佐久技術専門校訓練生募集
【機械加工科（普通課程）
】
▽訓練期間
１年（令和５年４月～令和６年３月）
万８千８百円（年額）※教科書代は実費

▽授業料
▽応募資格
高校を卒業（見込み）の方、又は同等以上
と認められる者
▽募集定員
人

月 日（月）～ 月 日

月 日（月）～令和５年

月 日（月）

月 日（月）

▽入校選考
①推薦

▽応募資格

書代等は実費

無料、ただし在職者は授業料有料。※教科

▽授業料

６ヵ月（令和５年４月～同年９月末）

▽訓練期間

【機械ＣＡＤ加工コース（短期課程）
】

③一般第２回 令和５年１月 日（月）

②一般第１回

15

▽募集期間

令和５年２月９日（木）

補助上限額 最大２千２５０万円（国最大
２千万円、県最大２５０万円）
▽申請期限
令和５年２月 日（水）まで（消印有効）
▽お問合せ先

２・０５４９）又は最寄りのハローワーク

２６７・６３・３１５８）

内）

労働者が自発的に受講した職業訓練費用を

②自発的職業能力開発訓練

賃金助成の人数制限の撤廃等）

る事業主への助成の拡充（長期休暇制度の

短縮及び所定外労働時間の免除）を導入す

制度や短時間勤務等制度（所定労働時間の

働きながら訓練を受講するための長期休暇

①長期教育訓練休暇等制度

【労働者の自発的な能力開発の促進】

ＩＴ分野未経験者の即戦力化のための訓練

②情報技術分野認定実習併用職業訓練

主に対する高率助成。

や、海外を含む大学院での訓練を行う事業

高度デジタル人材※の育成のための訓練

訓練

①高度デジタル人材訓練／成長分野等人材

【デジタル人材・高度人材の育成】

▽コース概要

が追加。

たな助成コース「人への投資促進コース」

等を助成する「人材開発支援助成金」に新

場合に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部

事業主が労働者に対して訓練を実施した

人材開発支援助成金について

（国１／２、県１／ 以内）

・
「グリーン枠」

②グリーン枠を上乗せ補助対象に追加。

に拡充しました。

①対象公募回を「 次締切から 次締切」

拡充

▽ものづくり・商業・サービス補助金」の

４千万円、県２８８万円）

補助上限額 最大４千２８８万円（国最大

よっては２／３］以内、県１／ 以内）

補助率 最大８／ （国３／４［補助金に

・原油価格・物価高騰等緊急対策枠

１億円、県最大５００万円）

補助上限額 最大１億５００万円（国最大

補助率６／

・グリーン成長枠

緊急対策枠を上乗せ補助対象に追加。

②グリーン成長枠、原油価格・物価高騰等

募」に拡充。

①対象公募回を「第６回公募から第８回公

【変更点】

▽「事業再構築補助金」
（国）の拡充

長野県プラス補助金（第２弾）拡充

長野県佐久技術専門校（電話０２６７・６ 「長野県プラス補助金」受付担当（電話０

【お問い合わせ先】

15

月 日（月）～令和５年１月 日（月）
12

▽入校選考

12

補助率３／４（国２／３以内、県１／ 以

負担する事業主に対する助成。

【柔軟な訓練形態の助成対象化】

①定額制訓練

労働者の多様な訓練の選択・実施を可能と

する「定額制訓練」
（サブスクリプション

型の研修サービス）を利用する事業主に対

する助成。

▽お問い合わせ先

長野労働局訓練室（電話０２６・２２６・

０８６２）

県奨学金返還支援制度導入企業サポート事業

県は、従業員への奨学金返還支援制度を

設ける県内企業に対し、負担額の一部助成

する事業を令和５年４月から開始予定。

今年度から参加予定の企業を募集し、８月

頃に開設予定のＨＰにおいて参加予定企業

として周知を行います。

▽概要

・県内に本社等を置く中小企業等で、国・

県が働きやすい企業に対して認証している

制度を取得している企業が対象。

した額の２分の１（１人あたり年額 万円

・従業員の奨学金返済に対して企業が負担

上限）を補助。

▽周知について

ページから申込。

・企業名の掲載を希望する企業は兼ホーム

▽お問い合わせ先

・掲載費用無料。

長野県産業労働部労働雇用課雇用対策係

（電話０２６・２３５・７２０１）

－2－

▽募集期間
①推薦 ９月 日（月）～ 月 日（木）
