東信労政事務所からコロナ関連のお知らせ

▽新型コロナウイルス感染症対応休業支援
金・給付金等申請サポート
①社会保険労務士らによる「新型コロナウイ

▽利用対象者 長野県内在住者

運転免許窓口で手続き（３親等以内の親族に

類（運転免許証、健康保険証等）を用意し、

住居確保給付金の再支給について

限る）

％

▽割引対象商品 スキー場の１日リフト券
▽割引率

▽対象者 住居確保給付金の支給がいったん

伴う収入減少などにより、住居を失うおそれ

終了した人で、解雇以外の離職や休業などに

のある人

▽郵送による申請（必要な書類） 更新手続

ピー（表裏両面）
、返信用封筒（簡易書留４

開始申請書（郵送申請用）
、運転免許証のコ

販売

０４円分の切手貼付）

▽購入方法 予約サイト「アソビュー！」で

子育て２歳児教室のお知らせ

▽内容 家賃相当額を最長３月支給※支給に

あたっては収入や資産、求職活動等の要件を

※ 有効期間の末日までに申請を行わなかっ

祉センター内の生活就労支援センター「まい

▽相談窓口 小諸市与良町の野岸の丘総合福

▽受付期間 ３月 日（水）まで

満たす必要があります。

た場合、申請後であっても延長された有効期
▽対象 ２歳６ヵ月の子どもと保護者
間内に運転免許証の更新手続を行わなかった
▽受付時間 午前９時～９時 分
場合には運転免許証が失効し、自動車等を運
▽開催場所 保健センター
（小諸市役所２階） 転できなくなります。

健康づくり応援弁当の募集について

０１１０）

関東地方発明表彰募集について

さぽ小諸」
（電話３１・５２３５）

まで

▽延長期間 有効期間の満了日から３ヵ月後

が３月 日までの方

▽メニュー開発の相談・届出のサポート

ダウンロード

届出書、添付書類などは県ホームページから

▽登録方法

⑥長野県産の食材を使用。

炭水化物、食塩相当量）を表示。

⑤栄養成分（エネルギー、たんぱく質、脂質、

未満。

ない）が１４０ｇ以上／④食塩相当量が３ｇ

③野菜（きのこ・海藻も含む、いも類は含ま

満の範囲。

②エネルギーが５００～７００㌔カロリー未

①主食、主菜、副菜がそろっている。

０２６・２２８・５５５９）

▽ 問 い 合 わ せ 先 長 野 県 発 明 協 会（ 電 話

まで

項を記入の上、一般社団法人長野県発明協会

ージから応募書類をダウンロードし、必要事

▽申込先 公益社団法人発明協会のホームペ

長野

▽表彰式

▽応募受付期間 ３月

するもの

成、奨励に貢献された方々の功績を称え顕彰

発明などの実施化に尽力、発明等の指導、育

▽概要 優秀な発明、考案、又は意匠を完成、

▽基準

▽手続方法 ①運転免許窓口への直接来所②

佐久保健福祉事務所 健康づくり支援課（電

▽延長対象 運転免許証の有効期間の満了日

運転免許証有効期間の延長措置について

保健予防係（電話２５・１８８０）

▽問い合わせ先 保健福祉部 健康づくり課

代理申請③郵送申請

日（水）まで

▽代理人による申請 本人の運転免許証、委

話０２６７・６３・３１６３）

ゃん手帳

おたずね票・セカンドブック申込用紙・赤ち

用・仕上げ用）
・フェイスタオル・コップ・

▽持ち物 母子健康手帳・歯ブラシ（子ども

を予定

／セカンドブックプレゼント ※３時間程度

びと絵本の読み聞かせ／個別相談／身体測定

▽内容 おやつの試食／歯の染め出し親子遊

▽問い合わせ先 小諸警察署交通課（２２・

20

ルス感染症対応休業支援金・給付金」などの
各種相談・申請サポート（無料）
②雇用調整助成金の活用に関連する事業者か
らの相談 ※申請に必要な書類の作成代行は
行いません。
▽期間 ３月 日まで実施予定（予約制）
▽場所 上田合同庁舎内の産業・雇用総合サ
ポートセンター
▽予約方法 東信労政事務所
（電話０２６８・
２５・７１４４）
、Ｅメールまたはファクス
による申し込み。

