源泉所得税個別相談会のご案内
７月６日（水）
、７日（木）の両日、午
前 時から午後４時まで当所３階研修室に
て開催します。
・所得税源泉徴収簿
・Ｒ３年給与源泉所得税領収証書
・Ｒ４年給与源泉所得税領収済通知書（納
付書）
・給与所得者の扶養控除など（異動）申告書

・給与所得者の基礎控除兼配偶者控除兼所
得金額調整控除申告書―をご持参くださ
い。相談無料。税額が出ない方も必ず申告
をしてください。

７月 日（金）午後１時半～３時半
【設備資金】９千万円（改正前６千万円）
【運転資金】
１億２千万円
（改正前８千万円） ▽開催方法
会場対面式：百人程度、オンライン式：２
▽取扱開始日

７月１日（金）申込分から
▽お問い合わせ先
産業労働部経営・創業支援課金融支援係
（電
話０２６・２３５・７２００）
。

け隊サービスリスト」に掲載されているい

ずれかのサービス。

▽開催会場

参加料無料

百人程度（申込先着順）

コールセンター（電話０５７０・６６６・

サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業

▽お問い合わせ先

▽スケジュール ８月頃申請開始予定。

▽補助対象 サービス利用料
（最大２年分）

テクノプラザおかや 大研修室（岡谷市本町）

４２４）
。

市内に本店を有する事業者（個人事業主も

▽対象のリフォーム工事

※県産業振興機構ホームページから申込

７月８日（金）

▽申込期限

【対象】乗車定員が 人以上の自動車１台以

転管理者の選任を行わなければなりません。

の使用の本拠（事業所等）ごとに、安全運

一定台数以上の自動車の使用者は、自動車

▽安全運転管理者の選任

されています。

の運転前後のアルコールチェックが義務化

４月から、安全運転管理者による運転者

アルコールチェックが義務化に

▽参加対象者
県内に本社又は工場・事業所を有する中小

含む）が施工する以下の①～⑤の工事。

▽お問い合わせ先

新しい生活様式住宅リフォーム支援事業補助金

①自動水栓器具の設置

産業労働部 経営・創業支援課 中小企業

企業の経営者など

②自動開閉洗浄機能付きトイレ器具の設置

支援係（電話０２６・２３５・７１９５）
。

「セキュリティ対策推進枠」について

上またはその他の自動車５台以上の使用者。

▽安全運転管理者の業務

ＩＴ導入補助金において新たに「セキュ
リティ対策推進枠」が創設されました。

交通安全教育、運行計画の作成等。

るとともに、サイバー攻撃被害が供給制約

原因で事業継続が困難となる事態を回避す

事業者等においてサイバーインシデントが

▽アルコールチェックの義務化

に必要書類を提出。

選任後 日以内に事業所を管轄する警察署

▽安全運転管理者の届出

や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや

①運転前後の運転者の状態を目視等で確認

【４月１日～】

生産性向上に取り組む中小企業・小規模

▽概要

中小企業・小規模事業者等の生産性向上を

構が公表する「サイバーセキュリティお助

▽機能要件 独立行政法人情報処理推進機

▽補助率 １／２以内

▽補助額 ５万～百万円

います。

阻害するリスクを低減するための支援を行

小諸警察署（電話２２・０１１０）
。

▽お問い合わせ

保存すること。

②酒気帯びの有無を確認し、記録を１年間

を確認すること。

することにより、運転者の酒気帯びの有無

－2－
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③換気設備の増設
④モニター付きインターホンの設置
⑤宅配ボックスの設置
▽補助金額
施工事費の１／２以内、上限５万円（補助
金額の千円未満は切り捨て）
▽申請期間
建設課窓口にて受付中
▽お問い合わせ先
小諸市建設水道部建設課管理係
（電話２２・
１７００）
。

価格交渉サポートセミナーのお知らせ
▽セミナーテーマ、講師
「明日から活用できる 価格交渉の基本＆実
践を学べる 分」
講師：弥冨尚志（中小企業診断士）
▽開催日時

11

源泉所得税納期限は７月 日（月）です。
経営健全化支援資金額引き上げについて

▽資金名
経営健全化支援資金（新型コロナウイルス
対策）
▽貸付対象者（貸付対象③を追加）
①新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、最近３ヵ月のうちいずれか１ヵ月の売
％以上減少している者

