佐久技術専門校来年４月入校訓練生募集

▽機械加工科（普通課程）
【訓練期間】１年（令和４年４月～令和５
年３月）
【授業料】 万８８００円（年額）※教科
書代等は実費
【 応 募 資 格 】高 校 を 卒 業（ 見 込 み ）の 方、

日（月）～

～ 月 日（木）／③一般第２回： 月
日（月）／②

新型コロナに係る国民健康保険税の減免

Ｂに該当する場合・・・表１の対象保険税

額
（Ｄ）
に表２の減額または免除の割合
（Ｅ）
を乗じた金額が保険税減免額。

「テンショクＮＡＧＡＮＯオンラインフェア」出展企業募集

【表１】対象保険税額（Ｄ）＝（Ａ）×（Ｂ）
▽制度概要
県は、県内産業の人手不足解消、人口の社
（Ｃ）
新型コロナウイルス感染症の影響によ
会増を図るため、オンラインプラットフォー
：当該世帯の被保険者全員について算
り、一定程度収入が下がるなどの世帯に対 （Ａ）
ムを活用して県外在住の社会人と県内企業の
して、国民健康保険税を免除または減額す 定した保険税額
出会いの場を設ける『テンショクＮＡＧＡＮ
（Ｂ）
：減少することが見込まれる事業収入
る制度。
Ｏオンラインフェア』に出展する企業を募集
等に係る前年の所得額
▽対象世帯
します。
：被保険者の属する世帯の主たる生計
Ａ．新型コロナウイルス感染症により、主 （Ｃ）
▽開催日時・会場・募集企業数・参加費用
たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病 維持者及び当該世帯に属する全ての被保険
【日時】９月 日（土） 時から 時まで
者につき算定した前年の合計所得金額
を負った世帯。
【会場】オンライン（ＥｖｅｎｔＨｕｂ）
Ｂ．新型コロナウイルス感染症の影響によ 【表２ 前年の合計所得…減額また免除の
【募集企業数】企業 社、自治体 団体
割合（Ｅ）】
り、主たる生計維持者の事業収入・不動産

収入・山林収入または給与収入（以下「事

額の全額／②４００万円以下であるとき…

①３００万円以下であるとき…対象保険税

分の８／③５５０万円以下であるとき…

分の６／④７５０万円以下であるとき…

分の４／⑤１０００万円以下であるとき
▽申請期限

… 分の２

こと

免は受け付けられません。

令和４年３月 日（木）※申請期限後の減
であること

▽必要書類

▽問い合わせ先

▽申込期間 ８月 日（木） 時まで

宛に申し込み。

ｉｋａｋｕ＠ｓｈｉｎｍａｉ．ｃｏ．ｊｐ）

申込書に必要事項を記入の上、
アドレス
（ｋ

▽申込方法

のあった参加者と面談。
（ 分×８コマ）

で掲載できます。当日は各企業ブースで予約

ますので、企業情報などを入力すると当日ま

申込企業ごとにページ（ブース）を制作し

▽実施内容

※状況により中止、延期となる可能性あり。

を考慮の上、抽選により決定。

※応募企業多数の場合はエリア・業種の偏り

【参加費用】５５０００円（税込）

Ａに該当する場合：申請者の本人確認書類、

③減少することが見込まれる事業収入など

印鑑

上記、対象世帯のうち、
００万以下であること

印鑑、主たる生計維持者の事業帳簿や給与

Ｂに該当する場合：申請者の本人確認書類、
て、令和３年８月２日から令和４年２月

３５５）
。

企画部担当：味澤（電話０２６・２３６・３

【受付事務局】信濃毎日新聞株式会社広告局

市民生活部税務課市民税係（電話０２６７・

▽相談・申請・お問い合わせ先

きる書類

支払明細書など、現在の収入状況が確認で
▽減免割合

の。

日までの間に納期限を設定されているも

令和３年度分の国民健康保険税であっ

▽減免の対象となる保険税

に係る所得以外の前年の所得の合計額が４

②前年の合計所得金額が１０００万円以下

当該事業収入等の額の 分の３以上である

①事業収入等のいずれかの減少額が前年の

【要件】

要件に全て該当する世帯。

業収入など」）の減少が見込まれ、下記の

/

２２・１７００）。

25

又は同等以上と認められる者
【募集定員】 人
【募集期間】①推薦：９月
月 日（木）／②一般第１回： 月１日（月）

月

日（月）～令和４年１月６日（木）
【入校選考】①推薦：
一般第１回： 月 日（月）／③一般第２
回：令和４年１月 日（月）
▽機械ＣＡＤ加工コース（短期課程）
【訓練期間】６ヵ月（令和４年４月～令和
４年９月末）
【授業料】無料、ただし在職者は授業料有
料 ※教科書代等は実費