「県民支えあいキャンペーン」実施中

【県民支えあい 家族宿泊割】
▽割引対象期間 ３月 日（水）宿泊分まで

50

任状兼承諾書、代理人の身分を確認できる書

月 日（金）ホテルメルパルク

31

－2－

31

12

（※予定）

▽利用対象者 長野県内在住者のうち原則と
して同居の家族に限ります（一人でも可）
▽割引額 １人１泊あたりの宿泊旅行代金
（税込）５０００円～１００００円未満は３
０００円割引／１００００円以上は５０００
円割引
▽割引方法 宿泊事業者、または旅行会社に
おいて宿泊旅行代金の支払時に割引
【県民支えあい スキーリフト券半額キャン
ペーン】

11

31

▽利用対象期間 ５月３１日（月）まで

31

31

業。１９９４年にインター小諸工業団地に本社

当社は１９７５年に友和金型製作所として創
術を医療関係の仕事にも拡大していきたいと考

上を占めていますが、今後は当社こだわりの技

ブレットなど情報通信端末部品の受注が８割以

医
を移転し、２００３年には中国呉江に友華精密
えています。
こうした技術は本社だけに止まらず、中国や

考えています。

磨き上げ、社会貢献し続ける企業でありたいと

人材育成、時代の変動に即応できる企業体質を

技術革新に対応した生産体制、将来を見据えた

進めていくことが今後の課題であり展望です。

してきましたが、３つの拠点の継続的な成長を

の対応をにらんで中国やベトナムへ進出を果た

グローバル市場とその競争、人口減少社会へ

て活躍してもらうためにも重要だと思います。

療分野に生かす金型技術
ベトナムで生産体制整備

電子を設立。２００７年にはベトナムのビンズ
オン省にユウワベトナムを設立し、日本と海外

ベトナムでも同等のレベルで提供できる体制が

５月には富士フイルムとの合弁会社をユウワベ

トナム内に設立し、 月から本格稼働を開始し

整っています。製造業というと、かつては「職
人技」に頼る部分が多かったわけですが、
私は「職
人は育てない」主義。個人の技術は会社で技術
として、誰でも確実にできる仕事に変えていく
ことがあるべき姿勢だと考えています。現在７
ヵ国の社員が働いていますが、国や性別を超え

－3－

ました。ここでは富士フイルムの臨床化学分析

装置「富士ドライケム」シリーズ用の欧米市場

向け試薬の製造を開始しています。さらに昨年
月には、新型コロナウイルス抗原検査キット

ウイルスが持つ特有の抗原を検出する抗体検

査は、ＰＣＲ検査に比べて感度が低い反面、少

ない時間で結果が出ることや特別な検査機器を
必要としないことからスピーディーな結果確認
が可能です。現在、国内外の病院をはじめ、経
済活動の本格的な再開に向けて空港やイベント
会場などでの利用の検討が進められています。
そのニーズをまかなう抗体検査キットの製造に、
当社の培った技術やノウハウが生かされていま
す。
当社は、±０・１ミクロンの精度に裏付けされ
た金型加工技術と、その金型を使いこなす精密

ベトナムに設立した富士フィルムとの合弁会社

11

の生産を行うことも決定いたしました。

12

成型技術を有しています。スマートフォンやタ

ユウワ

渡辺 稔 社長

２拠点の整備を進めてきました。そして、昨年

Voice to the future

活力ある事業所情報

に寄り添っていきたい」とい

の忘れられない思い出づくり

ォトを中心に撮影。
「多くの人

「響き渡る調和」写真に込めて どもや家族、ウェディングフ

ひびきわフォト
女性写真家の杉山亜衣さんが昨
東京浅草出身の杉山さんは、

年立ち上げた
「ひびきわフォト」
は、 う。
「響き渡る調和」をモットーに、子

寒ざらしそばの販売開始
大西製粉

内の飲食店へ提供することも計
同社ホームページででソバの

画している。
実を活用したレシピやそば粉に
ついての様々な情報発信をして
いる。また、そばの実を使った
レトルト食品も考案中。
販売に先駆け、 月より開始

細はＱＲコードより確認できる。

る。支援は１０００円から。詳

ト」がリターンとして返ってく

「きのことそばの実の和風リゾッ

トとそばの実の洋風リゾット」

支援すると現在開発中の「トマ

したクラウドファンディングで

2

これまでに七五三や入園、入
学などの子どもの記念写真を
扱う「子供写真館」で経験を
積み、軽井沢のホテルでウェ
ディングフォト技術を磨いて
きた。
撮影の舞台としての小諸の
ポテンシャルにも注目してい
て、ウエディングフォトをは