上高又は収益性が、前３か年のいずれか同
月に比べ

セーフティネット保証４号を利用する者

③貸付対象者①又は②のいずれかに該当
し、かつ、物価高騰等の影響を受け最近３
ヵ月のうちいずれか１か月の売上高又は収
益性が前年同月に比べ減少している者
▽改正点

15

11

②新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

15

貸付対象者③の場合

90

10

一
小諸商工会議所女性会は、昭和 （１９８０）

いう活動指針の下、働く女性が一層輝ける小諸

帯し、平和で心豊かな社会を築きましょう」と

年に設立。
「リーダーとして、凛と信を持って連

55

発足当初、会員は 人程度でしたが、一時は

百人を超えたこともあります。現在は ～ 歳

台の 人で構成しています。
女性会の主な事業を紹介します。

70

平成５年から開始し、今年で 回目を迎える

40

もあり、地道な活動の広がりを感じているとこ

たちの長年の活動を見聞きした市民からの寄付

がいのある活動となっていますが、最近では私

側からの需要の高さもあり、会にとってもやり

とのつながりを感じられているようです。施設

発想です。利用者の方は名入れタオルから社会

こうしたところに目が届くのは女性ならではの

浴など日常生活になくてはならないものですが、

近くに上ります。未使用のタオルは入所者の入

寄付する活動で、これまでの寄付は既に７千本

持ち寄ったタオルを市内の社会福祉施設などに

「タオル１本運動」は主要事業のひとつ。会員が

30

つ一つの事業を着実に

女性起業家や話題の人物を講師に招いた講演会

コロナ禍から再スタート切りたい
家庭で利用されずに眠っている食糧品を生活

の呼び掛けがいつしか市民へも広がり、毎年百

人たちに届ける社会活動ですが、会員事業所へ

がりを持ったり、相談したり考える貴重な経験

経営者同士が仕事から一歩離れた場で横のつな

私は入会して今年で 年目になります。女性

末をめどに開催する予定となっています。

困窮者や福祉施設に届ける「フードドライブ」は、 も開いています。今年は小諸が当番になり、年
今年で６年目を迎えます。常温保存ができる食

㎏近い缶詰やレトルト食品、コメ、飲み物を提

を積ませてもらってきました。また、全国各地

糧品を、小諸市社会福祉協議会を通じて必要な

供しています。

また、活動の根幹となる女性経営者の自己研

への参加も継続事業として取り組んでいます。

員増強にも着手していければと考えています。

活動を着実に進めながら、課題となっている会

の駆除、地球温暖化対策の一環として盛夏に行 が、ここへ来てようやく社会が動き出しそうな
う「打ち水」
、こもろ市民まつり「ドカンショ」 気配になってきました。色々な物事が再スター
トする今年度は、まずは会員同士が顔の見える

このほか、外来植物「ハルサキヤマガラシ」 士が顔を合わせる機会が激減してしまいました

ここ３年のコロナ禍で、残念なことに会員同

ないかと思っています。

って参加できるという一メリットもあるのでは

職場では行えない遠方への視察研修にも胸を張

職以外にも家庭での仕事もあり、普段は個人や

の入会メリットと感じています。また、女性は

とができるのも女性会という組織があってこそ

よる講演会を聴講し、会員同士の交流を持つこ

で開催される女性会の大会では、一流の講師に

11

この機会に、女性会への入会を検討していた
鑽の機会として、上田、佐久との東信３商工会
議所女性会による若手後継者等育成事業では、 だければ幸いです。

－3－

42

ろです。

佐藤 英子 会長
小諸商工会議所女性会

20

市を目指し活動しています。

Voice to the future

活力ある事業所情報

焼き鳥、もつ煮、牛すじが自慢
す じ と も つ 煮 定 食（ ８ ０ ０
円）のほか、日替わりラーメン
（７５０円）も人気だ。いずれも
夜の部は５時から９時まで。