13
11

学歴不問（
「ものづくり」関係の企業に就

10

②一般第１回
31

28

（火）
③一般第２回
12

１月５日（木）

26
10

職を希望する方）
人

▽募集定員

12

12

24
11

30

20

12

10

10

10

10

16

10

10

11

10

10

高
来年３月に高校などを卒業予定の新規学卒者
の求人は、既に昨年を超える状況となっていま
す。コロナの影響で各年度での求人数の比較は
難しいものの、昨年同月比で、製造業は３割増、

自粛を強いられていた業種については２倍近い

求人が出ており、企業の採用に対する高い関心

まる高卒者求人
企業と学校を効率的につなぐ

程調整を求める声も多く、高卒求人の需要の高

企業見学会の選択数を増やしたり、効率的な日

います。

零細企業にも利用しやすくなるのではと感じて

ており、採用に時間や労力を割けない小規模や

校、企業の参加数共に過去最多。懇談の中では、 所にもメリットのある事業になるのではと感じ

まりが顕著になっています。
当所では雇用に関する様々な情報提供や職業

続できるよう、地域に貢献していきたいと考え

情報交換を通して地域に必要な企業が末永く存

立てるよう、職員から積極的に企業訪問をし、

当所が行う様々な支援策をもって企業の役に

紹介を日々行っているところですが、企業の採

ています。

用に直接結びつく活動について、今後より力を

具体的には、佐久本所と小諸出張所でそれぞ

入れていきたいと考えています。
れ行っているミニ面接会の拡大です。これは求
人を預かっている企業にこちらからお願いし、
求職者との面接を行うというものです。年々企
業の参加意欲が高まる中、求職者の来場が少な
くなっていることから求職者に対するＰＲが不
十分だと感じています。商工会議所の会員事業

佐久職安と小諸、佐久職業安定協会が 14 日に開いた「高等学校等進路指
導主事懇談会」。佐久管内の企業 50 社の採用担当者と、東信地区の高校進
路指導主事らがそれぞれが抱える困りごとへの理解や、高卒採用者の効率
的な採用に向けての意見交換を行った。

が伺える状況となっています。採用に関しては、

性・能力をもっているかどうか」という公平公

「応募者本人が、求人職種の職務遂行上必要な適

正な基準で行うことを遵守してもらうようお願

いしているところです。
学校側は、昨年まで企業訪問を一部制限して

いたところが多く、企業側と進路担当者との関
係が構築出来ず、情報交換がままならないまま
選考に進んだという例がありました。これは生
徒や学校または企業にとっても大きな問題で、
その結果採用のミスマッチに繋がりかねないと
懸念しているところです。
今年に入り、学校側も感染状況に対応しなが
ら受け入れ態勢を整えてきていて、オンライン
の活用を含め企業の採用情報を積極的に収集し
ようとする動きが出ています。当所では小諸、
佐久職業安定協会との共同事業として進路指導
主事懇談会を毎年開催していますが、今年は学

－3－

所長

小林忠
佐久公共職業安定所

飲食・サービス・娯楽業など、時短営業や営業

Voice to the future

活力ある事業所情報

アパレルブランドを立ち上げ

ラックブラン
いる。
情報は随時ＱＲコードインス
タグラムより確認できる。

ト
設
リレ
ニー
ュラ
ーー
アハ
ルウ
オス
ーを
プ新ン

泉０
浅０
間パ
山
荘
ア天
サ狗
マ温
２０
ー
ク

棟、

ルセットは２０００円からレン
タルが可能。
同じ敷地内にはロッジ

コテージ 棟、キャンプ場があ

3

のキノコ狩りツアーなど季節の

これから秋にかけて毎年好評

きたい」と話す。

長期滞在にも柔軟に対応してい

スを別荘感覚で使ってもらい、

山﨑代表は「トレーラーハウ

も多いという。

グループや家族 世代での利用

を変えて楽しむ客も多く、若い

るため、足を運ぶ度に宿泊場所

5

イベント受付も始まる。

●小諸市高峰高原●
TEL：23-1714
●営業時間：8
時半～ 16 時（季節変動あり） ●ＨＰ：https://asama2000.com/
●小諸市甲又 4766-2
●ＴＥＬ：22―0959
●ＵＲＬ：http://www.tenguspa.com