東小諸の「大西製粉」
（大西響
社長）が、
今年も「寒ざらしそば」
年目を迎えた今年は、標高

の販売を始めた。
１０００メートルに位置する常
盤館の敷地で、水温１度の清流
す事で、ソバは寒さに耐えよう
と自らの防衛機能を働かせ、渋
アクが甘みに変化する。良質な
タンパク（ギャバ）が豊富にな
玄ソバは、市内のそば店など

るとも言われている。
で構成する「信州こもろそば振
興会」が南ヶ原で栽培したもの
１０８０㎏を仕込んだ。価格は
そば粉１㎏２４００円。半生麺
４食入り１２００円（各税込）
。
通販でも購入できる。今後は市

－4－

https://www.konaya.jp/

●甲 1581-3 ● TEL：22-0585 ●営業時間：9 ～ 17 時 土日祝日定休

じめ着物姿と小諸を撮影した
＃キモノデコモロをＳＮＳで
発信している。
この春には、西
八満の自宅にガー
デンスタジオを建

水に約 日間浸した。冷水に浸
10

設するほか、４月
日（月）からは
春の訪れを寿ぐ
「 寿 ぐ 撮 影 会 」を
懐 古 園 で。 ま た、
グリーンシーズン
には飯網山公園で
公開ウェディング
も計画中だ。

18

を使用し、昨年の 倍に当たる
2

12

● TEL：090-5790-3428 ●ホームページ https://www.hibikiwa-photos.com ●Ｅメール cocoiro0108@yahoo.co.jp

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
～

人分）で、宅配料込みで

根と人参のカツなど）と酵素玄米
（

店から 分圏内となっている。
メニューは主に自家農園で栽培
するコメや旬の野菜が中心だが、
希望すれば肉などのおかずへ変更
可能。要電話予約。

同 店 は こ の ほ か、
「 玄米めん 」
の 販 売 も 始 め た。 ８ 食 セ ッ ト
３６２０円。 食セット５０００

「心も体も喜ぶ 商品」販売
軽井沢きなり

とつひとつ丁寧に手割りし、厳

選したものだけを集めて包装。

高な味わいをお試しください」

「世界に誇れる、信州くるみの至
と話す。
このほか、ペーストの人気商

円（オリジナル玄米めんレシピ付

品「ピスタチオペースト１８５
ピスタチオ１００％のナッツペ

環型自然農法で自家農園で栽培し

ースト。食物繊維やビタミンＢ

たイセヒカリを１００％使用。小
テンフリーの食品のため、食物ア

１、カリウム、鉄分が豊富。緑

ｇ」価格１４０４円 税
( 込 は)

レルギーにも対応しており、子ど

色のペーストのため、バニラア

たは店舗にて購入できる。

商品はオンラインショップま

評だ。

をプラスすることが出来ると好

イス、サラダやデザートに彩り

もも安心して食べることができる。

な試みとして「
『ご飯をつくって食

天音店主は「今年はさらに新た

る。

店頭、ホームページから注文でき

麦を扱わない工場で加工したグル

き）
。無農薬、化学肥料不使用の循

軽井沢町発地「軽井沢きなり」
（小林勇社長）は、ドライフルー

－5－

べておしゃべりする会』を少人数

●八満 140 ● TEL：31-6090 ●営業時間：10 ～ 16 時
木～土曜営業● https://cafe-wanon.com/

制で毎月開催していきたい」と話
している。

ツ、ナッツの製造販売を手掛け
ている。今年で創業 年目を迎
えた。
同社の商品は国内外より素材
を厳選。オイルやペースト商品
は砂糖、添加物、着色料不使用。
「心も体も喜ぶ商品」として、自
然の恵みたっぷりのドライフル
ーツやナッツは、子どもから大
人まで「誰にでも安心してお勧
め出来る逸品」と話す。
また、本店併設の自社工場よ
り直販店に直送し、
「安心安全」
に努めている。
人気商品は、
「信州くるみ（む
きくるみ）１２０ｇ」
。価格は税
込２０００円。信州くるみをひ

●軽井沢町発地横道 2616-5 ● TEL：48-0081 ●営業時間：9 ～ 17 時 不定休 ● https://www.karuizawa-kinari.com/
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宅配サービスを開始
農カフェわのん