日（月）～令和４年２

の企業に就職を希望する方）

【応募資格】学歴不問（「ものづくり」関係
【募集定員】 人
【募集期間】 月
月７日（月）

佐久技術専門

【入校選考】】令和４年２月 日（木）
▽お問い合わせ

校（ 電 話 ０ ２ ６ ７・６ ２・０ ５ ４ ９）、
ま た は ハ ロ ー ワ ー ク 佐 久（ 電 話

対象世帯のうち、
Ａに該当する場合・・・全額免除

－2－
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０２６７・６２・８６０９）、同小諸出張所
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（電話０２６７・２３・８６０９）。
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大
きなかった各施設のブラッシュアップや先々を

り高く発信できると確信しています。

同士の連動が進めば、今あるポテンシャルをよ

拓を進め、各施設の持つ素材の磨き上げや施設

施設やサービスに甘んじることなく新規顧客開

ｙｏｕｔｈ、そして開拓」とある通り、現状の

渡辺パイプのモットーでもある「心はＢｅ

考えています。

自然と共生する素材
ブラッシュアップして発信

当社は、渡辺パイプのグループ会社として

見据えた企画、施設整備などの仕事に力を向け

し、各施設の人材育成も含め、これまで着手で
２０１５年に設立。高峰高原の「アサマ２０００
ていきたいと考えています。

ート施設」としての固定観念がありました。し

スキー場を例に挙げると、以前は「冬のリゾ

パーク」のスキー場や「小諸高原ゴルフクラブ」
をはじめ、
「高峰マウンテンホテル」
、
「高峰高原

ホテル」
、佐久市の「アクアホテル佐久平」とい

ったリゾート施設を展開しています。

昨年来のコロナ禍は、当社にとっても影響は

大きかったわけですが、ここに来て回復基調に
転じています。

ただ逆に、これまでなかった利用傾向も見え

始めてきました。例えばアクアホテル佐久平は、

平日のビジネス利用に加えて週末の利用が増え

ています。主に、首都圏や大阪方面からの軽井

沢観光の利用ですが、こうした流れに柔軟に対

応していく中で、まずは将来を見据えた各施設

かし、標高２千ｍの大自然の魅力はスキーのオ

と受け止めています。

効果的に発信していく流れを作るのが私の使命

のブラッシュアップと体制整備、そしてそれを

フシーズンでも十分堪能できます。例えば、高

なく「パンプスでも楽しめる」という新たな魅

要を見込んでいます。高峰高原を、登山靴では

その活用策として夏場のトレッキングや散策需

キー場のリフトの架け替えを進めていますが、

連携した成果に期待しているところです。

合宿に利用しており、こちらの分野でも地域と

エリアでは、東京五輪に出場するアスリートも

業でも連携しています。高峰高原を中心とした

商工会議所とは、高地トレーニングの推進事

峰高原から見る雲海や、満天の星空。現在、ス

力をファミリー層を中心に発信していけたらと

－3－

私は、この春まで渡辺パイプの農業用ハウス

の製造、販売を担うグリーン事業部に勤務。ま

ったく異分野の職務に就いたわけですが、まず

驚いたのは高峰高原をはじめとする小諸のポテ

ンシャルの高さです。標高２千ｍという大自然

に囲まれたスキー場、上信越道小諸ＩＣからほ

ど近いゴルフ場、そして自然と隣り合わせの立

地にあったり大観光地・軽井沢からの誘客が期
待できる宿泊施設。大自然と共生しているそれ
ぞれの持つ質は非常に高く、将来的な魅力も大
きい。しかし、残念ながら、まだ十分にこのポ
テンシャルを生かし切れていないという感想も
持ちました。
これをどう改善していくか。グループ企業の
渡辺パイプでは現在、災害などのリスク回避や
効率化に向け、約５百の店舗の事務作業を数カ
所に集約しています。この手法を当社でも応用