地
をー
販プ
売ン
リ場
ニ産
ュ新
ー鮮
ア野
ル菜オ
グサ
リマ
ー２
ン０
ロ０
ー０
ド直
ア
パ売
ー所
ク

菜の配達も行っており、
「安心安
全には十分配慮している」とい
山浦代表は「新鮮な地場産の

う。
野菜を是非食べてもらいたい。
気軽に立ち寄ってほしい」と話
す。今シーズンは 月まで営業

●小諸市高峰高原●
TEL：23-1714 ●営業時間：8
時半～
16 時
時（季節変動あり）
●ＨＰ：https://asama2000.com/
●八満 1104 ●ＴＥＬ：23-2246
●営業時間： 9
時～ 15
無休

コーヒー付き。
アルコール類は生ビールやサワ

また、相生坂公園の「フード

する予定だ。

20

ー、ハイボールなど豊富に取り

月は 日、 日に出店する予
6

そろえているが、
「お酒が飲めな

11

ステージ」にも出店しており、
定。

7

い人でもノンアルコール飲料も
用意しているので、焼き鳥やお
いしい料理を気軽に楽しんでほ
しい」という。
カウンターとテーブルで 席。
駐車場もある。

八満の「グリーンロード直売
所」
（山浦節子代表）が、今年度
の営業を開始した。近隣の農家
が集まり毎朝採れたての野菜や
果実を販売。県外客も多く「新
鮮で安い」と好評を得ている。
午前でほとんどが売れて商品
がなくなってしまうことも多く、
購入したい商品があれば事前に
電話での予約も可能だ。大量に
注文も事前の電話予約で受付け

－4－

満天星

大杭の小諸大橋近くに「炭火や
きとり満天星」がオープンした。
店主の赤尾洋子さんがもてなす家
庭的な店だ。
看板メニューは焼き鳥、牛すじ、
もつ煮。いずれも赤尾さんが手間
暇かけて調理している。
焼き鳥はカシラ、ネギマ、ムネ、
シロ、レバなど。一串一串念入り
に仕込んでいる。塩、タレ、おい
ダレで味わえる。１本１２０円～。

月は夏野菜のトマト、きゅ

ている。

市内の学校給食に使われる野

いく。

秋にかけて果物の種類も増えて

は１２０円前後で販売している。

ブロッコリーなどが並ぶ。価格

うり、とうもろこしの他レタス、

7

入念に下処理して４種類の味噌
で煮込むもつ煮は４５０円。オリ
ジナルの味付けで煮込んだ牛すじ
は５００円。みまきとうふの冷や
やっこ（３００円）焼きおにぎり
（２個４５０円）などの手料理も用
意している。
昼の部は正午から２時まで。牛

13

●山浦 913-1 ●ＴＥＬ：０９０・１８８８・８３４１●営業時間：昼 12 ～ 14 時、夜 17 ～ 21 時 水曜、第１・３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

こちらは全て５００円。ソフト
ドリンクは３００円。
事前に予約すればバーベキュ
ーも可能で、食材は持ち込みか、
予算に合わせた内容で対応して
いる。
甘利代表は「仕事帰りなど気
軽にふらっとお立ち寄りくださ
い」と話している。
今後は昼間のワークスペース
やスタディスペースとしての開
放も予定している。

わがままを叶えるサロン

リトル

の早朝セットにも柔軟に対応。

ていることや理想のスタイルな

塩川代表は「普段疑問に思っ

（要予約、料金別途）

ど何でも気軽に相談してほしい」

ヘアーサロン「ＲｉｔｔＲｅ
大手２丁目にオープンした。

（
（リトル）
」
（塩川隼矢代表）が

●大手 2-1-28 ● TEL：31-5669 ●営業時間：10 ～ 19 時 火曜定休 ● URL：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000591083/