味しさを味わえるおかず ～ 品

6

（ きんぴら、おひたし、煮物、大

5

１万円。宅配地域は東信地区で同

6
40

9

西八満の農カフェわのん（天音
とも店主）が「わのんのごはん宅
配サービス」を始めた。
「小諸市や
上田市、軽井沢町の常連からのリ

2

ピート注文が多い」という。
日 ～ 組の数量限定。シン
1

プルな調味料で素材そのものの美

1
5

新年度キーワードは

当所は、令和３年度事業計画を 雇用促進、移住定住促進など）
く、
「各団体（小諸商店会連合会、

次年度の事業計画に反映させるべ

「感染防止対策と社会経済活動の両立」
策定するにあたり、キーワードを ４・中小企業の活力強化（事業承

小企業小規模事業者の期待に応え ５・地域、中小企業のニーズに即

両立』メリハリをもって運用し中 創業など）

常任委員長）との懇談会」を開催

融団）と小諸商工会議所（三役、

会、小諸市不動産協会、小諸市金

「
『感染防止対策と社会経済活動の 継、ＢＣＰ策定支援、働き方改革、 小諸市観光協会、小諸市建設協議

した政策提言力の強化（景気情勢
とデータによるタイムリーな政策

令和３年度会頭方針は大きく分 等の適切な把握、地域や現場の声

の観点から、各団体長からの意見

しているが、感染防止や時間短縮

る」とした。
けて６つ。
（一部を抜粋）

を事前に書面で聴取した。

る予定。

の議員総会は、３月 日に開催す

新年度事業計画と予算について

１・コロナ対策事業（経済対策など） 提言など）
基盤強化、活動の見える化など）

２・地域力強化事業（農商工連携、 ６・商工会議所活動の進化（組織
地域資源活用など）
また、例年は各業界の現状や課



チャレンジショップ 新規２店が決定

当所商業委員会 小
( 林敬志委員長 が) 相生町

商店街に開設した「チャレンジショップ」へ

の新規出店者２人が決まった。

今後、将来の本格出店前に店舗運営の経験、

事業内容のブラッシュアップ、固定客づくり
に取り組んでいく。

安価な費用（経営サポート費４０００円）

での出店が可能で、出店期間は４月から１年
間を予定している。
■出店予定者

▽ヴァーチェ（髙地仁美代表 ／
) 小売業・雑
貨店

▽ベルボヌール
（山田美香代表 ／) サービス業・
ネイルエステサロン

 大好評の「こもろいーつ。」

１ヵ月延長

デリバリーサービスで飲食店支援

26

ＳＭＴＳ２０２１

当所から３事業所出展

当所は２月 日からの３日間、

飲や試食をしてもらいながら、

ったバイヤーが多く、商品の試

制であったため、目的意識を持

今回は業界者のみの完全招待

た。

の商品やサービス情報を提供し

トを中心とした小売業へ、最新

念される中、スーパーマーケッ

われ、経済への深刻な打撃が懸

ナ禍により多くの商談機会が失

出展は今回で４年連続。コロ

ト
（シードル）
がブース展示した。

や（たまご）▽プラスフォレス

▽やまへい（漬物）▽ちゃたま

レードショー２０２１」に出展。

された「スーパーマーケットト

千葉県幕張メッセ全館にて開催

17

有意義な商談を行うことができ

た。

－6－

３・地方創生に向けた成長基盤強

化（高地トレーニング、企業誘致、 題、会議所への要望などを聞き、

のほど、家庭で利用されずに眠って
いる食品を持ち寄って、それを必要
とする人や福祉分野の施設・団体へ
寄付する（フードドライブ）を行い、
小諸市社会福祉協議会（細谷信治会
長）に寄贈した。
「フードドライブ」は、家庭の食品
ロスをなくすために平成 年から実

飲料など総量約 キロの食品が集ま

ら、缶詰や乾麺、レトルト食品、菓子、

施。女性会会員、当所会員、一般か

30

った。田澤会長は「今後も定期的に

16

行っていければ」と話している。

新型ころなウイルス感染症の影響を受ける小諸市
内飲食店支援として開始したデリバリーサービス「こ
もろいーつ。」は、当初終了予定だった２月 10 日から、
３月 10 日まで１ヵ月延長した。
飲食店や利用者からの強い要望を受けての決定。
参加店は２月 25 日現在で 24 店となっている。
２月 10 日までの注文数は２９３件で、売上金額は
約１７０万円となった。

