「コロナ差別ゼロ」こもろ共同宣言
策生活情報」を選択、
「推進店舗登録・マッ 【受講料】無料

16

11

10

13

12

10
16
2410

27

14

18

1223
15

15

15

17

15

【内容】▽第１週

テーマ「地域を越える」

－2－

小諸商工会議所は「誰もが安心して生活で プ入力フォーム」をタップ、登録する情報を 【申込・問合せ先】長野県委託事業受託者㈱ 主なプログラム「Ｌｅａｒｎ ｂｙ Ｃｒｅ
（商工会・商工会議所等を通し ＴＫキャリアデザイン（電話０２６６・７８・ ａｔｉｏｎ ＮＡＧＡＮＯが目指す自治（つ
きるまち」を目指し、新型コロナウイルス感 入力し登録。

。
く）る学び」ほか▽第２週 テーマ「立場
染症を乗り越え誹謗中傷のない社会の実現に て報告した店舗は登録済み。修正・削除も可 ３１９７）
を越える」主なプログラム「まじる長野、学
取り組むべく、
「ころな差別ゼロ」こもろ共 能）
同宣言（発起人・小諸青年会議所）に賛同い 【お問い合わせ先】産業労働部産業立地・経 「女性限定合同会社説明会」出展企業募集 ぶ長野」ほか▽第３週 テーマ「共につく
営支援課創業・サービス産業振興室（電話０
る」主なプログラム「教育ドキュメンタリー
たします。
。
映画『Ｍｏｓｔ Ｌｉｋｅｌｙ ｔｏ Ｓｕ
▽私たちは、感染された方やそのご家族に対 ２６・２３５・７１９４）
【開催日】１月 日（月） 時半～ 時半
ｃｃｅｅｄ』制作者との対話」ほか
する差別や誹謗中傷は許しません。地域住民
【会場】佐久市市民創錬センター大会議室（佐 【参加方法】オンライン（無料・事前申込制）
全ての人を差別や誹謗中傷から守ります。
ウィメンズカレッジ ライフスタイルデザイン講座
久市猿久保１６５―１）
専用サイトから申込
▽私たちは、医療従事者をはじめ新型コロナ
【出展企業数】 ～ 社
【お問い合わせ先】企画振興部総合政策課学
ウイルスと戦っている方を心から尊敬し応援
出産・育児や離職などによる生活環境の変 【参加費】無料
び
と
自
治
の
県
づ
く
り
推進担当（電話０２６・
致します。
化から、将来への不安を抱える女性を対象と 【内容】あらかじめ求人票を作成し、出展企 ２３５・７０１７）
。
▽私たちは、家庭・職場・学校・地域が協力
業ごとのブースにて会社説明や求人の説明を
したオンライン講座
し感染した人が安心して復帰できる「誰もが
行う。
【講座内容・期間】
安心して生活できる」まちづくりに取り組ん
①「長野県在住女性 人 生き方・働き方イ 【申込方法】委託事業受託者イーキュア株式 障がい者雇用企業向けセミナー開催
でいきます。
ンタビュー 」
（動画配信期間３月 日（月） 会社ホームページから
▽私たちは、発信源が特定されていない情報
【事前説明会】１月 日（木） 時半～
まで）
【概要】▽障がい者雇用の状況や支援制度を
に振り回されずデマ情報の拡散防止に取り組
②「ＩＴ活用で私らしい生き方 働き方の選 【お問い合わせ先】女性の就業支援（電話０
わかりやすく解説▽支援機関（障害者就業・
んでいきます。
択肢を増やす」上手なネット情報との付き合 １２０・６４・０２３４）
生活支援センター）との連携の仕方を採用事
い方やオンラインを活用した学習方法、働き
例を通して紹介▽Ｚｏｏｍを使用したオンラ
方の実例を紹介（動画配信期間 月 日（月）
「新型コロナ対策推進宣言の店」マップの利用
イン開催
オンライン「私たちで自治る学び」について
まで）
【日時（東信地域）
】２月１日（月） 時～
③「私の強みや価値を分析！理解！ 理想の
時
県とＬｅａｒｎ ｂｙ Ｃｒｅａｔｉｏｎ
「新型コロナ対策推進宣言」を実施してい ライフワークバランス実現に向けて準備をす
【参加人数】定員 人
る店舗等をスマートフォンなどを使ってマッ る」動画配信期間３月１５日（月）まで／Ｚ は、長野県や国内外の多様な学びの取り組み
【参加方法】専用ホームページから申込又は
プ（地図データ）で確認できます。
ＯＯＭによるオンライン交流会１月 日
（日） を知り、地域や立場を越えた繋がりをつくる
申込用紙を記入の上ＦＡＸ。詳細は県ホーム
イベントをオンラインで共同開催します。
【利用方法】ＬＩＮＥ公式アカウント「長野
日（月）
ページを参照。
、 日（日）
県新型コロナ対策パーソナルサポート」を友 ④「あなたの魅力を伝えよう！ 履歴書・職 【開催日】令和３年１月９日（土）
【お問い合わせ先】綜合キャリアトラスト（電
日（土）
、 日（日） 日（土）
、 日（日）
だちに追加し、アカウント内の「お店の対策 務経歴書でベストマッチな転職・再就職」動
話０２６・４０３・２２７１）
、
（ファクス０
生活情報」を選択、
「宣言の店をマップで調 画配信期間２月１日（月）～３月 日（月）【開催時間】 時半～ 時（ 日は９時半～
２６３・８５・３９１８）
。
時）／ 時～ 時半／ 時～ 時半／参加
べる」をタップ。
／
Ｚ
ＯＯＭによるオンライン交流会２月 日
者同士の対話 時～ 時
【店舗登録方法】アカウント内の「お店の対 （日）
・ 日（月）
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Voice to the future