同店はイベント出店依頼も随

サワー、カクテル、ソフトドリ

浅間山登山口の「天狗温泉浅

3

時受け付けている。
同店オリジナル 月の限定バー
イシーな商品を予定。飲み放題

ガーはビールに合うようなスパ

8

（２２００円）も好評でビールや

種類と豊

ンクなど計
富なドリン
クを楽しむ

間山荘」
（山﨑幸浩代表）は、ペ
ット同伴ができるトレーラーハ
ウスを新設した。コロナ禍のワ
―ケーション需要やペット同伴
の要望を取り入れた。
全５棟。平屋タイプとロフト
付きタイプの２種類で、どちら
のタイプもＷｉ―Ｆｉが利用で
きる。キッチン、エアコン、テ
レビ、電気ポット、浴室を完備。
利用料は 棟４５０００円から。
長期滞在の料金は要相談。
食事付きプランは夕食
４５００円、朝食は１５００円
から。この他バーベキューも楽
しむことが出来る。コンロや鉄
板、網など道具一式と、食材が
セットになった「手ぶらでバー
ベキュープラン」は全てお任せ
で４５００円から。ＢＢＱグリ

－4－

ことが出来
相生町のアメリカンダイニング る。
「ラックブラン」
（掛川絢太店主）
がアパレルブランドを立ち上げ、
ストリートカジュアルをベースに
した商品の販売を始めた。
掛川店主が自らデザインを手掛
け、
「シンプルながら存在感のある
商品」をモットーにしている。
商品は長袖シャツ（４６２０円）
、
半袖シャツ（３８２０円）
、キャッ
プ（４２００円）など。季節ごと
の商品も追加していく予定だ。
ロゴマークはツバメをモチーフ
にしていて、
「小諸から巣立った洋
服が人を連れて小諸に帰ってきて
ほしい」という思いが込めた。
商品は店頭やインスタグラムの
ＤＭで注文を受付けている。今後
ネットショップの開設も予定して

1

30

●相生町一丁目２ ‐ ２ユーニックビル 2 階●ＴＥＬ：31-5573 ●営業時間：ランチ 11 ～ 14 時（金、土のみ）ディナー 17 ～ 22 時 日、月定休

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

リジナルスパイスで味付けした

ショップ兼宿泊施設オープン

テールドシエル

糠地のワイナリー「テールド
シエル」
（池田岳雄代表）が、シ
ョップ兼宿泊施設「糠地ワイン
ハウス」をオープンした。
レストランだった旧サンヒル

ループ利用（５～

している。

人）のみ。

くの人に知って貰いたい」と話

通じて糠地の魅力を発信し、多

池田代表は「今後もワインを

チも計画していくという。

わる「ワンデイシェフ」のラン

いくほか、日ごとに料理人が変

対応できるように準備を進めて

今後食事は中華料理などにも

５０００円。

キ ュ ー も 出 来 る。会 場 利 用 料

では食材を持ち込んでバーベ

金 別 途 ）で、屋 外 の テ ラ ス 席

はテイクアウトや出張料理（料

素泊まり１人５０００円。夕食

10

テックスメックス料理を提供

ラップ！ラップ！
キッチンカーでブリトー、タ
コスを販売する「ラップ！ラッ
プ！」が、新たなメニュー「チ
キンオーバーライス」（９６０円）
の提供を始めた。
チキンオーバーライスとは、
鶏肉を乗せたご飯物料理で、米
国ニューヨークの屋台では人気
のメニューという。
全て手作りで油を使用せず、