浅間が一望できるビアガーデン

あそび場

相生町３丁目に、ビアガーデ

と話している。
のホットペッパービューティー

予約は電話またはＱＲコード

「わがままが言えるサロン、わ
ーに、客が納得のいくまでカウ

より受け付けている。

がままが叶うサロン」をモット
ンセリングに時間をかけ、理想
のヘアスタイルに導くサービス

－5－

ン「あそび場」
（甘利剛代表）が
オープンした。ビル４階の屋上
からは浅間山や八ヶ岳、北アル
プスも一望できる、昔ながらの
ビアガーデンファンには堪えら

この業界で 年の経験を積ん

が好評だ。

この他、成人式や入学式など

も行っている。

宅での手入れ方法やアドバイス

小諸市唯一の取扱店のため、自

商品ブランド「Ａｕｊｕａ」の

補修トリートメントとして人気

地肌やダメージを受けた髪の

ら、理想のスタイルを提案する。

や髪へのダメージも考慮しなが

的確にアドバイスも行い、頭皮

イルや髪質、雰囲気に合わせて

だ塩川代表が、客のライフスタ

18

れない開放的な空間が人気だ。
人気の「焼き鳥串 点盛」は
ねぎま、もも、タン、つくね。
すべて店で仕込んでおり、味付
けは塩のみ。
このほか「ウインナー、ポテ
ト盛合せ 」
、
「 唐揚げ 」
、
「 ナポ
リタン」
「自家製ぬか漬け」は
３００～５００円で提供してい
る。ほかにも当日のおすすめメ
ニューも日替わりで用意。
ドリンクメニューは生ビール、
レモンサワー、ハイボールなど。

４階 ●ＴＥＬ：070-9027-4075 ●営業時間：17 ～ 21 時 不定休
●相生町 3-1-6

4

通常議員総会を開催

ホテルで開き、
第１号議案「令
和３年度事業報告及び各会計
収支決算報告に関する件」な
また、総会の席上、掛川興

どが原案通り承認された。
太郎会頭より小諸商工会議所
会頭表彰と特色ある企業表彰
が授与、伝達された。
表彰者は次の通り。
〇小諸商工会議所表彰規則第
２条第７項（感謝状）

「合間」を視察見学。

こもろグリーンクラブ（地
域・社会貢献の功績）
〇小諸商工会議所表彰規則第

振興委員会が研修会

当所振興委員会（山岸喜昭委員長）は

６月 日、小諸グランドキャッスルホテ

浅間エンジニアリング（第

議と研修会を開いた。

ルて今年度の第１回目の振興委員連絡会

７条（表彰状）

その後、市内のまちづくり団
体
「おしゃれ田舎プロジェクト」

柳沢英子（職員永年勤続）

て会議所の会員数や共済加入状況の推移

の報告、各種補助金・融資制度の案内や、

６月１日から始まった小諸市消費喚起促

進事業の「こもポン」について利用状況

各委員からは「こもポン」について市

などを報告した。

内だけではなく、市外からのクーポン利

用者も多く、消費喚起の効果を感じてい
るなどの意見が出た。

その他にも業界の現状と課題、地域状

況や要望などについて活発な意見交換を

てしまうため毎年駆除作業を行

高原固有の生態系に影響を与え

を中心に生育が広がっており、

標高１８００ｍのつつじ園付近

した。

ハルザキヤマガラシ

駆除作業に参加

会議の中では、昨年度の事業実績とし

回特色ある企業表彰）

○小諸商工会議所表彰規則第

22

日、小諸グランドキャッスル ３条（表彰状）

当所通常議員総会は６月

令和３度事業報告
原案通り承認
各会計収支決算

空き店舗活用の

活動状況を聞く

のメンバーによる講演と、空き

この日、駆除されたハルザキ

当所女性会
（佐藤英子会長）
は、 っている。
６月 日、浅間・高峰観光協議

会が主催するハルザキヤマガラ ヤマガラシは３６０㎏にも及ん

研修会では佐久地域振興局商工観光課の

武田一弘課長を講師に招き、県の産業振

興施策などについて話を聞いた。

■工業委員会

６月１日

・特色ある企業表彰について

■経済環境委員会

６月 日

・ＳＤＧｓ取組事例について

・ペーパーレス事業について

・視察研修について

■建設委員会

６月 日

・視察研修報告について

・建設関係団体長懇談会について

■商業委員会

６月 日

・商業部会統合について

・ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯＤ ＳＴＡＧＥ

について

・チャレンジショップについて

・週末小諸まちなか活性化事業について

－6－
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シ駆除作業に参加。会員８人が だ。
高峰高原チェリーパークライン
で作業にあたった。
菜の花に似た黄色の花を咲か
せるハルザキヤマガラシは、ヨ
ーロッパ原産のアブラナ科の多
年草で、本来は高峰高原には生
育しない植物。繁殖力が強く、