コ
新年明けましておめでとうございます。
新型コロナウイルスの感染拡大が続きま
すが、皆様には希望を抱きお健やかに新春
をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年の私達の日常生活や諸活動は、多く
の場面で制約を受けるなど、この感染症と
ともにあった一年となりました。

ルの提示やテレワーク環境の整備などに取

ロナ禍乗り越え
希望を感じる一年に―
組んできました。

組み、積極的に地域をアピールしていきた
の時計の針を一気に進めた」と言われてい

の目的は顧客を創造することであり、人々

言われるピーターＦ・ドラッカーは、
「企業

〝知の巨人〟また〝マネジメントの父〟と

いと考えます。

ますが、オンラインによるセミナーや会議

が潜在的に有する欲求に応えるモノやサー

さて、
「コロナは、これから訪れる未来

が増加するなどデジタル化の進展は顕著で

ます。私は、昨年 月３日、夜空に打ち上

真面目に粘り強く衛生管理に取り組んでい

む中、私たちは〝コロナに負けるまい〟と

ワクチンや特効薬の開発が急ピッチで進

ます。

勇気をもってチャレンジしたいと考えてい

化を真正面に受け止め、新たな顧客創造に

ナ禍の今、一企業人として、激しい時代変

たくさんのことを学んできましたが、コロ

いています。私はこれまでドラッカーから

ビスを開発した時に需要は生まれる」と説

あります。また、人の動きを見てみますと、

首都圏から長野県への転入者はこれまでに
なく増加しました。デジタル化や移住推進
は、難しい課題ですが、コロナは短期間に
これらを推し進めることとなりました。首
都圏に近く豊かな自然環境を有する小諸に
とりましては、大きなチャンスの時です。
行政との連携を強め、新しい生活様式モデ

げられた復興花火を仰ぎ見、そこにコロナ

の災禍を乗り越えた先にある新しい時代を

そして希望の光を感じることが出来ました。

小諸商工会議所は、今年も「感染防止対

策と社会経済活動」を両立し、会員の皆様

や中小企業、小規模事業者の皆様のご期待

にお応え出来るよう、そして元気な小諸の
ため、全力で活動を続けて参ります。

本年が皆様にとりまして、健康で実り多

い一年となりますようご祈念申し上げ新年
のご挨拶といたします。

－3－

皆様には、これまでに経験のない不安と
緊張の状態に身を置きながら、ご自身の事
業経営に、そして会議所活動にと邁進され
た毎日であったことと拝察いたします。心
より敬意を表しますとともに感謝申し上げ
ます。
小諸商工会議所では、地域経済の生き残
りをかけ、苦境にある中小・小規模事業者
の皆様の不安にお応えするため、小諸市や
他団体と連携をとりつつ、市や県などへ提
言・要望を行うと伴に、補正予算を組むな
どして幾多の事業を行ってきました。中心
市街地賑わい創出のためのフードステージ
の実施や事業支援アドバイザー制度の開始
などはその一例といえます。これらの多く
は私たちにとりまして新しい事業となりま
したが、地域の皆様の苦境を前に精一杯取

11

会頭

掛川興太郎
小諸商工会議所

活力ある事業所情報

し、自慢のスープを引き立ててい
る
竹内社長は「見た目はこってり
に見えるが飲むとそこまでこって
りしていないのが特徴で、飲んで
おいしい、ご飯と食べておいしい
スープ」と話す。
サイドメニューは「しらた
まごはん」
（しらすと卵黄）と
「肉ごはん」で各２８０円、
ライスが１５０円。おつま
みにメンマ３００円、チャー
シュー５００円、唐揚げ
２個２２０円、４個４４０円
があり、アルコール類も充実

●本町 2-3-7 ● TEL：22-0266 ●営業時間：昼 11 時半～ 15 時、夜 17 時～ 22 時※日曜日は昼のみ 月曜定休

豚骨醤油ラーメン店が開店

やまさだ

昨年 月に閉店した本町の「ご

信州産米豚を安価で提供

高塚畜産食肉店

る。価格は１００ｇ当たりロー
ス１７５円。肩ロース１６０円。
バラ１５５円。
このほか特製ダレ「高塚だれ
ブラック」に付け込んだ味付け
肉も好評だ。付け込むことで醤
油ベースにニンニクがたっぷり
入り、
「食欲をそそる味付けにな
る」という。特製ダレ単体でも
販売している。５００ミリリッ
トル４５０円、１０００ミリリ
ットル８００円。
同店は予算や希望に沿った盛
込みにも対応しており、牛は１
高塚店主は「当店の新鮮でお

日前、豚、鶏は当日注文が可能。
いしい肉をまずは塩コショウで
食べて美味しさを実感してもら
加増の「高塚畜産食肉店」
（高塚 いたい」と話している。

－4－

している。
今後順次メニューを増やして
いく予定。

誠之店主）は、
精肉販売始めて 年。
信州産の肉にこだわり、
「信州プレ
ミアム牛」
「信州産米豚」
「信州福
味鶏」などを取り扱っている。
中でも、高塚店主のおすすめは
信州産米豚。１頭買いで骨抜きま
で同店で行っているため、安価で
提供できる。また、新鮮な肉を提
供できることから在庫は多く持た
信州米豚とは、名前の通り信州