フードドライブ
16

当所女性会（田澤幸枝会長）はこ

社協に ㎏分寄付

女性会

青色イルミと雨傘で
希望の光 ＫＯＭＯＲＯ
上げられるなど、市内の経

からも好評だったことから、

も飾り付けたが、道行く人

アンブレラスカイは昨年

ちを表そうと企画した。

る医療従事者へ感謝の気持

の願いや、最前線で活躍す

いる中、経済活動早期回復

済活動に大きな影響が出て

相生坂公園歩道につるし

ア
& ンブレラスカイ

スの感染拡大で、小諸市の

同事業。新型コロナウイル

日（水）まで。

８時までで、期間は３月

点灯時間は午後５時から

当所観光委員会 市
( 村憲 今シーズンも引き続き実施。
一委員長）と商業委員会 ( ＳＮＳでの写真拡散による
小林敬志委員長 に
) よる共 小諸のＰＲも狙っている。

を作りだしている。

える青い光が幻想的な空間

～」が始まった。雨傘が映

ション

ＲＯ ～ブルーイルミネー

「希望の光 ｉｎ ＫＯＭＯ

Ｄ電球３万球で装飾した

た約 本の傘と青色のＬＥ

in

感染警戒レベルが５に引き

シェアオフィスの
入居者募集を開始

当所まちづくり特別委員会（佐藤
英人委員長）は、市内中心街の活性
化を目指し、県内外からの移住や小
諸市の資源を活用するアイデア、ネ
ットワークを持った人による小諸市
で行うビジネスの創出、移住・創業
に弾みをつけることを目的に「まち
なかシェアオフィス」を開設。現在、
２回目となる入居者を募集している。
▽広 さ：約 ㎡