柿沼 秀明 社長
アサマリゾート

Voice to the future

活力ある事業所情報

バー ジズ

大手で新装オープン


テル」は、季節ごとのフルー
ツを惜しみなく絞り、
その時々
の相性の良いスピリッツで作
りあげる。
フードは乾物と突き出しの

自家焙煎の珈琲を提供

コーヒー豆は店内で焙煎。深

オープンした。

コーヒー）
」
（山本芳道店主）が

「ＯＬＥＮＯブレンド」は店主

ンビア」
（各１００ｇ４８０円）
。
がブラジル、グァテマラ、コロ

提供していきたい。希望があれ

「自家焙煎のコーヒー豆を安価に
ばコーヒー教室も開催していき
たい」と話している。
現在、食事の提供は行ってい
ないが隣の「おはぎカフェ 福ま
ＬＥＮＯ ＣＯＦＥＥ（オレノ べることができる。

与良にコーヒーショップ「Ｏ る」で注文した商品を店内で食

オ
   レノコーヒー

ンビア産の豆を自家配合したお
すすめの商品。どの商品も依頼
があれば粉での販売も行ってい
る。
席数はカウンター 席と 掛

2
けテーブルが 席。山本店主は

2

フルーツ。バー本来の楽しみ

を呼び掛けている。
佐久平駅前から旧丸山洋品
店跡１階に移転。小諸での営

一杯を味わ

2

方を第一とするため、食事後
に来店を推奨している。席数
はカウンター 席と 人掛け
テーブル。 人以内での来店

4

業は 年ぶりになる。小山店

「ＢａｒＺｉｚｚ（ジズ）
」
（小山
ってほし

入りのため酸味はほとんど感じ
ることがなく、すっきりとした

また、同店はコーヒー豆も販

－4－

12

4

主は「お酒を愛する方が楽し

公一店主）が、大手の国道１４１
い」と話し

める極上の

号線沿いに新装オープンした。
「大
ている。

味わいで、
「飲みやすく感じる」

「 分の１抽出法」は、通常の
３分の１のみドリップで抽出し、
残りはお湯で希釈。コーヒー一
番の旨味を抽出することで深入
りの特徴でもある苦みが少なく、
珈琲が苦手な人にも好評だ。価
格は 杯５００円。
売している。
「 ＯＬＥＮＯブレ
ンド」
「ブラジル」
（各１００ｇ
４５０円）
、
「グァテマラ」
「コロ

火、水、木曜定休

●与良町 3-10-7 ● TEL：090-4926-2278 ●営業時間：11 時～ 17 時

14

人が静かにお酒を楽しむ空間」と
して、バーテンダー歴 年の小山

一杯。ドリップ式の「 分の

1
抽出法」で抽出し提供している。

3

店主が、熟練の技術を提供してい
る。
カウンター正面の壁一面には、
約１５００種類のウイスキーが並
ぶ。国内外の入手困難な希少なも
のからポピュラーなものまでそろ
っている。
人気のカクテルは、ウオツカベ
ースの「モスコー・ミュール」や
ジンベースの「ギムレット」など
のスタンダードのものから、小山
店主お任せの注文も可能。おすす
めの「フレッシュフルーツのカク

3

1

36

●大手 1-5-19 ● TEL：46-8115 ●営業時間：19 時～ 25 時 日曜定休

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
今秋に赤ワインを初リリース
退職。農業はまったく経験したこ