ずに対応している。
の米を食べて育った信州のブラン
ド 豚。 通 常 の 豚 に 比 べ る と、 生
活 習 慣 病 を 予 防 す る「 オ レ イ ン
酸」を多く含んでいて、さっぱり
とした脂質の甘みある味わいが特
徴。肥 育 期 に 細 か く 粉 砕 し た 玄
米を添加した配合飼料を与えてい

●加増 3-1-8 ● TEL：22-1528 ●営業時間：８時～ 17 時 日曜定休

馳走家火付盗賊」が、新たに「中
華そばやまさだ」
（竹内浩太社長）
に生まれ変わってオープンした。
店名の「やまさだ」は、竹内社
長の高祖父から続く屋号を引き継
いだ。
中華そばは豚骨醤油ベースのみ
で７２０円～。醤油は、本町の富
士屋醸造の生醤油を使用。麺は自
社製で保存料は不使用。ベースの
トッピングはチャーシュー２枚と、
ぼこ。ラーメンの待ち時間にも食

「小諸市の木」梅をあしらったかま
べられるように机には無料で食べ
られるゆで卵を置いている。
スープは、豚骨と鶏ガラで出汁
を取り、釜のスープに新しいスー
プを継ぎ足しながら作る「呼び戻
し」技法を用いている。
麺に使用している小麦は千種類
以上もあるといわれる中から厳選

58
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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
信州産鹿肉の冷凍商品を販売
このほか、雹害等で規格外と
なった野菜や果物を乾燥加工し

おすすめは髪質改善メニュー

美容室まりこ

で８３００円。縮毛矯正メニュ
ーとしても対応でき、カラーも

御幸町のペットフード販売「信 ットのドライサラダ」も販売中。

ぐし、耳や肩のマッサージを行

のシャンプーで頭皮の緊張をほ

セラピー」
（３５００円）もおす

同時に施術可能。また、
「ヘッド

州わんにゃん食工房」
（重岡克哉代 ▽ペットのリンゴドライサラダ
表）は、信州産鹿肉を冷凍した商 （ ｇ、４６８円）▽ペットの

信州わんにゃん食工房

ｇ、

たペットのための補助食品「ペ

品の販売を始めた。

沢店主は「コロナ禍の中、少し

キャベツドライサラダ（

ンの開通に合わせて開業し今年で

栁沢店主が東京から戻り姉妹 人

年になる。

すめで約 分かけてアロマ効果

新商品は、浅間山山麓で駆除さ ４３０円）▽ペットのマグロジ
。ペ
れた鹿を丁寧に下処理し、即冷凍 ャーキー（ ｇ、６０５円）

しお客様を元気にしたい」と話

滝原の「美容室まりこ」
（栁沢まり

保存した新鮮な生肉。
「ペットだっ ットフードに混ぜるだけで食物
てステーキ感覚でレアでもミディ 繊維が摂取でき、餌のかさ増し

ムや楽天市場、ヤフーショップ

ホームページの問合せフォー

トレーセット１６２８０円▽鹿 では停車場ガーデンや、さくら
肉ミンチ 袋（２ｋｇ）２袋セッ 動物病院で取り扱っている。
ｋｇ）２袋セット９６８０円。

２、
３は
それぞれ関東、中部、甲信越へ でも購入可能。毎月１、
の冷凍送料、税込みの合計金額。 お得デイとして常温商品が ％

子店主）は、広域農道浅間サンライ

約も受付けている。同店は今後

● TEL：31-6322 ● URL：http://shinshu-wannyan.jp/company.html

アムでもウエルダンでもお好みで による肥満対策にも効果的とい
召し上がれ」がキャッチコピーだ。 う。
添加物を一切使用せず、常温

40

チ１トレー（ ブロック、４５０ 保存可能で災害時等の備えにも
ｇ）
、４トレーセット７０４０円。 購入する客が多いと話す。市内

新たに販売したのは▽鹿肉ミン

35

引き。
（購入条件あり）

で開業。現在は店主の長女も加わり
ジェルネイルのメニューを加え、幅
広い客層に対応できる美容室を目指
大 人 ３ ２ ０ ０ 円。 パ ー マ は

す。
８０００円～。カラーは６８００円

マツエク、まつ毛パーマもメニ

この他、着付けやセットの予

す。

でもリラックスした時間を提供

うことで自律神経を整える。栁

25

ューに追加予定。

～。毎週水、金曜日は「カットデー」
栁沢店主がおすすめする「キラ髪

としてカット料金が３００円引き。
髪質改善メニュー」は髪の内部に栄
養を入れ込みながら髪の悩み（広が
り、うねり、パサつき）を改善し、
まとまりのある自然な髪に仕上げる
トリートメント。価格はカット込み