委員会だより 6 月の議題

28

当所青年部（大西響会長）の 店舗活用などの状況を聞いた。
経営研修企画委員会（櫻井浩多
委員長）は６月７日、
「つなぐ・
つながる定例研修」を開いた。
経営研修企画委員会が主体と
なり、毎年定例研修を開催して
いるものの一環。今年度は地元
のつながりに重きを置いた研修
を行っている。
今回は５月に荒町の古民家を
改修したコワーキングスペース

15

16

22

女性会

13

青年部

８月以降各議員を選出

小諸商工会議所議員選挙について
当所の議員選挙が本年行われます。現議員の任期は、本年 10 月 31 日を以て満了することから、定款に基づき議員選挙を行
うものです。
議員選挙の流れについては、議員の選任方法で示した図のとおり、はじめに３号議員（10 人）を選任し、次に部会ごとに
２号議員（24 人）が選任されたあとで、会員による選挙を行い１号議員（36 人）が選出されます。議員定数は商工会議所の
会員数等規模によって決まっていますが、当所の議員定数は 70 人と定められています。なお、正副会頭はじめ役員について
は議員選挙後、議員総会にて選出されることとなります。
３号議員
会頭が常議員会の同意を得て会員の中から選任する議員です。３号議員は、商工会議所の活動を強化するために、特に地域
の商工業者の中で中心的な役割を果たしている企業や、公共性の強い企業などから選出されます。
２号議員
２号議員は、10 の各部会で、その部会に所属している会員のうちから選任されます。各部会への割り当て数は、部会員の
数とその部会員の会員持口数により決められます。各部会では割り当てられた数の２号議員を部会を開いて選任します。
１号議員
１号議員は会員が投票によって会員のうちから選挙した議員です。なお、立候補の届け出締め切り日までに、立候補の数が
１号議員の定数を超えない時は無投票当選となります。会員は、会費１口について１票の１号議員の選挙権があります。ただ
し会員１人の選挙権の票数は 50 票までとなっています。また、選挙権を行使するためには納期の到来した会費を納めている
ことが必要です。
議員の選任方法

確定告示
8 月 30 日

確定告示
９月２２日

確定告示
10 月 12 日

会頭の選任について
会頭の選任が公平公正かつ円滑に行われるため、議員総会の決議を経て会頭候補者選考委員会が設置されました。次に掲
げるいずれかの方法により会頭候補者となることができます。
(1) 自薦 ( 選考委員会が適当と認める方法によって行われた自薦 )
(2) 他薦 ( 選考委員会が適当と認める方法によって行われた推薦 )
(3) 会頭または副会頭の総意による推薦
(4) 前 (1) ～ (3) が不調の場合には、選考委員会で会頭候補者を独自に選考いたします。
※ 7 月 20 日午後５時までに上記を締め切り、７月 21 日会頭候補者選考委員会を開きます。
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小諸職業安定協会

塩
 川会長を再任

16

小諸職業安定協会の定時

新年度は、既に高校生を

徳永清久（プリンスホテル） 商連の初企画実施中

野末正仁（ＯＫＩネクステック）

▽副会長

事選投票日翌日の８月８日

に当たる。応募期間は、知

と、千円分の商品券が百人

募用紙を指定店に持参する

「投票御礼大抽選会」

橋詰正清（三矢工業）

ずつ応募できる。

低迷する投票率アップと

小諸商店会連合会（高橋 （月）まで。各選挙１人１回

知事選に合わせた「投票御

中島圭一（シチズンマシナリー） 義英会長）は、参院選と県

▽監事

林嘉市（小諸製作所）
つなげようと、小諸市明る

〈業種別回答率〉
◎回答企業数及び業種内訳 200 企業
・製造業 31 企業、建設業 19 企業、卸売業 7 企業、小売
業 21 企業、サービス業 29 企業
・回答企業数 107 企業（回答率 53％）

18

礼大抽選会」を開いている。 商店街のにぎわいづくりに

投票所で配布する専用応

〈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 4 年 4 月から 6 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。