患者に寄り添う治療や施術

院」を開業したが、
「生まれ故郷

患者一人ひとりの話を丁寧に

の小諸で仕事をしたい」と、独

御市）主宰の千曲川ワインアカデ
ワイン用ブドウ栽培に取り組む ミーなどでブドウ栽培の知識や技

治療を心掛けている。
「 会話の

立開業した。

「農花（のうはな）
」
（岡本なるみ代 術を学び、手探りの状態から地道
表）は、糠地の約 ㌃の畑を借り に取り組んできた。

予防法などを導くこともできる」

こもろ鍼灸整骨院

て栽培を始めてから今年で４年目。 今秋には、初めての赤ワインの
除草剤や化学肥料を使用せずにシ リリースを予定。

という佐藤院長。
「患者の話に少

とがなかったが。玉村豊男さん（東

ャルドネやケルナー、カベルネフ

しでも長く耳を傾け、寄り添う

農花
          

ランなどの減農薬による多品種少

鍼灸接骨院を目指していきたい」

中から最適な治療方法やけがの

●南町二丁目５－２０● TEL：４１- ０１８４●診療時間：８：３０～１３：００、１５：００～１９：００ 土曜午後、日祝休診

聞き、その中から症状に合った

量栽培を進めている。今年６月に

南町の国道１４１号線沿いに

道整復師の勉強を３年、その後

卒業後は東御市の専門学校で柔

小諸商業校で柔道部に所属し、

佐藤代表は小諸市大久保出身。

最新の治療機器を完備している。

治療器、ウォーターベッドなど

サージ。超音波治療器や低周波

撲▽スポーツ障害▽鍼灸▽マッ

主な診療は▽骨折▽捻挫▽打

院長）が開院した。

「こもろ鍼灸整骨院」
（佐藤映治

と話している。

● TEL：090-9963-2401 ● URL：https://nouhana.com/

は、収穫した複数品種でブレンド
した微発砲ロゼ「ＤＯＤＯ・ＰＥ
Ｔ・ＮＡＴ（ドードー・ペットナ
ット２０２０）
」
（税込２６４０円）
を約３百本リリース。ネットのみ
商品名にある「ＤＯＤＯ」は、

の販売だったが、既に完売した。
モーリシャスに生息していた絶滅
鳥の名で「のろま」の代名詞。岡
本代表はその存在を「自分に似て
いて他人事とは思えず、ドードー
のように愚直に丁寧に栽培に励も
う」との思いを込めた。
岡本代表は東京都出身。糠地の
畑近くに家も購入しているが、現
在は夫と子ども二人が暮らす東京
からの「単身赴任」で作業にあた
っている。以前は出版の仕事に就
いていたが、農的生活に憧れ早期

埼玉県の学校で３年学びあん摩
マッサージ指圧師、鍼師、灸師
８年前、兄の直幸さんと二人

の国家資格を取得した。
で佐久市長土呂に「あさま整骨

－5－
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建 設 委 員 会 ・ 職業安定協会

職場体験学習に講師派遣

当所建設委員会（谷和人委員長）と小諸職業安
定協会（塩川秀忠会長）は、小諸東中学校に講師
を派遣し、２年生２３６人に対し業界の説明や働
くことについての講義を実施した。