●滝原 92-4 ● TEL：23-8832 ●営業時間：８時半～１８時半 月曜、第３、５日曜定休 要予約

30

10

－5－

20

ト８３６０円▽鹿肉切り身１袋（２

1

代引き手数料無料。

35
2
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女性会「フードドライブ」事業

▽対象となる食品

当所女性会
（田澤幸枝会長）
は、 小諸商工会議所
食品を持ち寄って、生活困窮者

・お茶、コーヒーなどの嗜好品
・お菓子類
・調味料類 など
▽そ の 他

や福祉分野の施設、団体に届け
存が可能なもの。
①集まった食品は、
「小諸市社会

次の要件を満たす長期間の保

る活動「フードドライブ」を展
①賞味期限が明記されているも

の。期限は３月 日以降のもの。 福祉協議会」を通して、支援が

詰がたくさん残っている…」
「い
が破損していないもの。

②未開封のもので、包装や外装

れます。寄贈先は、
「小諸市社会

必要とされる方や団体へ寄付さ

これに伴い、
「特売で買った缶

開している。

ただきもののお菓子がたくさん
以外の常温保存できるもの。

②寄付されたた食品によっては、

あるけど、食べきれない」など、 ③生鮮食品（肉・野菜・果物など） 福祉協議会」へ一任。

身の回りで利用されていない食

保存期間などの関係で廃棄する
場合もある。

・長期間常温保存のできるもの

品提供の協力を呼び掛けている。 【例】

▽募集期間

士のつながりについて語った。
講演会の途中では参加者から
質問も飛び交うなど、肩ひじ張
らない講演内容が好評だった。

副委員長に小林敬志さん選出

当所総務企画委員会（塩川秀忠委員長）

は、 月 日委員会を開き、次の人事を

月２日

◆工業委員会

協同組合）

▽副委員長 小林敬志（こもろスタンプ

決定した。

15

・コロナ対策応援補助金

・特色ある企業表彰制度について

・企業検索データベースについて

◆建設委員会

月 日

月 日

◆総務企画委員会

・今年度事業と今後の日程について

・来年度の事業計画について

10

１月 日（金）まで

予定。

チャレンジショップ一期生
谷口さんが語る
ドレッシング

キッチン

当所女性会（田澤幸枝会長）
は 月４日、ベルウィンこもろ
で「若手後継者等育成事業講演
会」を開催した。
相生町の弁当店「ドレッシン

谷口さんは、創業当時や当所

12

12

12

・副委員長の選出について

・新年セミナーについて

・表彰について

・新年パーティーについて

月 日

◆商業委員会

ＧＥについて

・ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯＤ ＳＴＡ

・小諸市への要望書について

・来年度事業について

◆経済環境委員会

月 日

・ＺＯＯＭオンライン会議の実践

・情報セキュリティについて

－6－

乾麺など）

浅産協

 小諸で情報交換会
小諸市、
東御市、
御代田町、
軽井沢町の２市２町の商工
団体と観光団体で組織する
「浅間山麓産業振興推進協議
月 日、日本料理音羽で今

小諸の小さな弁当屋さんから始

が、
「小諸で生まれる点と線 ～
小泉俊博小諸市長の「コ

まる物語～」と題して、田澤会
長とのトークセッション形式で
コロナ禍での景況感や活動

チャレンジショップ第一期生と

講演した。
状況を報告。広域連携によ

現在も広がる仲間づくりや店同

して培った経験などをもとに、
った。

る対応策についても話し合

これに続き、各団体長が

策展開について」の講話。

ロナ禍における小諸市の政

縮小して開催した。

グキッチン」代表の 谷口愛さん

会」
（掛川興太郎会長）は

女性会

12

年度の情報交換会を規模を

12

15

16

18

18

12

12

12

15

（缶詰、カップ麺、レトルト食品、 ③寄贈日は、２月９日 火
( を)