ることも可能。
１番人気の「メキシカンチキ

通常はピリ辛のレッドソース

チキンとサルサが自慢の一品。

ズ小田跡地で、平屋を改装し宿
泊用の部屋や食事会場用のダイ

●小諸市滋野甲 4162-512 ● TEL：090-7268-2583 ● Mail：t-ikeda@terredeciel.jp

食材のレタスは出来るだけ小諸
産の新鮮なものを使用している。
鶏肉のためヘルシーで、バラン
スの取れた食事と好評を得てい

がかかっているが、辛さを抑え

女性からの人気も高いという。

ンブリトー」
（６００円）は、オ

たスイートチリソースへの変更

この他、
「チリドッグブリトー

ニングルーム、ワークスペース
として利用できる会議室、ワイ
ンを楽しむラウンジなども開設。
全ての部屋でＷｉ―Ｆｉが利用
できる。
ショップのワインセラーには
同社のワインのほか、ワイナリ
ーを持っていない市内のブドウ
生産者仲間の委託を受けたワイ
ンを陳列し販売。試飲も可能で
１杯 ｍｌ白ワインが５００円。

－5－

る。

ができるほか、辛みをプラスす

ジョンソンビルＶｅｒ．
」（８５０
円）は通常のソーセージより大
きく食べ応えがあり、ジューシ
ー。今後はミールキットの販売
を予定しており、自宅で簡単に
出来立てを食べられる。
現在は相生坂公園の「フード
ステージ」で水、金曜に出店し
て い る
が、 出 店
依頼も随

赤ワインが６００円。
1

時受け付

60

宿泊利用は 日 組限定でグ
1

け て い
る。

●ＴＥＬ：090-7276-6515 ● URL：wrapwrap2005.com

移住起業支援で連携協定
商議所・市・日本公庫の３者で県下初

資（１００万円以上）を受けた者

・市内金融機関において企業支援の融

に起業する者

・県外より小諸市に転入し、１年以内

当所（掛川興太郎会頭）は、日本政 小諸市への移住促進及び地域の活力の ・市区町村民税の未納が無い者
策金融公庫小諸支店と小諸市の３者に 創出を図るため、移住者の起業に要す ▽給付額

詳細は次の通り。

もの。

▽申請方法

令和６年３月 日まで

▽期間

より移住起業支援を行うことを目的と る費用に対し予算の範囲内で交付する １事業者あたり 万円
この協定は、日本公庫小諸支店より、

して連携協定を締結した。
コロナ禍で小諸市に移住起業を希望す ▽対象者

る人が増えているという情報提供を受 小諸市内において小売業や飲食業、サ 事前相談後、市役所商工観光課へ申請

小 諸 市 役 所 商 工 観 光 課（ 電 話

▽問合せ先

け、それぞれの持つ強みやノウハウを ービス業などにおいて一般向け営業を 書を持参、郵送、またはメールなど
相互活用する目的で締結に至った。県 行う業種
▽給付条件

また、小諸市は本協定締結に伴い、 ・小諸市に３年以上定住して事業継続 ２２・１７００）

５千円分の割引チケットが付与

参加事業所の追加登録も受け付

上を支援する

業者の売上向

ている市内事

的影響を受け

※申請後、ＱＲコードが届くま

ドを郵送する。

所まで提出する。後日ＱＲコー

録申請書をダウンロードし、当

業者募集要項を確認のうえ、登

ページにて掲載している参加事

－6－

内で同様の協定締結は初めて。

こもろデジタルクーポン「こ

され、小諸市内の対象店舗での

移住者起業支援給付金事業を開始した。 する意思のある者

もポン」は、今月末まで利用期

の割引になる。

利用料金が、その場で最大 ％

と し て、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス

事 業 で、 ス マ

で約１週間前後お時間がかかり

加盟を希望者は、当所ホーム

けている。

ートフォンに

お 問 い 合 わ せ は 当 所（ 電 話

ますので、予めご了承ください。
をダウンロー

２２・３３５５）まで

T i c k e t Q）
R
ドすると総額

（

専用アプリ

り大きな経済

感染拡大によ

また、利用期間延長に伴い、

20

3 年間の契約となります。
１．商工会議所会館定期清掃（共用部分を毎日）
※土日祝日及び当所が指定する平日を除く。
２．商工会議所会館カーペットクリーニング（地階事務所
及び３階会議室を月 1 回）
３．商工会議所会館ガラス清掃（外側全面及び地階事務所
全面を年１回）