高校進路指導主事と懇談

小諸職業安定協会

また、佐久公共職業安定所からは、

学卒選考に関する日程や選考基準に

ついての説明があり、企業への周知

今後小諸職業安定協会では、企業

小諸職業安定協会（塩川秀忠会長） 活動を行った。

は７月６日、高校進路指導主事と会

員企業の学卒採用に係る懇談会を開 ガイドブックの作成や企業説明会な

この事業は例年、学校側で依頼した企業を訪問
し、現場見学を通じて業種理解を深めることが目

催した。新型コロナの影響で、昨年 どを予定している。

のような方法での実施要請（企業紹介）が学校側

校共に今まで通りの方法が難しくなったため、こ

上田管内にまで拡大し、 校が参加。

き、 社が参加。また、参加依頼を

あり、佐久職業安定協会と合同で開

今回は進路指導主事からの要望も

は開催を見送り２年ぶりとなった。

から当所と小諸職業安定協会に依頼があり、それ

今回の開催についてはコロナ禍により企業、学

的で開催しているもの。

に応じて実現した。

望する業種を選択し、時間割に沿って３コマの職

に分かれたグループを組み、あらかじめ説明を希

当日は７社（団体）が参加し、生徒は４～５人

ほか、企業に対し求める人物像や能

望する職種などの現状が説明された

とし、就職希望者の人数や割合、希

当日は、各校からの情報提供を主題

就職希望者が減少する業種につい

などは例年通り開催。今年度も８月

の「大抽選会」や秋の「はっとくシ

主な役員は次の皆さん。

ールまつり」などを計画している。

同組合は昭和 年発足。現在 店

▽専務理事

塩川浩次（カネマン田村屋）

を専門家が対応。５年前から年３

38
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業の学習を受けた。

ては、専攻学科への進学後に就職を

力などについて質疑が交わされた。

紙の記者、地元建設業の技術者などから協力を得

建設委員会では、長野県建設業協会や業界専門
て、建設業の仕事についての講義やＶＲ体験を実

の報告もあった。

目標とする希望者が増えているなど
参加した生徒からは、
「イメージと違う仕事が多

施。
くてびっくりした」
、
「とてもやりがいのある仕事
だと思った」などの感想が出た。

こもろスタンプ

「はっとくシール」を発行するこも


なるが、今回は事業承継の相談も

ろスタンプ協同組合の総会は 日に

理事長に小林敬志さん再任

ワンストップ総合相談会

受け付けた。

▽理事長
一般の相談者に加え、最近入会し

小林敬志（こばやし商店）

今年度初めて開催

開き、理事長に小林敬志さん（こば

舗ある加盟店で百円の買い物につき

荻原隆（小諸

やし商店）を再任した。任期は２年。 ▽副理事長
相談できるというメリットを感じ

シール１枚を発行。台紙による買い

回の特徴。一日で複数の専門家に

当所と中小企業相談所による「ワ た会員からの相談も増えたのが今
ンストップ総合相談会」は７月

法律や税務、経営、金融、創業、 てもらえる機会となった。次回は

物やイベント参加事業などを展開し

商工会議所）

58

専用の申込用紙で参加できる抽選会

掛川和人（大和屋紙店）

ま た、 当 所 で は 各 専 門 分 野

月を予定している。

ている。コロナ禍に見舞われた昨年

事業継承など他分野にわたる相談

度は、人気の招待旅行を中止したが、

日、当所３階会議室で開いた。

16
詳 細 は 中 小 企 業 相 談 所（ 電 話

初開催となる。

11

相談内容の多くは法律や税務と ２２・３３５５）まで。

小林理事長

12

44

回開催しており、今回は今年度の の 相 談 会 を 毎 月 開 催 し て い る。

21

佐久溶接協会

アーク溶接特別教育講習会
受講者募集
佐久溶接協会（長岡創一郎会長）は、
月に開くアーク溶接特別教育講習会の受講
者を募集している。
アーク溶接作業による災害防止を図るた
めに、労働安全衛生法では、事業者がアー
ク溶接の業務など一定の危険有害な業務に

フードステージ

総売上千五百万円超

■観光委員会

７月１日

・今後のイベントについて

■建設委員会

７月２日

当所商業委員会（小林敬志委員長）が
昨年５月から開催している「ＫＯＭＯＲ

・
「職場体験学習」について

用した総菜パンの販売があり、２２０食
があっという間に完売した。
当委員会では引き続き出店者を募集し
ている。問い合わせは商業委員会事務局
まで。

７月 日

■商業委員会

・事業支援アドバイザーとの意見交換会

７月７日

■工業委員会

・市民まつり代替案について

Ｏ ＦＯＯＤ ＳＴＡＧＥ（コモロフー
ドステージ）は、これまでの総売上額が
千五百万円を超えた。
長引くコロナ禍による飲食店の支援と
して始めた本事業は７月 日現在、延べ

月 日には新たに「こもろん味噌」を使

知されているほか、新規出店も多い。７

中心市街地の昼時の日常風景として認

６００店に上っている。

来店者数約１８０００人、出店合計数約

16

労働者をつかせる場合、
「その業務に関す
る安全または衛生のための特別教育を行わ
なければならない」と義務づけられており、
特別教育を受けない者は溶接作業に従事す
同協会では、事業主に代わって法令の規

業
商
14

ることが出来なくなっている。
則により「安全衛生特別教育規定」第 条
に基づいて講習会を実施している。

こもろ市民まつり
代替イベントについて

２２・１７００）まで。
渡る日程で様々なイベントを行うというもの。

▽実施日： 月 （月）
、 日（火）

本件に関する問い合わせは市役所商工観光課（電話
に開催してきたふーどまつりを皮切りに、約３週間に

▽定員： 人

策定などのコロナ対策をもって実施する方針。
合会、小諸青年会議所も参加し、例年 10 月第一日曜

▽申込期限：９月 日（水）
▽受講料：協会会員８５００円、協会非会
員１２０００円
詳細は長野県溶接協会ホームページ

日程や開催場所を分散、県の基準に準じた開催基準の
同委員会には当所のほか、こもろ観光局、商店会連

10

4

。問合せは佐久溶接協
https://nwes.or.jp)