▽受付場所

29

総務企画

委員会だより 12 月の議題

家庭で利用されずに眠っている

利用されない食品提供のお願い

新年のご挨拶

三
 村 明夫

後、 ― 月期には持ち直しの動き

収できるバッファとしての「戦略的

第三は、取引適正化です。大企業

ピックを、復興五輪であると同時に、

まれる東京オリンピック・パラリン

感染拡大防止と社会経済活動を両立

と中小企業が強固に結び付いた日本

させる具体的なプロジェクトとして

ゆとり」が不可欠であります。

わさって風雪に耐える「石垣」に例

日本全体の生産性向上のために、 経済の強さは、大中小の石が組み合

へと転じました。しかし、秋以降に
商工会議所は、以下の３点に取り組

再び感染が拡大する中、その後の回

最後に、東京商工会議所初代会頭

復に向けた足取りは依然として重い

の渋沢栄一翁は、関東大震災の混乱

位置付け、国民運動を盛り上げてい

ます。サプライチェーン全体のデジ

きたいと考えております。

一方、コロナ禍を通じて、政府・ への対応支援です。環境変化に対し

タル化により効率性を高め、コスト

の渦中にあっても「逆境のときこそ、

えられてきました。しかし、その石

て、柔軟に素早く対応できることが

力を尽くす」自らの信念によって、

垣も修復、再構築する時期に来てい

中小企業経営者の強みであり、コロ

アップや付加価値をフェアに分け合

んでまいります。第一は、コロナ禍

民間を含めた国全体としてのデジタ

い取引価格の適正化を図る「大企業

ままです。

ル化の遅れ、過度な大都市集中のリ

発、業態転換など国内外への販路開

スクと適切な地方分散化の必要性、 ナを契機として新製品やサービス開

性向上です。ＩＴ導入補助金等の支

第二は、デジタル化を通じた生産

的に後押ししてまいります。

業が１０００社を超えるよう、積極

ートナーシップ構築宣言」の宣言企

グエリアの動きを申し上げます。小

最後に、浅間山麓高地トレーニン

展、日本経済の再生に向けて、先頭

最大限活用し、中小企業と地域の発

商工会議所は全国のネットワークを

沢翁の意志を受け継ぎ、今年も日本

と中小企業の新たな共存共栄関係」 晩年にあってなお、わが国を立て直

豊かな国でなければ国民を守れない」

援策もフル活用し、中小企業のデジ

ちとなるため、
『健幸都市こもろ＝

諸市で高地トレーニングを行うアス

拓などに積極果敢に挑戦する経営者

ということに皆が気付いたのではな

タル化を推進してまいります。

小諸版ウエルネス・シティ』を強く

危機下における医療提供体制のあり
明けましておめでとうございます。 方、中央と地方の権限分担のあり方

いでしょうか。不確実性の中を生き

ポイント還元キャンペーン」を実施

意識した計画としました。心身の健

新春を迎え、謹んでお慶び申しあげ

抜いていくためには、不確実性を吸

し、予想を大きく上回る反響をいた

康だけでなく、子育て・教育、環境、 リートは年々増加し、その効果と知

の構築が必要です。商工会議所は、 すべく精力的に奔走されました。渋

情報発信と感染拡大防止策の周知と

だきました。この他、プレミアム付

産業・交流、生活基盤、行政経営な

送りされ、コロナ禍により海外試合

ど、あらゆる分野において〝健康・ ピック・パラリンピックが本年に先

この趣旨に賛同した企業による「パ

ともに、噂やデマに惑わされない冷

き商品券「こもろ応援チケット」を

や合宿が思うように進められない中、

を、しっかりと後押ししてまいりた

静な対応、感染者やそのご家族、勤

２度にわたり総額５億８千万円発行

健全なまちづくり〟を行うことによ

本地域は国内稀有の高地トレーニン

いと思います。

さて、わが国経済全体は、緊急事

務先、医療従事者等への差別や偏見

するなど、地域全体で新型コロナの

り、全ての市民が豊かで輝いた人生

など、日本の多くの課題が浮き彫り

態宣言が発令された昨年 ― 月期

は絶対に行わないことなどを強くお

影響を克服する機運が高まり、地域

を送り自己実現できるまち及びサー

グエリアとして大きな注目を集める

となりました。また何よりも「強く

のＧＤＰがリーマンショック時を超

願いしてまいりました。また、市民

経済を立て直す意識を共有できたと

こととなりました。今夏にはスロー

小泉 俊博

新年明けましておめでとうござい

をお願い申し上げます。

てまいりますので、ご支援とご協力

知恵を出し合い、施策を着実に進め

本年も市民の皆様と共に汗を流し

に大きな期待を寄せています。

名度向上を実感しています。オリン

に立って頑張ってまいります。

の命と健康を守ること、市民の生活

考えています。未だに終息が見通せ

ドプレイス（第３の場所＝自分に還

ガン「小諸から表彰台を！」の実現

ズコロナ、アフターコロナ時代も見

据え、地の利や地域資源を活かした

移住・定住、企業誘致などを強力に

ィを実現してまいります。

次基本計画」を昨年策定しました。 推し進め、小諸版ウエルネス・シテ

基づき行政の役割を具現化する「第

加えて、本年いよいよ開催が見込

える戦後最大の落ち込みを記録した

支援、経済的影響を受けている事業

ないコロナ禍でありますが、今後も

る居心地の良い場所、地域で活躍で



者への支援等、素早い対応を心掛け

的確な状況判断と支援策を講じ、一

小諸市長

ております。

人の市民も取り残すことのないよう、 きる場所）をめざすものです。ウィ