▽区画数： 区画

▽利用時間：平日午前８時半～午後
５時
▽機 能：インターネット環境（Ｗ
ｉ―Ｆｉ）／無料
▽コピー機／無料（用紙は個人で用
意すること）

・来年度の事業計画・予算について

２月 日

・令和３年度事業計画（案）及び予

２月 日

◆高地トレーニング推進特別委員会

◆建設委員会

・令和２年度事業について

・小諸市エリア高地トレーニング推

算（案）について
◆観光委員会

進協議会からの報告事項

・令和３年度事業計画（案）及び予

２月 日
２月 日

◆商業委員会

について

・令和３年度事業計画・予算（案）

算（案）について

◆ものづくり特別委員会

２月 日

17

18

まちづくり特別
詳細は当所事務局まで。

・次年度事業計画（案）について

て

・キッチンカー利用の有料化につい

いて

２月 日

特別委員会合同会議

◆工業委員会・再生可能エネルギー

・小諸市への要望書について

・チャレンジショップ第４期生につ

ＧＥについて

・ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯＤ ＳＴＡ

委員会だより ２月の議題

◆総務企画委員会

・各事業報告

・コロナ対策応援補助金について

・来年度事業計画（案）について
２月 日

・令和３年度事業計画及び予算書

２月 日

◆農商工連携特別委員会

・今年度事業の取り組みについて
（案）について

（案）について

・令和３年度事業計画及び予算書

・今年度事業の取り組みについて
◆経済環境委員会

２号議員を選出

２月 日

・令和３年度事業計画（案）及び予
算（案）について

２月 日

した。

なっている２号議員を次の通り選出

長）は２月 日部会を開き、欠員と

当所サービス部会（中野信之部会

・来年度事業計画（案）について

◆まちづくり特別委員会

・シェアオフィスについて

－7－

20
2

18

▽２号議員 関尚史（アイク）

19

業

19

24

25

商

18

22

24

24

光
30

観

31

委員会活動から

北陸新幹線の新高岡駅で下車し、 りである。

な自動車整備工場がある。

の大きな道路に面した場所に、小さ

車で 分ほど走った富山県射水市内
ではない。小売りが最大の売上高と

示しているショールームがあるわけ

しかし、ここには美しい自動車を展

ここが「西元自動車有限会社」で、 なった理由は、同社が自動車に関す

の整備や自動車保険がその売上高の

備業の多くは、当然ながら、自動車

バイの小売り販売である。自動車整

鈑金塗装をはじめ、自動車やオート

きた誠実な経営姿勢が地域社会の高

動車を、親身になって探し提供して

顧客に一番合っていると思われる自

業以来、企業の都合ではなく、その

サービスを提供していることと、創

主事業は社名の通り、自動車の修理、 るあらゆることに、ワンストップの

大半を占めるが、同社の最大の売り
い評価を受けてきたからにほかなら

し、立ち上がった。

の在り方だけではない。それは同社

いるのは、こうした自動車整備工場

が数年前から、あえて立ち上げたも

ない。
同社の創業は１９６９年。現社長

う一つの地域貢献・社会貢献事業だ。 くれたその自動車が、まさに福祉車

余談だが、同社を訪問した当日、

の西元勇司氏の父が、名古屋の自動

の著名な自動車整備を学ぶ専門学校

なく父の後を継ぐと決意し、愛知県

ぶりを見ていた現社長は、迷うこと

させた。子どもの頃から父親の仕事

た後に故郷へ帰り、一人でスタート

既存の自動車を改良するというサー

人の状況に応じてオーダーメードで

できない社会的弱者のために、その

障がいのため、既存の自動車を運転

売である。具体的にいえば、高齢や

その事業は、福祉車両の製造・販

の事務所で、福祉車両に改造した車

されているというものだった。同社

にブレーキやアクセルの機能が付加

っており、内側にあるハンドル自体

が外側と内側の大小の二重構造にな

両であった。その自動車はハンドル

西元社長が駅から工場まで送迎して

車整備業で丁稚（でっち）奉公をし

を卒業した後、同社に入社した。経

を利用している下半身に障がいのあ

る高齢者からのサンキューレターを

きっかけは、周辺に増えつつある

ビスである。

読ませていただき、真に世のため・

営環境にも恵まれ、また若かったこ
ともあり、一時、会社を数カ所に拡

人のためになっている企業と実感し

た。
（人を大切にする経営学会会長・

齢者と障がい者の存在を知ったこと
という原点に立ち返り、現在は会社

だ。自動車整備工場として支援しよ

坂本光司）

大したこともあるが、
「何のために…」 移動難民・買い物難民といわれる高
を一つの拠点に戻している。

うと海外の福祉機器メーカーと提携
筆者が同社を高評価し、注目して

１等最大全額が戻るキャンペーン

ペ ー ン を 実 施 す る「 い つ も

商連が「ＰａｙＰａｙジャンボ」実施中

小諸商店会連合会（髙橋義

どこかでワクワクペイペイ」

イペイ）で決済を行うと、抽

連合会とスマートフォン決済

相当で、期間中の上限は 万

こ の キ ャ ン ペ ー ン は、 い

つもどこかでお得なキャン

コードから確認できる。

キャンペーンの詳細はＱＲ

ＣＲ検査費用への補助金など）

％）のＰａｙＰａｙボーナス

大手のペイペイの事業。
来像を見据え～

最大で全額分が付与される
「商

ンボ」を３月 日（金）まで

店街で当たる！ペイペイジャ

実施している。

ア／業者支援について各団体との連携・
機能強化支援体制の充実

（１）事業者支援

イ／デジタル化推進に関する助成金の継

付与上限は抽選１回 万円
（２）地方創生・分散型社会実現に向けた

円となっている。

続と増枠
諸施策の実施（遠隔勤務環境整備の実施、
移住希望者への市独自の住宅取得補助、
移住体験施設の充実など）

－8－

上げは、自動車やオートバイの小売

ジ回復など）

コロナ感染対策 事業者支援充実を
当所は２月 日、
「新型コロナウイルス

英会長）は、同連合会加盟の

２・経済対策について（消費喚起策の実施、

対象店舗でＰａｙＰａｙ（ペ （２０２１年 月）小諸商店街

デリバリー事業への補助、新たな給付金
など）

感染症対策における中小企業・小規模事

今回の要望提言を行う背景として、長

３・安心・安全体制の整備について（Ｐ

業者支援等に関する要望・提言」として

地域の弱者のために
福祉車両を製造する『西元自動車』

選で決済金額の全額（１００

小諸市に要望・提言

４・コロナ禍収束後に向けて～小諸の将

3

４つの要望提言を行った。
野県内で初めて感染警戒レベル５・特別
警報Ⅱを経験した地域の事業所への影響
を鑑み、事前に開いた「三役・正副委員長・
青年部・女性会合同会議」及び各団体（小
諸商店会連合会、小諸市観光協会、小諸
市建設協議会、小諸市不動産協会、小諸
市金融団など）から現状の報告や問題提
内容は次の通り（一部抜粋）
。