・秋のこもろ市民まつりについて

・ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯＤ ＳＴＡＧＥ

について

・チャレンジショップについて

■経済環境委員会

７月 日

・情報セキュリティ講習

・打ち水について

－7－

ることとした。開催については、密集を避けるために
代替イベント検討委員会が組織された。

20

28

当所が毎月発行する本紙に封入する
チラシ折込サービスを行っておりま
す。
▽料金 一号につき一社一枚に限り、
税込 13,000 円（内訳：1,300 部× 10
円）
▽様式 Ａ４三つ折り（巻き三つ折り、
内三つ折り）のサイズに収まるもの
▽申込 事前に折り込み原稿を持参の
うえ、当所窓口で申し込みをお願いし
ます。
折込料金については、会員数の増減
により予告なく変動する場合がありま
す。
その他条件などの詳細については総
務課までお問い合わせください。

（

会事務局（電話２２・３３５５）まで。

委員会だより 7 月の議題

会報折込サービスのご案内

期間中に市内で開催されるイベントをまとめて「秋
新型コロナウイルス感染防止のため、こもろ市民ま

26

の市民まつり」と共通の名称を付け、一体感を持たせ
つりが２年連続で中止されたことを受け、市民まつり

25

22

10

20

委員会活動から

小規模事業者と商工会議所のパイプ役
小諸商工会議所振興委員

︻小規模企業振興委員とは︼
小規模企業振興委員とは、
の役員の方や団体から推薦

された方を会頭が委嘱し、

３年任期で任務に遂行して

いただく小規模事業者の経

営支援のための制度です。

振興委員の役割として、

︻役割︼

国・県・市・会議所の施策

を商工業者の方にお伝えし

たり、商工業者の方の声を

会議所に伝えていただくパ

イプ役として重大な任務が

委員長

副委員長

副委員長

原 佳子
㈲ＡＡＡ

あります。

経営上直面するさまざま

前川 章
(資) 前川モータース

︻具体的な取り組み︼

吉田 俊
㈲ヨシダ

山浦邦雄

な問題に対する相談窓口と

して、会議所の経営指導員、

アドバイザーを紹介してい

ただきます。事業資金の借

り方、帳簿のつけ方、決算・

税務申告、労務に関する相

談、
福利厚生制度
（生命共済、

退職金共済）などの相談を

取り次ぎます。

︻ご利用ください︼
会議所にはなんとなくい

きにくいという方、相談無
料・秘密厳守ですので安心
してお近くの振興委員を通

じて、お気軽にご利用くだ
さい。

カットショップピノキオ

との連携・共存共栄を進めるこ

や価値創造を図る事業者の皆様

は、サプライチェーンの取引先

「パートナーシップ構築宣言」

れています。

する補助金の優先採択が検討さ

いて「宣言」を行った企業に対

ることができるほか、政府にお

ロゴマークを広報などに使用す

▽お問合せ

検討をお願いします。

会員事業所の皆様のご参加の

とで、新たなパートナーシップ
を構築することを、企業の代表
本宣言では、

者の名前で宣言するものです。

話 ０ ３・６ ２ ５ ７・１ ５ ４ ０）
・

○「宣言」の内容について

中 小 企 業 庁 企 画 課（ 電 話

１ サプライチェーン全体の共

２ 親事業者と下請事業者との

０３・３５０１・１７６５）
。

官（ 産 業・ 雇 用 担 当 ） 付（ 電
望ましい取引慣行（下請中小企

○「 宣 言 」 の 提 出・ 掲 載 に

・内閣府政策統括官付参事

業振興法に基づく「振興基準」
）

つ い て・
（公財）全国中小

存共栄と規模・系列等を越えた

の遵守を宣言し、本ポータルサ

企 業 振 興 機 関 協 会（ 電 話

新たな連携

イトに掲載することで、各企業

０３・５５４１・６６８８ 。)