見積書提出業者（清掃業）の募集について

小諸商工会議所会館清掃作業の契約期間満了に伴い、市
内会員企業様より清掃業務についての見積書提出業者を募
集いたします。
下記の内容となりますが、詳細 につきましては、８月
12 日（金）までに電話連絡いただいた業者様宛に８月 26
日（金）に発送いたします。
なお、作業内容は下記の通りで令和 4 年 11 月 1 日から

30

31

間が８月 日（水）まで延長と
31

「 小諸市消費喚起促進事業 」

なった。

こもポン ８月末まで延長

東信３ＹＥＧ

が幹事となり 人が参加。昨年の

睦を深めた。

活動状況などの情報交換を行い親

スポーツ交流会後は、各単会の

した。

ッチャ」のチーム対抗戦で汗を流

東京パラリンピックの正式種目「ボ

25

本年度は佐久商工会議所青年部

ら開いている。

合同で年１回、幹事を交代しなが

した。上田、佐久、小諸の青年部

信３ＹＥＧスポーツ交流会に参加

の浅間体育センターで行われた東

当所青年部は７月３日、佐久市

スポレクで交流

青年部

目立つ税務、創業関連
ワンストップ総合相談会
当所と中小企業相談所による「ワ
ンストップ総合相談会」は、７月

金融懇談会を開催
て説明を受けた。

融資制度の変更点などについ

例の「はっとく夏の抽選会」は、８月 日（月）まで受け付

「はっとくシール」を発行するこもろスタンプ協同組合恒

三役３号議員懇談会を開催

当所と県、市、保証協会、 出席者からは、創業やコロ
市内金融機関を交えた金融懇 ナ関連の現況、融資制度の意
談会は、７月 日に開いた。 見や要望が出たほか、活発な
県と市の各担当者から、昨 意見交換が行なわれた。
年度の制度融資の貸付実績や
今年度の各制度の実績状況、

当所三役と３号議員は７月
８日に懇談会を開いた。
３号議員７人が出席し、物
価上昇による影響や各企業の
対応などについて報告と説明
があった。
「生産性の向上」
「ＳＤＧｓ
への対応」
「多様な働き方」な
どへの取り組みの報告のほか、
「慢性的な人材不足」といった

ける。

物券で５本、２等は２千円買物券 本、３等は千円買物券

セット」
。このうちから好きな商品を選ぶ。１等は５千円買

ロナ禍でも家庭で有名店の味が楽しめる「ラーメン食べ比べ

通タクシー券」に加え、価格が高騰中の「ガソリン券」
、コ

特賞は３本。これまで人気の高かった「信州牛２㌔」
「共

15

本。専用応募用紙に、加盟店で百円の買い物につき１枚発行

するスタンプ 枚を張って応募する。 問い合わせは同組合

酒、飲食（店舗内を除く）は

踊り手に限らず区域内での飲

▽土屋芳美ジャズダンス教室

▽アロハつばき

▽小諸青年会議所

▽八十二銀行小諸支店

７月 日

■建設委員会

・事業支援アドバイザーについて

７月６日

■工業委員会

事務局（電話２２・３３５５）
。

不可。熱中症対策としての水

▽みすずファミリー
新型コロナウイルスの感染

▽小諸市役所連
▽小諸商工会議所連
▽上田信用金庫
▽なつまち連
▽本途人舎
▽信州車座
▽小諸高校

10

日に当所３階会議室で開いた。
法律や税務、経営、金融、創業、
事業継承など他分野にわたる相談を
専門家が対応。６年前から年３回開
催しており、今年度１回目となった
今回は税務関係や創業、資金調達な
どの相談が多くあった。
一般の相談者に加え、最近入会し
た会員からの相談も増えてきており、
一日で複数の専門家に相談できると
いうメリットを感じてもらえる機会
となった。次回は 月を予定してい
また、当所は各専門分野の相談会

る。

分補給は可能。参加連は 団

課題も出ていた。

はっとくシール
「夏の抽選会」

体、総勢７１０人が踊る予定。 ▽スタジオ ゼフラム
状況により、開催を中止とす
る場合がある。
参加連は次の通り。
▽オギーズ
▽古城連
▽長野銀行小諸支店
▽大手区