起、要望を聴取した内容をまとめたもの。
１・感染防止・風評被害対策について（専
門家による個別具体的アドバイス、情報

10

10

10

開示、感染防止に係る費用補助、イメー

26

10

甘利享一建築設計舎

事業所ＤＡＴＡ
■新規加入事業所
・軽井沢きなり 小林勇
軽井沢町大字発地字横道
２６１６―５
・ｔｅｎｔｅｎｄｏｔ （.テ

ンテンドット ） 佐藤輝美
小諸市西原９１９―１

下諏訪町８９１９―１

▽５日（金）
・就職ガイダンスｉｎ佐久
平 （９時～）
・ 三 役、 正 副 委 員 長、 青 年
部、 女 性 会 会 長 合 同 会 議
（ 時半～）
▽ 日（木）
・ワンストップ総合相談会
（ 時～）
・整備振興会 （ 時～）
▽ 日（木）
・事業再構築促進事業補助
金セミナー （ 時～）
▽ 日（金）
・常議員会 （ 時～）
・通常議員総会 （ 時～）

－9－

・つなぐばとん 白井千智

10

尊敬する大リーガー、ルー・ゲーリッグの伝記の一文「母
親はゲーリッグを建築家にしたかった」。この言葉が中学生
の私を建築家の道へと進ませました。建築家の仕事を調べ
るうちにその魅力に憑りつかれて「これだ！」と決心。上
田千曲高校建築科に入学し、卒業後は近隣の建築事務所で
修業。１級建築士の資格を取得後、２８歳で独立し、現在
の事務所を構えました。
４０年間で建築に携わったのは小諸商工会議所や停車場
ガーデン、粂屋など５００件くらい。テレビ番組「大改造
ビフォーアフター」で俳優の田中要次の倉をリフォームし
たこともありました。その時は４００万円という破格の低
予算だったのですが、放送後の反響が大きく、
「１００万上
乗せして５００万円で受けてくれ」という問い合わせもあ
りました。あの時はスタジオへ上がらせてもらったり、色々
と面白い経験をさせてもらいました。
尊敬する建築家は安藤忠雄。大学で教育を受けることな
く、若い頃に世界中を放浪し培った発想力を用い、あっと
驚く作品を世に送り出してきた。国内の作品はすべて見て
きましたし、安藤さんが設計した小海町高原美術館の建設
に携われたのは貴重な体験でした。
建築家にとって必要な才能とは何と言っても発想力だと
思います。今まで色々な建築士にアイデアをスケッチさせ
ようとしてみましたが、自分の作りたいものをサッと形に
表せる人はほんの一握りでした。人の発想力は幼い頃に暮
らした家や、走り回った田んぼ、山々などの原風景に左右
されると思います。過去から学び、自らの発想力でもって
新しい物を生み出すのが建築家にとって大事な素質です。
施主には施主の作りたいものがあり、私は私で自分のス
タイルというものがあります。それがなかなか合致しない
こともありますが、完成した建物を目の前にすると、「やっ
て良かった」と思えます。

建築家志すきっかけは大リーガーの伝記

50

3月

東日本大震災で壊滅的な被害を受けた宮城県雄勝町に、小諸市のボランティ
アグループ「遊子の会」（田中たま子代表）が鯉のぼりを届けている。これま
で４回にわたりおよそ 匹を現地に運んできた。寄付した人は、百人ほどにな
る。その気持ちと大空の風を吸い込んだ鯉のぼりが、「恋する灯台」で知られ
る大須埼灯台など４カ所の空に舞い、地元の人の心を和ませてきた。
発案者は、雄勝診療所の所長だった小倉健一郎さん。現地の人々を元気づけ
ようと始めたが、強風や潮風の影響もあって２年ほどで破れてしまうため、毎
年新たなものが必要になる。小倉さんと知り合いだった代表の田中さんとメン
バーが、家庭で眠っている鯉のぼりの寄付を呼び掛け続けてきた。
昨年は新型ロナウイルスの影響で訪問は見送られたが、今年は４月 日（金）
に現地へ向い、翌日には現地の有志と設置する計画だ。片道４８０㎞の道のり
だが、田中さんは、「小諸市の皆さんの心を雄勝の空に届け、これからも元気
に泳ぐ姿を見せてあげたい」と話している。震災から 年の節目になるが、こ
の地道な活動に節目はないとメンバーは考えている。
鯉のぼりは、ぼらせんこもろで随時受付中。問い合わせは、小諸市市民活動
ボランティアサポートセンター（電話２６・０３１５）。

