所
○天候：晴れ（昨年は晴れ）
※大手調査地点を旧ｱﾐｭｰｽﾞﾋﾞﾙ前から中沢ビル前へ平成
27 年から変更。
※小諸厚生総合病院が平成 29 年度までに市庁舎隣りに移
転することを見据え、市町を調査地点に平成 27 年から追
加。
※平成２９年は浅間南麓こもろ医療センターが建設中
の為未実施。
【車両について】
①～⑨の各調査地点での車輌通行総数は３１，３８６台。
対令和元年度比１，９６２台減少（△ 5.8％）となった。
増加した地点は②本町が１００台増加（+3.5％）⑤大手
が４４台増加（+0.9％）⑦古城が９７台（+2.4％）
減少した地点は①相生町が１８２台減少（△ 9.5％）③荒
町が５３２台減少（△ 13.6％）④与良町が６９７台減少
（△ 13.8％）⑥南町が４５０台減少（△ 6.4％）⑧赤坂が
２３１台減少（△ 14.1％）⑨市町１１１台減少（△ 4.7％）

市内９地点 車両は赤坂、与良、荒町が大幅減
通行量調査 本町は車・人共に増加

○調査日：令和２年１０月６日（火）午前９時～午後６

－8－

だった。
通行量の多い順は、南町・大手・与良町・古城・荒町・本町・
市町・相生町・赤坂の順
【歩行者について】
中心商店街①～⑨地点の歩行者総数は２，５３７人。対令
和元年度比３０人減少（△ 1.2％）した。
増加した地点は②本町が１４人増加（+3.2％）④与良町
が１８人増加（+9.8％）⑦古城が３２人増加（+21.6％）
⑧赤坂が４４人増加（+38.9％）⑨市町が１１人増加（+12.2
％）
減少した地点は①相生町が１０８人減少（△ 13.8％）③
荒町が２６人減少（△ 9.0％）⑤大手が４人減少（△ 1.8％）
⑥南町が１１人減少（△ 3.6％）
通行量の多い順は、相生町・本町・南町・荒町・大手・
与良町・古城・赤坂・市町の順
・調査日の天候は晴れ。車輌は昨年よりも６地点で減少。
歩行者は４地点で減少した。
・車両増は本町・大手、古城。歩行者増は本町、与良町、古城、
赤坂、市町の５地点。

竹花工業

労働保険に
加入していますか？
労働者を一人でも雇用し
ていれば、事業主は労働保
険（労災保険・雇用保険）
未手続きの事業所

の加入手続きが必要です。
は、 小 諸 労 働 基 準 監 督
署（２２・１７６０）また

13

は、佐久公共職業安定所
へお問い合わせください。

18

15

19

18

10

13

15

18

19

13

25

（０２６７・６２・８６０９）

▽４日（水）
・工業委員会 （ 時～）
・再生可能エネルギー特別委
員会 （ 時半～）
▽５日（木）
・金融懇談会 （ 時～）
▽６日（金）
・建設委員会 （正午～）
▽９日（月）
・女性会理事会 （正午～）
▽ 日（火）
・青年部理事会 （ 時～）
▽ 日（金）
・建設関係団体長懇談会
（ 時～）
▽ 日（水）
・商業委員会 （ 時半～）
▽ 日（木）
・ワンストップ総合相談会
（ 時～）
▽ 日（水）
・東信菊花展表彰式（ 時半～）

－9－

２８年間、無事故無違反を継続したこと、安全運転管理
者として社内の意識向上に努めたことを評価され、県知事
賞を受けました。
平成７年の入社当時から車両部門に所属し、安全運転管
理者に任ぜられたのは平成２３年から。以来、車両管理や
社員への安全運転の指導や呼びかけを行ってきました。
普段は現場を回って建設関係全般の仕事に従事していま
すが、車両のトラブルがあるとその現場へ急行したり、災
害発生時には県内外を問わず応援として現地へと出動。倒
木や冠水、積雪は突如発生するので、昼夜を分かたず招集
に応じています。
災害による出動は月に一回程度。最近は千葉県に派遣さ
れ、現地で屋根のシート張りなどを行ってきました。忘れ
られないのは昨年の台風１９号が襲った夜。耳取で冠水の
発生を確認し、パトロールを実施。倒木の撤去などの対応
に朝まで追われました。冠水したトンネルを前にして濁流
で車がグラグラと揺れた時は命の危険を感じましたが、
「誰
かがやらなければ終わらない」
。やりがいというよりも義務
感に衝き動かされながら夜を明かしました。あれから一年
が経ちましたが、災害の復旧復興にはまだまだ遠いです。
休日の楽しみは何と言っても海釣り。ボートの資格も取
得しました。大きな獲物がかかったときの感覚、姿を現す
までの「どんなやつが釣れるだろう」という胸が高まる感
じがたまりません。釣れた獲物は妻と息子へのお土産に。
釣れなかったときは…魚市場に寄って帰ります。
事故も災害もいつやってくるか分からないものです。自
分はもちろんのこと、社員の無事故無違反にも引き続き努
めていきたいと思っています。