特に、外出や往来自粛・営業自粛
により影響を受けている飲食・宿泊

ます。皆様におかれましては、希望
に満ちた輝かしい新春をお迎えのこ

生活支援を図ることで地域の消費回
復に繋げるため、小諸商工会議所と
連携し「テイクアウト・デリバリー

続いて、小諸市第 次基本構想に

全力で取り組んでまいります。

ます。

日本商工会議所会頭

9

業支援に重点を置き、併せて市民の

ととお慶び申し上げます。
はじめに、新型コロナウイルス感
染症に対する小諸市の対応を申し上

人口減少社会にあっても選ばれるま

－7－

7

キャンペーン」
「キャッシュレス決済

5

6

げます。市民の皆様へ正確・迅速な

11

4

新年のご挨拶

ります。また、外出やイベント開催

規模事業者等は大変厳しい状況にあ

による深刻な打撃を受けた中小・小

直面しており、休業や営業自粛など

世の推移を注視しながら活動を緩め

総会にリモートで参加するなど、時

回全国商工会議所女性会連合会倉敷

更にはオンラインで開催された第

「若手後継者育成事業講演会」の実施、

研修の中止を決断せざるを得ない状

活動を行うことは難しく総会や視察

当会におきましても、例年通りの

祈りし、新年の挨拶とさせていただ

皆様のご多幸と益々のご繁栄をお

まいりたいと存じます。

ことなく、地域経済発展の為努めて

がら、新型コロナウイルスに負ける

今年も会員相互の連携を密にしな
平素は女性会の運営に対しご指導
況でしたが、
「ウィズコロナ」で急激

田澤 幸枝

など様々な経済活動・文化活動が自

ることなく邁進してまいりました。

ご協力を賜り年頭にあたり心より厚
に変化した社会情勢の中でも、
「福祉

女性会会長

粛を余儀なくされてきました。

くお礼申し上げます。

きます。

てこられた青年部の伝統です。商売

施設へタオルの寄贈」
、
「高峰高原の

の壁にブチ当たった時に駆け込める

外来種駆除」
、
「フードドライブ活動」
、

私共青年部会員は ～ 代の失う

ＯＢの先輩方が小諸市内に沢山いら

小諸市も新型コロナウイルスの世

ものは殆ど無い世代ですので、アイ

既存事業の改良や新規事業の立ち

響で非対面が推奨され、ＩＴやＥＣ

が命です。新型コロナウイルスの影

も青年部の良い所です。商売は人脈

会員同士で経営者ならではの悩み

ます。本年も小諸商工会議所青年部

だるまと一緒に心よりお祈りいたし

も良い一年になりますよう、青年部

－8－

界的な流行により、未曽有の危機に

ディアと度胸と努力で新型コロナウ

上げの際は、情報収集と分析、市場

がもてはやされていますが、地方で

等

調査、行政の支援策、店舗・従業員・

小さな商売をする私達はどんな業種

小山

業者などの確保、ＩＴ化やＳＮＳで

青年部会長

っしゃるのは本当に心強いです。そ

の広告宣伝など色々なことを考えな

であれ、生身の人間同士が交流する、

ういった人のつながりを得られるの

イルスに打ち勝って頂きたいと思い

日頃より私共青年部の活動にご理

心の通った商売を忘れてはならない

ます。

解ご協力を賜りまして誠にありがと

ければなりません。ただ幸いにもこ

や愚痴を言い合って、時には経営論

をどうぞよろしくお願い申し上げま

係の皆様にとって、昨年より少しで

今年一年が青年部会員ならびに関

の内の多くは青年部内で集めること
んな時こそ身近な仲間に相談したり

うございます。
昨年は青年部会員事業所の多く
がコロナ禍の影響で存亡の危機に立
行政の手厚い施策もあり、一人も欠

を熱く交わし、それをお酒で綺麗に

協力して貰えたらと思います。

けずに新年を迎えることが出来たこ

洗い流して新しい明日を迎える。こ

す。

たされました。各会員の経営努力と

とは本当にうれしく、感謝の気持ち

れは 年にわたり先輩方が代々続け

謹んで新春をお祝い申し上げます。
旧年中は小諸商工会議所会員の皆様におかれ
まして弊社業務に格別なるご高配を賜り厚く御
礼申し上げます。
また、新型コロナウイルスの未曽有の感染に
心よりお見舞い申し上げます。
弊社も日々の営業活動に最大限の配慮をさせ
ていただくとともに、ご希望に応じて PC やスマ
ートフォンを利用したオンライン面談も可能と
なりました。
本年も会員事業所の皆様のお役に立てますよ
う身近で信頼され且つ迅速、丁寧な共済推進を
目指してまいりたいと思います。
引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げ
ます。本年も会員事業所様の益々のご発展とご
繁栄の年になりますこと、またコロナウイルス
の早期終息を願い、新年のごあいさつとさせて
いただきます。

アクサ生命保険株式会社 長野支社 佐久営業所小諸分室（TEL.0267-23-7862)
・所長 新津たつ美 ・副所長 中村琢磨 ・営業主任 櫻井幸子 ・営業主任補 森住早苗
・推進員 佐野雅子 上原正一 竹花真弓 篠原佳穂 佐山滋子
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と強く思います。

40

が出来ます。困難な時代ですが、そ

20

で一杯です。

40

ＪＲ名古屋駅からＪＲ中央線に乗
車し、 分ほどの勝川駅で下車、そ
こから車で 分ほど行った場所に株
式会社ＩＳＯＷＡという社名の中堅
企業があります。主事業は、段ボー
ルを製造する機械の設計・製作・販売、
さらにはメンテナンスなど付帯業務
一切を請け負う、段ボールに関する
世界有数のワンストップ企業です。