総会は６月 日に開いた。

対象にした初の合同企業説

い選挙推進協議会と共催で

明会を開くなど、佐久管内

提供する雇用行政の情報を

平成 年から投票者に対し

の雇用情勢や、佐久職安が

見据えながら取り組んでい

て独自のサービスを提供す

る「選挙セール」を実施し

くことを確認した。

任期満了に伴う役員改選

できる仕組みとして今回の

てきたが、より気軽に参加

抽選会を企画した。

では次の役員が承認された。

▽会長

来期（令和４年 7 月～ 9 月）

塩川秀忠（大栄製作所）

令和 4 年
4 月～ 6 月期

千メートル林道 協働でクリーンアップ

当所建設委員会（谷和人委員長）と、高地トレーニン
グ推進特別委員会（塩川秀忠委員長）は６月 22 日、高
地トレーニング地として多くのアスリートが訪れる千メ
ートル林道の整備を行った。
小諸市建設協議会と小諸市水道工事協会がクリーンア
ップ運動の一環で、平成 30 年より当所も協働で実施し
ている。
当日は 21 社 27 人と、当所の両特別委員会から 13 人
が参加した。

事業所ＤＡＴＡ

■事業所名変更

・アサマ２０００パーク→高

峰マウンテンパーク

■代表者変更

・ＪＲバス関東小諸支店 大

貫美隆

■所在地変更

・小林土木 八満５９８―１

・新妻精密 森山４９―５

人事往来

・こもろ観光局

－8－

理事長 花岡隆

※その他ご意見等があればお書きください。
・製造部品等の入荷予定が１年先でも、不明確であり受注
があっても製造できない状況である。
・電力やガス等のエネルギー資源の高騰により、直接的な
影響を受けている。



〈概要〉
今回は、「ロシア・ウクライナ情勢の影響」について会
員企業の皆様にアンケートにてお伺いしました。
・既に大きいマイナスの影響が出ている。
27 社
・現状では影響は少ないが、今後マイナスの影響が懸念
される。
49 社
・現状、今後とも目立った影響は予想していない。
11 社

事業所ＤＡＴＡ
■新規入会
・すし処魚がし 大手１―３―３ 山
中隆司
赤尾洋子

・やきとり満天星 山浦９１３―１
・和晃 坂城町中之条１７４８ 宮嶋晃

・ブルーム小諸 八満藤塚２４１５―
７ 山村達也
・Ｒｅｓｏｎｙ（レゾニー） 三和１
―７―３５ 白石有哉
・ＲｉｔｔＲｅ（リトル） 大手２―
１―２８大手ビル２ 塩川隼也
・自然農園ゆいまーる 山浦５０４４
―１９ 大田圭一郎
・あそび場 相生町３―１―６ 甘利剛

▽３日（日）
・東信３ＹＥＧスポレク
（ 時～）
▽６日（水）
・源泉税個別相談会（ 時～）
▽７日（木）
・源泉税個別相談会（ 時～）
▽ 日（木）
・建設委員会 （ 時半～）
・高校進路指導主事懇談会
（ 時～）
▽ 日（金）
・こもろスタンプ総会 （
時～）
▽ 日（火）
・商業委員会 （ 時半～）
▽ 日（木）
・ワンストップ総合相談会
（ 時～）
・会頭候補者選考委員会（
時～）

10
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今年の「土用の丑の日」は、７月 日（土）の「一
の丑」と８月４日（木）の「二の丑」の２回あるそ
うな。昔の人が経験的に「体をいたわり精が付くも
のを食べろ」と伝えてくれたのだから、ここは万難
を排して食らいつこうと考えている。
その事前練習として、たまたま立ち寄った静岡県
浜松市で、現地でも名高い老舗に入った。平日の開
店時でも行列ができあがっている。暖簾を出す前の
店に一旦入り、注文と会計を済ませる。その後は再
び店を出て、椅子が並ぶ裏手の駐車場で順番を待つ。
熱中症対策か、屋根からはミストが散布され、ウナ
ギを焼く煙と交じり合う様さえ美味しそうだ。
運 ば れ て き た う な 重 の 蓋 を 取 り、「 ご 無 沙 汰 し て
います」と一礼。ものの 分で平らげて、小諸で迎
える「一の丑」まで、しばしのお別れを告げてきた。
ちなみにこの店には、ご飯にタレをかけただけの
「たれライス」なるものもあった。「ウナギを焼く煙
で丼飯 杯は食える」と豪語する友人に、安価な「土
用の丑の日」のレシピとして勧めよう。