の取組の
「見える化」
を行います。

本ポータルサイトで「宣言」
を公表して頂いた企業は指定の

－8－

近藤哲哉
カフェ・ダイニング クレッセント
依田利宣
㈲丁子屋

村松丈徳
古久庄 村松商店

中沢智文
中屋道具店

山岸喜昭
㈱アサマリゾート
依田悦子
㈲エル美容室
金井賢吾
㈱佐久電気
掛川 勝
㈲梅香園

小諸市内の地域、業種団体

小規模事業者と商工会議所とのパイプ役として、私たちがご相談をお受けいたします。お気軽にお
声をおかけください。

宮嶋林檎園

祖父の代から始まり、私たちで３代目を数えます。父が開
発した強い酸味が特徴的な「浅間クチーナ」
、標高の高い佐
久地域の特性から味が濃く身が締まった一品に仕上がる「シ
ナノドルチェ」など 26 品種を栽培。また、株式会社サノバ
スミスの一員としてリンゴを使った果実酒「ハードサイダー」
の普及促進にも力を入れています。
そのきっかけは、果樹研究会青年部でシードルを作ってい
た頃、同じ原料を使っても醸造委託先で毎回味が異なるとい
うことに興味を抱き、栽培仲間と米国オレゴン州ポートラン
ドのサイダリーを回りました。伝統的な製法を守る仏国のシ
ードルと比較し、方法も未確立で自由度が高く、ビールのよ
うな感覚で飲めることや、同年代の人々が担うサイダー文化
から醸し出されるストリート感に強く魅了されました。
帰国後研究を重ね、2017 年に初めて「サノバスミス」を
リリース。海外でメジャーな品種ですが当時の国内ではお酒
に使われたことがなく、
「飲む人の記憶に残るような酸味の
強いものを」と考えて原材料に選んだ品種「グラニースミス」
が名前の由来です。当社商品のユニークな名前やボトルデザ
インはデンマークに住む友人の手によるもの。新商品を飲ん
でもらい、そこから得たインスピレーションからデザインし
てもらっています。
その後も様々な製品を開発しつつ、大町に自社工場を構え
ました。今年は松本市の「松本ブルワリー」や「ＴｈｅＳｏ
ｕｒｃｅＤｉｎｅｒ」とのコラボレーション商品や、
「サノ
バスミス」をリバイバルした「サノバスミスオリジナル」を
販売しました。
今後の目標は、サイダー専用の品種を日本で開発するこ
と。専用品種はサイダーとして完成して初めて善し悪しが分
かる。栽培から醸造、販売までを果樹農家が一手に行うとい
う農業とお酒の関係性を次世代へどう繋げていくかがこれか
らの課題です。

リンゴとサイダーへの情熱をボトリング

事業所ＤＡＴＡ
■議員職務執行者変更
・長野県信用組合小諸支店
小林賢一

２６５２―１

・こもろ鍼灸整骨院

佐藤映治 南町２―５―

・あいうえ不動産

小林正博 新町１―５―

手１―３―

Ｅ（オレノコーヒー）

・ＯＬＥＮＯ ＣＯＦＦＥ

▽４日（水）
・打ち水 （ 時～）
・女性会理事会 （正午～）
▽５日（木）
・税務相談 （ 時～）
▽９日（月）
・経営相談 （９時～）
▽ 日（火）
・労務年金相談 （ 時～）
▽ 日（木）
・法律相談 （ 時半～）
▽ 日（金）
・建設委員会 （ 時半～）
・登記法律相談 （ 時～）
▽ 日（土）
・小諸機工同友会親睦野球大
会
▽ 日（木）
・青年部定例研修（ 時半～）

13

・揚羽屋 竹尾智菜美 大
■新規入会

―

人事異動



・佐久税務署
署長

宮澤康洋

山本芳道 与良町３―

・パスカル
井上隆 佐久市猿久保
８８１―８
・ＳＴＵＤＩＯ Ｋ（スタ
ジオケー）
串田隆 丙７１１―３
御影新田

・ハーバー小諸工場
山岡照明

17

２年目とはいえ、猛暑の中のマスクはとても快適とはいえない。そもそも「マス
ク」は冬の季語。冷気を直接吸い込むのを避ける機能に長けているが、昨年来コロ
ナウイルスを避ける年間通しての必需品。この状況下では、一句詠むにも一年中使
える季語になってしまった。
開幕した東京五輪。コロナ対策に加え選手たちの熱中症対策も大変だ。マラソン
会場が移動した北海道でさえ 度を超える日もあって、誰が決めたかは知らないが、
こんな暑さの下で競技をするアスリートの苦労はいかばかりか。
も う す ぐ 始 ま る 夏 の 甲 子 園 で さ え、 投 手 の 連 投 や 選 手 の 休 養 に 対 す る 気 遣 い も
年々高まっている。「うだる暑さの中の熱いプレー」は、地球温暖化の進行も手伝
って今や青春の美徳ではなくなっているようだ。
学校関係者のコロナ感染で、予選出場を辞退した高校球児の悲痛なメッセージが
話題になった。グラウンドのプレー以前に、チームメイト以外の感染状況までもが
球児たちの闘いになるとは誰も想像できなかった。これは五輪選手も同様だろうが、
人間の限界に挑むアスリートたちは、その限界を超えたコロナウイルスも相手にせ
ざるを得ないというのも皮肉な話で、「おうちのテレビ観戦を楽しんで」という呼
び掛けに、何かやりきれない気持ちだけが溜まっている。