ボール機械の開発製造技術者であっ 思います。もとより、ここまで来る

元々は紙箱を製造する機械メーカ た先代社長（磯輪英一）を中核とし 道のりは、決して順風満帆ではあり

企業は数社ありますが、フルライン 井市に移転しました。
製造可能な企業は、国内では大手企

業のＭ社と同社しかなく、ほぼ市場 ーでしたが、その後、その技術が応 た新技術・新製品開発へのあくなき ませんでした。それどころか、尋常

な努力と苦労ではなかったと思いま

「イノベーションなくして企業の成 す。しかしながら、ゆっくりではあ

を折半しています。商品は全て仕様 用でき、かつ将来性を見込み、準備 挑戦であったと思います。
の異なる特注であり、かつライン丸 と努力を重ね、 年頃からは、現在

ごと受注ということもあり、１件の の主製品に本格参入しました。その 長なし」とはよくいわれますが、小 りますが、着実に、高らかに掲げた

受注金額はほとんどが億単位の高額 後、現社長の父、そして叔父と継ぎ、 規模企業のころから、下請けに甘ん 経営理念と、背中と心で示し続けた

族の共感を呼び、
「いい企業」をつく

ちなみに、同社の経営理念は「自

そしてもう一つは、現社長が、明 り上げたのでした。

社の成長発展の要因だと思います。

２００１年からは現社長が就任し同 じない、こうした経営姿勢こそが同 リーダーシップが全社員や支える家
現在の社員数は２７４人、海外で

同 社 の 創 業 は、現 社 長 で あ る 磯 社をけん引しています。

となります。
輪 英 之 氏 の 祖 父・ 磯 輪 源 一 氏 が、

１００年前の１９２０年、個人の鉄 の評価もすこぶる高いグローカル企 文化した経営理念と、理念に基づく

「制度より風土」 分と自分の愛する家族のために働け
工所として、名古屋市内の自宅の倉 業として、この分野では著名な企業 経営の実践のため、

庫でスタートしています。その後、 に成長発展しています。その要因は つまり良い社風（いい風が流れてい る世界一社風の良い会社を目指す」

坂本光司）

（人を大切にする経営学会会長
工場が手狭になるとともに、企業の 多々ありますが、あえて２点挙げる る企業）の企業づくりに、全社員一 です。

将来のために、 年、現在地の春日 とすれば、一つは、類いまれなダン 体となってまい進してきたからだと

－9－
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〈調査の概要〉
この調査は、小諸市内の中小企業 200 社を対象に、令和
２年 10 月から 12 月までの期間の景気動向について書面調
査を行ったものである。本調査は回答のあった調査票を元
に、今期の状況と来期の見通しについて売上、経常利益を
お天気マークでそれぞれ表示した。
※ Ｄ・ Ｉ と は、 デ ィ フ ュ ー ジ ョ ン・ イ ン デ ッ ク ス
(Diffusion Index) の略で、｢増加｣・｢好転｣ したなどとす
る企業割合から、｢減少｣・｢悪化｣ したなどとする企業割合
を差し引いた値である。
〈業種別回答率〉
◎回答企業数及び業種内訳 200 企業
・製造業 30 企業、建設業 18 企業、卸売業 10 企業、小売
業 25 企業、サービス業 24 企業
・回答企業数 107 企業（回答率 54％）
〈概要〉
今回は、新型コロナウイルス禍の状況について ( Ⅲ ) 会
員企業の皆様にアンケートにてお伺いしました。
・利活用が可能であり、該当する施策については全て手
続きを完了しているか、申込手続きを行う予定である。
21 社
・諸施策の一部利用に止まっており、今後の状況によっ
ては申請、申込手続きを行う予定である。
20 社
・これまでに具体的利活用はない。( 申請方法が不明で
あり、未手続である ) も含む。
10 社
※その他ご意見等があればお書きください。
・GoTo キャンペーンを行っているが、35％割引及び、
地域共通クーポン券の清算がすぐにされない為、お客様が
あってもお金がなく、回転資金がないと大変な状況。
・国、県、市による支援諸施策の情報提供を引き続きお
願いします。特に雇用調整助成金の延長をお願い致します。
など

15

来期（令和 3 年１月～３月）

段ボール製造ラインの一部を担う
65

20

令和 2 年
10 月～ 12 月期

世界一社風の良い会社を
目指す「ＩＳＯＷＡ」

新型コロナウイルスの影響
いる事業者。

・材料費や交通費などの支払

の通り。

対策応援補助金」の内容は次

補助する「製造業向けコロナ

発などに必要な経費の一部を

製造業者の販路拡大・商品開

・小諸商工会議所の会員を３

業者。

して ％以上減少している事

売上高が前年同期のそれに比

間で、連続する３ヵ月の合計 ・その他、必要書類

令和２年３月から同年 月の

令和２年３月から同年 月

を受け、売上が減少している ・新型コロナの影響により、 いが確認できる書類（領収書、

▽補助額
の間に支払った販路開拓又は

造業の場合）

・令和２年当該月の売上が確

相生町の相生坂公園で毎週

午後２時まで。１回あたり３～

した。開店時間は午前 時から

２２・３３５５）
。

工 業 委 員 会 事 務 局（ 電 話

■ 問 合 せ： 小 諸 商 工 会 議 所

助金」でお調べください）

「小諸商工会議所 コロナ補
・個人／直近の青色申告決算 （

当所まで提出のこと。

ードし、必要書類を添付して

ジから交付申請書をダウンロ

小諸商工会議所ホームペー

▽申請方法

商品開発にかかる経費など。

▽補助対象経費

令和３年１月 日まで。

▽提出期限

支払明細書など）

最大 万円（補助率１／２） 年以上継続して続けている事
※小規模事業者とは、常時

業者。

を上限とし申請件数に応じて
使用する従業員が 人以下
（製

※予算の関係上、上記金額
支給額は変動する可能性があ
る。
▽提出書類 申請書

12

満たす製造業者である事。

る小規模事業者。
認できる書類

諸市内で事業活動を行ってい ・売上減少確認書

・２０１９年以前に開業して

水、金曜日の昼に開いている

６店が出店し、昼時に合わせた

開始７カ月で売上６百万円超
飲食店のテイクアウトイベン

弁当やクレープ、和菓子などを
開始以降、小諸市内でコロナ

販売した。

ト「 ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯＤ
ＳＴＡＧＥ（フードステー
ジ）
」の開始７カ月間の売上は、