－9－
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Ｗｅｂサイト（ホームページ）やＥＣサイト（ネッ
トショップ）制作、業務効率化のためのエクセルの使
い方をアドバイスしています。
前職は産業機械の大手メーカーで補修部品の販売を
担当。受注から出荷まで一通りのプロセスに携わり、
受注・売上管理、在庫管理をエクセルなど使って自動
化したり、生産性向上や業務効率化に取り組みました。
また、学生時代に留学して培った英語力を活用しなが
ら貿易関係の知識、経験にも習熟しました。
提供したいのは「モノ」より「コト」
。前職の知識、
経験を生かし、相談者の悩みを聞きながら、現場目線
でアドバイスする「ＩＴお悩み相談所」です。
令和２年に小諸創業塾を受講。創業をリアルに感じ
ることで「フリーとしてやっていく上で何が武器にな
るのか」という課題に直面しました。事業主の中には
日々の事務に追われている人もいるはず。エクセルの
使い方などを提供することで業務効率化を支援し、中
小企業、小規模事業者の皆さんが本業に集中できるよ
うにしたい。そんな「エクセルの伝道師」になれるこ
とを目指しています。
また、
「インターネットを使って何をしたいか、何
から始めたら良いか分からない」という相談もお気軽
にどうぞ。やってみたい「何か」を一緒に考えながら
実現していきます。特に、ホームページ制作に関して
は、予算に合せた相談、提案を心掛けています。

「ＩＴお悩み相談所」で事業所支援

Ｒｅｓｏｎｙ（レゾニー）
白石 有哉 さん

こもろデジタルクーポン

こもポン 好評実施中
▽期間
こもろデジタルクーポン「こもポン」は、スマ ７月 日（日）まで

!!

る場合があります。
▽対象店舗

④１００円割引チケット（５００円以上の
買物で利用可）
※①～④の各券に利用回数制限はなく、総
利用額５０００円に達するまで何回でも利
用できます。
※原則、
【１回の来店につき１回のみ】ご利
用可能です。一度の買い物で、支払を分け
てご利用いただくことはできません。

登録したすべてのＩＤに合計５０００円分
の割引チケットが付与されます。

本事業に参加している小諸市内の店舗（小 ダウンロード・割引チケットの取得方法に

確認ください。

ｉｋｅｔＱＲアプリ利用マニュアル」をご

諸商工会議所ホームページの加盟店一覧参 ついては小諸商工会議所ホームページの「Ｔ
照）
▽特徴

◎ ア プ リ 登 録 で 割 引 チ ケ ッ ト を 入 手 ◎配布対象 制限なし（市外在住者、観光
客等も利用可）

現在）
。

「こもポン加盟店」は２０４件（６月２３日

◎対象店舗でこもポンを使ったお買い物が 【加盟希望事業所の方へ】

（５０００円分）

▽概要

その場で最大割引 ％

の買物で利用可）

加盟を希望する方は、小諸商工会議所ホー

後日ＱＲコードを郵送にて発送いたします。
前後お時間がかかりますので、予めご了承
②５００円割引チケット（２５００円以上 ください。
③２００円割引チケット（１０００円以上
の買物で利用可）

担当 :
総務課 玉林

上の買物で利用可）

①１０００円割引チケット（５０００円以 ※申請後、ＱＲコードが届くまで約１週間

用を可とする。

に応じて１会計あたり、いずれか１枚の利 さい。

付与。以下４種類の券を発行し、買物金額 ロードし、小諸商工会議所までご提出くだ

あたり、合計５０００円の割引チケットを 要項をご確認のうえ、登録申請書をダウン

◎チケット券種 １ＩＤ（携帯電話番号） ムページにて掲載している参加事業者募集

効果：３億円）

◎割引利用上限 総額６千万円（消費喚起 ７月中も加盟店を随時募集しています。

20
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31

ートフォンに専用アプリ（ＴｉｋｅｔＱＲ）をダ ※新型コロナウイルスの感染状況等によっ ※金券やたばこなど、一部対象とならない
ウンロードすると総額５０００円分の割引チケッ て、実施時期の変更を行う場合があります。 商品があります。
トが付与され、小諸市内の対象店舗での利用料金 ※チケット利用額が予算額に達する見込と ◎配布方法 専用アプリ（ＴｉｋｅｔＱＲ）
なった際は、キャンペーンを早期に終了す をスマートフォンにダウンロードし、利用
が、その場で最大 ％の割引になります。
20
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