・職業体験学習について

・建設関係団体長懇談会について

７月 日

■商業委員会

委員会だより７月の議題

21

を毎月開催中。詳細は中小企業相談
所（電話２２・３３５５）まで。

８月６日
第 回「ドカンショ」
こもろ市民まつり「ドカン
ショ」は、８月６日（土）に
開く。
今年は、 回の節目を記念
した特別な映像を会場内の２
カ所のスクリーンで上映。踊
り始めは午後６時 分、踊り
終了は７時 分。

新型コロナ感染拡大対策と
して露店の出店はなし。交通

規制区間内を「 会場 」とし、 ▽小諸市保健推進委員会

・通行量調査について

・ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯＤ ＳＴ

ＡＧＥ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

・中小企業共通ＥＤＩについて

・視察研修について

・打ち水について

■観光委員会

７月 日

・事業について

－7－
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回信州小諸ふーどまつり

出店者募集
問 い 合 わ せ 先 連 絡 会 事 務 局（ 電 話

間など主催者側で調整。
２２・３３５５）

浅産協 親睦ゴルフコンペ開催

第
当所と小諸市、こもろ観光局、小諸商店 ・飲食店の参加大歓迎（保健所の許可は各
会連合会で構成する信州小諸ふーどまつり 自で行うこと）
連絡会は、 月２日（日）に３年ぶりに「信 ・展示や体験会など企業のＰＲに。
州小諸ふーどまつり」の開催を予定してい ・テントや机、イス、コンパネなどはレン

ザ・ビジネスモー

経営情報センター

大阪商工会議所

引が出来る事が特徴。買い手企業が提案・見積もりを募集

る。これに向けて飲食店の出店や新鮮な野 タル（有料）可能。

▽問合せ

企業は全国の商工会議所や商工会の会員の為、安心して取

※火器を使う場合は十分に注意し「露天等

詳しくはお問い合わせください。

とインターネット上で商談ができるサイト。参加している

菜、手作り加工品の販売、自社の商品のＰ ※ゴミは各自で持ち帰ること。

間 6,480 円）

商談支援サービス「ザ・商談モール」は、全国の登録企業

Ｒなど、出店者を募集している。

有料：ＢＭプレミアム（年間 19,440 円）、ＢＭテンポ（年

３．Ｉタウンページへの連携

当日の開催時間は、午前９時から午後４ 開設届出書」を消防署へ提出すること。

モールの利用

２．自社ＰＲの掲載

時を予定。会場は相生坂公園、藤村プロム

無料：自社ＰＲの掲載、ｉタウンページ連携、ザ・商談

１．商談支援サービス「ザ・商談モール」

ナード、市庁舎周辺、まちたね広場、大手 ▽ステージコーナー出演者（参加無料）

料サービスもあり、ニーズに合ったメニューが選べます。

料機能もあります）

会場：せせらぎの丘（予定）
（午前 時～

金

▽料

【何が出来るの？】

午後３時）

店舗用のホームページができる「ＢＭテンポ」などの有

することで様々な機能を無料で利用が出来ます。（一部有

募集内容は次の通り。

その他、自社をさらにＰＲできる「ＢＭプレミアム」や

しています。商工会議所会員企業はビジネスモールに登録

「ザ・ビジネスモール」

現在、約 27 万会員が登録する日本最大級の企業情報を

門公園、ほんまち町屋館。

けでなく、ｉタウンページにも企業ＰＲ文が無料で掲載

全国の会員と商取引のチャンス

されるなど自社の宣伝に効果が期待できます。

掲載しており、会員企業同士のビジネスマッチングを促進

分（予定）

掲載した企業ＰＲは取引先データベースの対象になるだ
を目的として共同で運営する商取引支援サイトです。

・持ち時間：準備と入れ替え時間を含め

小諸市、東御市、軽井沢
町、御代田町の商工団体や
観光協会で構成する「浅間
山麓産業振興推進協議会」
（掛川興太郎会長）の親睦
ゴルフコンペは７月６日、
小諸高原ゴルフクラブで開
いた。
回目を迎えた今回は