ど中止にした以外は、雨天時で

感染者が出た７月から３週間ほ

年内最終日となった 月 日

も市役所内に会場を移すなどし
日（水）に再開する予定。

企業ガイドブックを発行

小諸職業安定協会（塩川秀忠

会長）は、佐久職業安定協会と

協同で就職ガイドブック「企業

ガイド佐久平」をこのほど発刊
した。

会員企業の紹介のほか、新社

会人４人による「後輩へのアド

バイス」とした座談会も掲載。

年に一度３千部を発行し、今

回で 年目。３月に開催予定の

「就職ガイダンスｉｎ佐久平」で

の配布や、小諸商工会議所、佐

久市役所商工観光課で配布する

ほか、電子版を小諸・佐久職業

安定協会のホームページで公開
している。

詳細は事務局
（２２・３３５５）
まで。

理事長

別府 福雄

小林 敬志

こもろスタンプ協同組合



会長

小諸青色申告会





支部長

会長

会長

会長

会長

会長

会長

分会長

塩川 秀忠

小林 敬志

渡辺 頼雄

信

長岡創一郎

室賀

高橋 義英

塩川 秀忠

美齊津昌行

自動車整備振興会小諸分室



小諸職業安定協会



小諸商店会連合会



小諸機工同友会



佐久溶接協会



小諸プラスチック工業会



大浅間火煙太鼓保存会



（一社）佐久法人会小諸支部

新春誌上名刺交換

29

12

書または収支内訳書

次に掲げる要件をいずれも ・法人／直近の決算書

▽対象者

20

21

30

までの開催は 回。飲食店や宿

６百万円を超えた。

11

て継続してきた。

25

泊業者、移動販売を行っている

12

事業者など延べ２５２店が出店

6

60

－ 10 －

10

・小諸市内に本社を有し、小

製造業向けコロナ対策補助金

飲食店支援の「フードステージ」

ご活用ください

小諸職業安定協会

御影新田道祖神祭り 下宿総代

焼肉紫龍
土屋 義孝 さん
伝統と安心が次代に続くことを願って

事業所ＤＡＴＡ

▽６日（水）
・年末調整個別相談会 （
時～）
・税務相談 （ 時～）
▽７日（木）
・年末調整個別相談会 （
時～）
▽ 日（火）
・経営相談 （９時～）
▽ 日（木）
・法律相談 （ 時半～）
▽ 日（金）
・労務年金相談 （ 時～）
・常議員会、臨時総会
・新春セミナー
▽ 日（水）
・「 中 小 企 業 の 為 の 成 長 戦 略
セミナー」（ 時～）
・登記法律相談 （ 時～）
▽ 日（金）
・女性会新年会 （ 時～）

10

10

■新規加入事業所
・Ｊｅｗｅｌ Ｓｏｏｐ ７ｅ
奈々絵 小諸市赤坂１―１―９

（ジュエルソープナナエ） 南澤

市大久保１７９２―４

・オトヒカリ 安藤明子 小諸
・Ｐｅｔｉｔ ｂｏｎｈｅｕｒ
（プティボヌール） 掛川浩邦
立科町芦田１１４５―２
■代表者変更
木内勝敏

・バンザイサービス佐久
■所在地変更
小諸市相生町１―４―７

－ 11 －
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13

12

14

15

20

22

13

13

10

18

・蒸しぱん屋粉花

１月

地方は「排他的」といわれて久しい。〝よそ者〟対する目が、地元に対する
目とは異なるという。これは、人の付き合いばかりでなく、ふと思い返せば経
済活動も同様だった。
小諸でも、 年ほど前までは大型商業施設は〝よそ者〟で、出店説明会では
喧嘩腰になる地元商店主も少なくなかった。これは佐久市も同様だったが、い
ざ大型店が移転するとなると、
「ちょっと待った」。例えば、商店街の集客力は、
そこに大型店があるかないかで大きく影響する。佐久市を例に挙げれば、岩村
田や中込、野沢にあった大型店は、いずれも空き地や公的施設へと建て替えら
れた。
ここ数年、小諸市を活気づけている大きな存在のひとつが移住者や定住者だ。
空き店舗の活用や、それまで小諸になかった業種の出店など、目を見張るもの
がある。加えて、企業ではなく個人レベルで取り組む人たちが多いのも特徴で、
いざ話してみると、そのバイタリティーの豊かさや視点の鋭さ、そして何より
も、小諸をいかに愛しているかが地元の人以上に伝わってくる。実際、相生坂
公園で行っているフードステージでも、そうした面々が大活躍中だ。
昔のように〝よそ者〟嫌いな風潮は影を潜めたとはいえ、こうした人たちが
小諸の地に根を張ってくれることは大歓迎な昨今。同じ小諸の仲間として、よ
り相乗効果が得られる年になればと願っている。
20

歴史ある「御影道祖神祭り」で総代を務める私の仕
事は、祭りが滞りなく行えるようにするため、地区内
の意見をまとめたり、広報や道路使用許可、祭りで使
用する提灯の手配など、多岐に渡ります。
小学生の頃から毎年祭りに参加していました。当時
とは地域の様子もずいぶん変化しました。私が子ども
のころはどちらかというと「農村」といった趣きがあ
り、今のように家々が立ち並んでいませんでした。一
方、子どもの数は減りました。以前は５クラスあった
学校も、今では３クラス程度です。
気候も変わったような気がします。当時は道祖神祭
りの頃というと雪が降り積もり、「寒かったなあ」と
いうことが真っ先に思い浮かびます。
実家を出て軽井沢の焼肉店に勤めるなど、一時地元
から離れていましたが５、６年前からこの地域に家を
建て、その後店も始めました。幼馴染の友人たちには
他の土地へ移ってしまった者もいますが、それでも何
人かは店に顔を出してくれています。
コロナ禍という過去にない状況の中で総代を任さ
れ、参加の有無についてアンケートを取ったり、繰り
返し話し合いを行うなど、例年と異なる点もある一方、
実施に向けて例年通りの準備も進めていました。結果
的に中止という形になりましたが、地域住民の安心と
健康を考えればやむを得ません。来年の総代にしっか
りと跡を引き継いでもらえるよう、必要とあらばサポ
ートしたいと思っています。
また、次男が現在１年生なので、彼が６年生になっ
たとき、親方として参加したいと思います。こんな情
勢下ですが、地域の人々の健康を祈りつつ、３００年
続くこの伝統行事が続いていくことを願っています。

【５９０号】●発行／小諸商工会議所 小諸市相生町 3-3-12 TEL0267-22-3355 ／ FAX0267-23-9030 ●編集／㈱小諸新聞社 ●印刷／ヨダ印刷サービス㈱

－ 12 －