16

18

16

13

15

18 10

11

25

26

主宰（68）

甘利享一

日には小諸小学校で開かれた「 北佐久

その日は久左衛門邸に一泊し、翌

の変化、言い換えれば「 機を知る 」と

と。▽その時代を知ること。その時代

考えるなど、他愛の心を理想とするこ

出迎えられながらの到着だった。同道

連 合 青 年 会 」 の 春 季 大 会 で 講 演 し た。 いうこと。▽言行一致。言葉を少なく

近代日本経済の父といわれる渋沢栄一
（１８４０―１９３１年）は、生涯に約
した辻友親氏が著した『 青淵先生信濃

うやく実現した。

５００の企業の育成に係わり、同時に約
紀行』に記録が残っている。上田、
長野、

久左衛門の息子・邦太郎に招かれての

分。大勢の人に

６００の社会公共事業や民間外交にも尽
松本、岡谷、上諏訪へと続く渋沢の信

だ。時刻は午後３時

力した。その生涯を描くＮＨＫ大河ドラ

日の信濃毎日新聞の記事

る人には言行一致がある。

言葉を行うのは実行である。信用を得

して実行する。志を発するのは言葉で、

マ「青天を衝け」が２月から放送開始と

登壇だったと講演の中で語っている。

同年５月

に、渋沢が「 小諸図書館 」の看板を背

引相手の友人も多くいたほか、木内芳

心に藍玉の商売で度々訪れていた。取

①若い頃、小諸や南佐久、小県を中

かと思われる。

から、講演の前後で訪れたのではない

諸町青年会（ 青年団 ）が携わったこと

図書館は小諸小学校にあり、設立に小

にした写真が掲載されている。当時の

軒から漢詩の詩作を学んだ。訪れる場

「小諸市誌」によると青年会は新聞の

購読や漢詩読解などの夜学や祭典行事、

講演会、道路修理などの活動を活発に

諏訪地方は特に盛んだが、小諸の純水

はそうした活動の中でも特筆すべきも

重要機関として行われた図書館の設立

その小諸図書館で、書庫に長らく眠

のだった―とある。

っていた渋沢の書がこのほど発見され

館の製糸工場を見学し設備が良く整っ

融の発展が不可欠で、農工商がそれぞ

た。図書館では、この書と共に関連図

書公開と合わせて渋沢と小諸の関わり

【小諸図書館の渋沢栄一の展示会】

を紹介する。

も理想を持って倒れて止むまで国民の

ヵ

▽内容：渋沢栄一の書のほか、関連書

月程度予定）※木曜休館

籍を図書館入口のコーナーで紹介。

▽展示期間：３月５日（金）～ （

の中で生きている。特に銀行家は周囲

▽問い合わせは市立小諸図書館（ 電話

務めを果たしていくつもりだ。人は一

の御得意が繁盛して初めて銀行も繁盛

２２・１０１９）

人で立っているものではなく、共同体

月日も少ないが、実業界を去った今で

進むこと。自身も老年に至り残された

③青年に対する訓示▽理想をもって

考える。

れ発展して初めて蚕糸業が完成すると

ているのを見た。製糸業の発展には金

めているが、その主たるものは長野県。 行っていて、社会教育の機能を果たす

②日本の製糸産額は世界の半分を占

る。

所というよりも第２の故郷と思ってい

語っている。

講演の中で渋沢は概ね以下の３点を

渋沢と交流していた。

邦太郎も久左衛門同様、かねてから

州旅行の最初の地が小諸だった。かね

水害や体調不良で延期を繰り返し、よ

訪れたい旨を伝えていた渋沢だったが、

てから小諸商工会議所初代会頭・小山

日、汽

なり注目を浴びているが、実は、小諸と

最前列の左から 6 番目が渋沢栄一

の縁も思いの外深い。

22

久左衛門との書簡のやりとりで小諸を

小諸に息づく「渋沢栄一」

16

する。理想を持つ上で大事なのは己の

－ 10 －

15

利益だけでなく、地方や国家の幸福を

11

大正６（ １９１７）年５月
14

車を下りた渋沢栄一が小諸の地を踏ん

小諸図書館で公開される渋沢の書。「成功するのは常に苦し
い日々の努力にあり、失敗をするのは慢心と得意になってい
るときである」という内容
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