災害現場の渦中へ飛び込む

11月
40

18

「今年は 大豊作」―というニュースが必ず流れるのがこの国の秋の〝風 物詩〟だ。
キノコの王様・マツタケは、それほど人の心と食欲をくすぐるようだ。スーパーの店
頭に並んでも、そうそう毎日食べられないのに「豊作」と言われれば心が躍る。
不思議なことに、ニュースをよく聞いてみると、毎年のように「豊作」を発信する
地域もある。通常で考えれば。こういう場合は「例年並み」じゃないのか。
その道のプロによれば、「当然、どんな地域にだって不作の年だってある」とのこと。
ではなぜ？「人は『豊作』の言葉に集まってくる。マツタケが少なかろうが、人さえ
来れば何とかなるのが現場の実態」という。生活物資や日用品が品切れになる―なん
ていう噂だけで行列を作る国民性。「豊作」のブラックパワーに舌を巻いた。
そうこうしているうちに、市内のとある飲食店から「ボチボチ採れ始めたよ」との
連絡が入ったのは 月中旬。豊作であろうがなかろうが、地物のマツタケを賞味でき
る機会なんて１年に１回あるかないかの身分。十分に腹を空かせてからテーブルにつ
いた。
待っていたのは、長さ ㎝はあろうかという巨大マツタケ。生まれて初めて見る代
物に、ポカンと空いた口をふさぐまでかなりの時間を要したのは言うまでもない。
七輪の炭火で焼かれるうちに、細かな汗をかくように汁が浮き上がる。シャキッと
した歯ごたえ、口いっぱいに広がる香り…。たった１本でも「豊作」を感じられるの
は、地元の人間だからこその特権だ。ＧｏＴｏマツタケ、ＧｏＴｏ地元の飲食店！
10

さん

竹花 純二
工事施工部課長

「ソバの収穫」
業を始め、コンバインが畑の外周

行われた。晴天の下、午後から作

管理する南ヶ原ソバ畑での収穫が

月、信州こもろそば振興会が

実が落ちやすくなり収穫量は減っ

遅くなり霜が降りるようになると

難しくなる。同様に、収穫時期が

め、実と雑草を選り分けることが

は雑草と選り分けられ、一定量が

コンバインに刈り取られたソバ

てしまう。

溜まると軽トラックに積載された

午前からの作業を避けたのは乾

からゆっくりと回り始めた。
燥した状態で刈り取るためだ。早

練達の経験と技術で高まる風味

朝は特に朝露で湿気を多く含むた

コンテナに流し込まれる。コンテ
ナに盛られた一山を手で掬って眺
めてみると、虫や雑草、黒色や緑
色の実が混ざり合っている。これ
らを更に細かく選り分けるため、
黒色の実は先に熟した実で、緑

実際の収穫量はこれよりも少ない。
色の実は若い実だ。急いで収穫し
てしまいたいところではあるが、
そうもいかない。コンバインのス
ピードを速めれば選り分けの精度
が粗くなり、雑草とともに実も落
ちてしまうからだ。
こうして収穫されたおよそ１ｔ
のソバの実はその後、精選・乾燥
させた後、厳しい検査を経て提供
秋風にそよぐソバ畑の中をゆっ

される。
くりとコンバインが流れていく牧
歌的な風景の中にも、時節を読む
練達の農家の経験と技術が生かさ
れていた。
小諸市内のそば店にも、新そば
が出回り始めた。収穫作業を目の
当たりにして、今年の新そばの風
味は一段と香り高くなりそうだ。

－ 10 －
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