人が参加。日頃鍛えた技術

を披露しながらプレーを楽
しんだ。
当日の成績は次の通り
①土屋智（こもろ観光局）
②中嶋剛登
（こもろ観光局）
③北澤達
（とうみ観光協会）

に対し高い割合で商談が成立しています。
全国５０８の商工会議所・商工会が会員事業所の経営支援

▽ＰＲブース出展事業所（出店無料）

プ、スピーカー※申込多数の場合、出演時

は溶接作業に従事することが出
来なくなる。協会では、事業主
に代わって講習会を実施してい
る。
新型コロナウイルス蔓延防止

▽実施日： 月 （月）
、 日（火）

問合せは佐久溶接協会事務局

そのうち 3,621 件が商談に進んだ。その後、募集案件
「ザ・ビジネスモール」は、大阪商工会議所が事務局となり、

－8－

し、売り手が提出した見積もり・提案は 8,759 件あり、
【ザ・ビジネスモールとは？】

10

会場：相生坂公園大手門公園、まちたね広 ・主催者側で用意するもの：マイク、アン
場など（午前 時～午後３時）

受講者募集

アーク溶接特別教育講習



長）は、 月に開くアーク溶接

策として通常より募集人数を制

佐久溶接協会（長岡創一郎会
特別教育講習会の受講者を募集

限しているため、早めの申し込

止を図るために、労働安全衛生

▽申込期限：９月 日（木）※

▽定員： 人

ならない」と義務づけられてお

り、特別教育を受講しない場合 （電話２２・３３５５）まで

24

している。

みを呼び掛けている。

法で、事業者がアーク溶接の業

定員に達し次第締め切り

アーク溶接作業による災害防

務など一定の危険有害な業務に

▽受講料：協会会員８５００円

25

労働者をつかせる場合は、
「その

24

業務に関する安全または衛生の

20 10

ための特別教育を行わなければ （非会員１２０００円）

22

13

10

30

27
10

10

する案件を提示し、それに売り手企業が応募する仕組み。

ル事務局（電話 050・7105・6220）小諸商工会議所総

昨年度、買い手企業が募集した案件は 1,300 件。それに対

務課（電話 22・3355）

さゆりんの森

サバイバルゲームフィールド ブルーム小諸

令和元年８月から原生林状態だった荒れた山に手を
入れ、木の伐採や駐車場の整備から始めました。倒木
や丸太の除去を通して自然の偉大さを噛み締めながら
の作業でしたが、本業の仕事の傍ら週末に山に来て、
こつこつと作業を進めていくうちに現在のようにゲー
ムに使える状態になりました。
家族３人で作り上げる過程で資材の提供や駐車場の
埋め土などで多くの人に支援してもらい、本当に感謝
しています。
営業２年目、今年 10 月 16 日に県内最大規模のイ
ベントを開催します。ゴーグルやエアガン、装備品の
販売ブースの設置や、タレントの参加、ゲームなどを
予定しており、２００人ほどの来場を見込んでいます。
普段からエアガンやゴーグルも有料で貸し出しを行
っていて、初心者の参加や見学も可能。１人からでも
参加ができる「定例会」も６人集まれば開催している
ほか、貸切型、自由参加型の会場貸し出しも行ってい
ます。楽しく安全に遊んでもらうことで「楽しかった」
と感じてほしい。
ルールを守ってくれる利用者が多く、初心者に対し
て親切にアドバイスする姿を見かけます。子どもや女
性、体力に自信のある人、無い人までが一緒に参加で
きるのがサバイバルゲームの魅力です。
防具を身に着ければ危険はありません。命中判定は
自己申告ですので規範や協調性を学びながら、社会参
加やコミュニケーションの場として今後もサービスを
展開しながら、サバイバルゲームを通じて地域の発展
にも貢献できればと思います。

家族でサバイバルゲーム施設を運営



署長 松谷正太郎

事業所ＤＡＴＡ
■人事往来
■新規入会

・佐久税務署

・かんぽ生命保険長野支店 長野市
■代表者・電話番号変更

16

栗田８０１ 清水幸夫

電話０１２０・７３・８６８２

・八十二証券佐久支店 八田博一
■所在地変更
・赤尾建設 甲３４８―１
■議員職務執行者の変更
支店長 宮沢 幸一

13

18

・八十二銀行小諸支店



▽４日（木）
・税務相談 （ 時～）
▽８日（月）
・経営相談 （９時～）
▽ 日（水）
・常議員会 （ 時～）
・三役正副部会長会議（ 時～）
▽ 日（金）
・労務年金相談 （ 時～）
・法律相談 （ 時半～）
・建設委員会 （ 時～）
▽ 日（土）
・機工同友会親善野球大会
（８時～）
▽ 日（月）
・登記法律相談 （ 時～）
▽ 日（火）
・日商簿記講座 （ 時～）