－9－
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7
30

さん・優作 さん

宮嶋伸光

７月 日、サイクリングイベ

・おみやげのみやさか（相生町）

・こうじや商店（御影新田）

・ゆもと京都屋（本町）

面内の仮想コース上のキャラク

・ほんまち町屋館（本町）

・ギフトセンターロビン（和田）

ターを操作する。地形に応じて

・岸田酒店（南町）

負荷が変化したり、世界中の参

御牧ケ原ポタージュスープ

・風味堂（荒町）

加者のキャラクターと共に走る

スペシャルライダーとして走行

８月７日 （土）販売開始

・カネマン田村屋（森山）

ことができるなど、臨場感ある
イベントの参加費は無料。事

レースが体験できるという。

前申込も不要で、オンライン環

境などが整っていれば誰でも参

加できる。
難易度別に３コースを用意。

小諸が舞台として登場する自転
車漫画「ろんぐらいだぁすとー

が、インターネット投稿サイト

した。

ＭＯＲＯ（グランフォンド小諸」 りーず！」の作者などゲストが

「ユーチューブ」でリアルタイム

・酢久商店（荒町）

お問い合わせは当所、または取扱店（７月２０日現在）

今回初の試みとして、レース

・信濃製菓（御幸町）

能です。

配信された。

・ジェラードちるちる（滋野甲）
１袋２３０円。贈答用に箱詰め（５袋、１０袋）も可

中、レース後の栄養補給として
このイベントは、２０１７年 「小諸補給食」を事前販売。そば
やリンゴジュース、温泉の素と

・おみやげの店ひしや本店（御影新田）

・大西製粉（東小諸）

いった小諸の特産品の詰め合わ

・布引温泉こもろ（大久保）

・遠州家（相生町）

から始まった浅間山麓で行われ

・中棚荘（古城）

・エスピーエス（御代田町馬瀬口）

る山岳サイクリング。小諸を舞

当日は特設会場を菱野温泉薬

・ティーサロン寿徳（相生町）

・足柄食糧（古城）

せを３種類用意し、合計 個以

師館に設け、関係者やゲストの

・停車場ガーデン（相生町）

・クツのアゲハヤ（相生町）

上販売した。
新型コロナの影響で、現地で

トークを交えつつ、ＰＲ動画や、

・千野商店（相生町）

・あぐりの湯こもろ（大久保）

台にしたアニメや漫画とのコラ

の開催は昨年、今年と２年連続

グイベントとして定着しつつあ

・井泉庵（新町）

まで。

ボレーションが特色だ。

で中止。代替案として、三密を

た。昨年に引き続き好評を博し、

動画再生数は３０００回を超え

今回の参加者は１０００人超、

諸市のＰＲを行った。

避けるために、昨年６月にオン 「小諸クイズ」などを披露して小
ライン上で開いたところ、国内
外から１６００人が参加し注目
を浴びた。
この手法は、ゲーム形式のト

る。

レーニングプログラムを活用。 コロナ禍に対応したサイクリン
室内トレーニング用のローラー

・さかもと薬局（南町）
です。

『グランフォンド小諸』

台に設置した自転車を漕ぎ、画

・小諸駅のまど（相生町）
今年収穫した白土ばれいしょを贅沢に使った「御牧ヶ

－ 10 －

・セブンイレブン小諸御影店（御影新田）

・アイク（佐久市猿久保）

30

・小諸大橋直売センター（山浦）
原ポタージュスープ」は、７日（土）に発売開始の予定

11

ント「ＧＲＡＮＦＯＮＤ ＫＯ

オンラインで仮想コースを疾走
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