8月

梅雨入り前が異常に暑かったためか、かと思えば梅雨の戻りを感じる雨が長引い
たためか、この時期になっても蝉の声が聞こえてこない。何に対して機嫌を損ねた
のかは知らないが、７年もの間地中で待ちわびていた蝉の声は、やかましければや
かましいほどに夏の到来を感じさせるのに…。
今年に限らず、カブトムシの姿も減っているそうだ。昔、この時期ともなれば懐
古園はカブトムシ捕りの子どもたちが群雄割拠していた。ところが今や、そんな光
景に出会うこともなくなった。
千曲川の河原からも子どもの姿が消えている。ハヤやジンケン（オイカワ）を追
い求め、背中を真っ黒にして魚と格闘する大将たちはどこへ行ったのやら。おかげ
で、遊び友達を失った魚たちは激減しているという。
いずれも、子どもたちや、それを見守る大人にとっても「夏の風物詩」だった。
コロナに睨まれ、「命に係わる」とまでいわれる異常高温に襲われ、線状降水帯に
代表される異常気象が手ぐすね引いて待ち構える昨今。こんな物々しい現象が、「夏
の風物詩」に取って代わる時代はそう遠くはないかもしれない。

－9－
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山村小百合

「大浅間火煙太鼓保存会」は昭和 60 年の小諸城築城
五百年祭を契機に記念事業として創設。小諸市に新た
な郷土芸能を創設し威風高揚を図ろうと、小諸市と小
諸商工会議所、小諸市観光協会、小諸青年会議所など
が中心となり、多くの市民や企業からの協力を得て設
立された太鼓で、活発な活動を続けてきた。
こもろ市民まつり、浅間山開き、信州小諸ふーどま
つり、こもろ観光局の諸行事など、数々のイベント、
行事に参加し演奏を行ってきたほか、毎年 11 月、12
月には自主公演も開催してきた。８月６日開催のドカ
ンショでも演奏予定。
▽打ち手の募集
同会では和太鼓に興味のある方、日頃の運動不足を解
消したい方などを対象に、太鼓の打ち手を随時募集し
ている。初心者大歓迎。
【募集要項】
・社会人限定（練習に通える方）
・年齢制限あり（原則 45 歳以下の方）
・入会金

１万円

・年会費

６千円

【入会までの流れ】
①練習の見学

※事前に申し入れいただければ自由に

参加可能。
②仮入会

実際に太鼓を叩いたり、曲を覚えながら続

けていけるかどうか三ケ月の間、仮入会とする。
③入会

「威風高揚」 大浅間火煙太鼓保存会

▽大浅間火煙太鼓保存会とは

【練習時間】
・毎週火、木（週２回）19 時～ 21 時
【練習場所】
・小諸市古城１－４－２６

やすらぎ会館

▽子供太鼓クラブ
市内外の小、中、高、養護学校生等青少年育成のため
の太鼓指導や、精神文化創造のための原動力となり得
る小学校の高学年を対象に平成 16 年から「子供太鼓」
を起ち上げ、活動している。
大人の指導のもと月４、５回の練習を通して太鼓の
技術や礼節を重んじる姿勢など、日頃から技術の向上、
心身の錬成など研鑽を積み、催事や自主公演などで演
奏している。参加料は無料。バチ代は自己負担。
大浅間火煙太鼓は、各イベントでの演奏依頼を受け
付けている。式典やイベント、学校公演、結婚式、地
域まつりなど、依頼者様のご要望に合わせて演奏する。
【問い合わせ先】
大浅間火煙太鼓保存会事務局（電話２２・３３５５）
担当：総務課

推進役

小林

仮入会を経て今後も継続して参加できるよう

であれば本入会（入会金をいただきます）
。
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