長時間労働改善特別相談センター

トラック運転者の長時間労働の改善に
向けて、労務管理上の改善、荷主と運送
事業者の協力による作業環境の改善等を
図るための相談を無料で受けられるセン
ターが新たに設置。
▽対象者
トラック運送事業者、発着荷主
▽相談方法
①ポータルサイトの相談専用ページから

品を提案できる中小製造業者等

【第１回】８日（木） 時半～ 時半
座学「変化する産業構造と生き残るため
【第２回】 日（木） 時～ 時半

の営業戦略」

先行開発に係る購買から参画できる中小

座学・演習「これからの営業が求められ
る基本と在り方」
【第３回】 日（木） 時～ 時半
座学・実習「新規開拓実践研修」
〇 月

社

を決定。

【第４回】６日（木） 時～ 時半
識やスキルを身につけよう！」

座学・演習「最適な営業活動に向けた知

企業かつ、
テクノリーチナガノ登録企業：

【第５回】月 日（金） 時～ 時
けて」

座学・演習「提案・プレゼン力強化に向

または、テクノリーチナガノ登録企業：

〇 月

登録企業かつ、テクノリーチナガノ未登

▽会場

座学・演習「リーダーシップ強化研修」

【第６回】 日（木） 時～ 時

録企業：６万円（税込）

テクノプラザおかや１階大研修室（岡谷

県内企業の経営者、管理者、営業担当者

▽参加対象者

市本町）
説明（製品の展示、説明パネルの掲示）

等
▽定員

９月９日（金）までに参加申込書など
を長野県産業振興機構へ提出。

▽参加費

人（先着順）

▽申込方法

各企業から来場者に新技術・新工法の

▽実施方法

令和３年度賛助会費未納企業または未

５万２千円（税込）

令和３年度賛助会費納付済み登録企業

４万４千円（税込）

令和３年度年度賛助会費納付済み登録

▽参加負担金

※応募後、審査を経て出展企業
  

▽募集枠

をご覧ください）
。
URL

製造業者等を求めいます（詳細は下記の

ニプロ総合研究所は、取扱商材の各種

▽要望内容

15

17

17

17

17

17

アクセス。
②フリーダイヤル（電話０１２０・６２
５・１０９）
その他、更に詳しくご相談したい方はオ

13

10

10

10

10

10

も可能
▽申込方法等
参加申込書をＦＡＸ又は電子メールにて
公財 長野県産業振興機構へ提出。
(
)
▽申込期限

９月５日（月）

▽問合せ・申込先

長野県産業振興機構（電話０２６・２２

７・５０１３）

働き方関連法説明会

働き方改革について、時間外労働の上

限規制等を周知するための説明会を開

催。

▽対象者

協定届出事業場などの労務管理者等

▽説明会概要（ 月分）

①上田会場

【日時】９月 日（水） 時～ 時半

【場所】上田市丸子文化会館 セレスホ

ール

【開催方法】通常（対面式）開催

②小諸会場

【参加費】無料

【日時】９月 日（火） 時～ 時半

【場所】小諸市市民交流センター

▽参加費 無料

▽開催方法 通常（対面式）開催

▽参加方法

特設Ｗｅｂサイトから申込。

※当日の資料も同Ｗｅｂサイトから取

得。

▽問い合わせ先

協定関連説明会 運営会社

エーペックスインターナショナル（電話

０３・５５７９・２９０３）

－2－

15

29

28

３万円（税込・６回分）※個別での参加

▽問い合わせ先
産業労働部 経営・創業支援課 中小企
業支援係
（電話０２６・２３５・７１９５）

提案営業・交渉力・プレゼン能力向上セミナー

▽日時・内容（全６回）

16

16

10

11

9

30

〇９月

14

14

ンライン相談やコンサルタント訪問も可

ニプロ総合研究所 ３階ニプロホール

▽会場

▽来場者

（滋賀県草津市野路町）
ニプロ総合研究所の開発部門の技術
者・研究者、設計者、購買担当者など
県内に事業所を有し、独自の技術・製

▽参加対象者

14

27

能。
▽相談料 無料

16

17

45

新技術・新工法展示会参加企業募集

10

月 日（木） 時～ 時

▽日時
10

36

36

11

コ
こもろ観光局が設立当初から理事長を務め、
今回３期目のスタートを切りました。６年のう
ち半分がコロナ禍にあり、大きな影響を受ける
宿泊観光業において何が必要とされるかを常に

ロナ禍からの

ようなＰＲを目指してきた結果、昨年の懐古園

のが、コロナにより決定的になったと解釈して

光が増えてくる。もともと減少傾向にあったも

リスタート目指して
の来場者が過去最高になるなどの結果につなが

います。

を獲得することが出来ました。この先２年度は

策を試し、データを含め非常に多くのノウハウ

これまでは補助金を主とした財源で様々な方

ることで、事業者の負担を軽減させながら観光

先は観光局が小諸のブランディングを継続させ

いたことで栄えた過去はありますが、これから

要素が多く、それぞれが別々の方法でＰＲして

小諸は他の地域と比べても観光の目玉になる

ったものだと感じています。

自主事業（収益事業）を確立し、補助金に頼ら

振興に結び付くという形が理想だと思います。

コロナにより一時期のインバウンド需要は落

ち着いています。ですが、今後間違いなく改め

てインバウンドへの対応が求められてきます。

これまでにも音声ガイドを複数カ国語に対応す

るなど取組んできました。昨年 月にはフラン

ス大使館を表敬訪問し、フランスと小諸の観光

ずに運営していく事が喫緊の課題です。 年か

きます。

民も地域に自信を持つようになることが期待で

光局が喜ぶ資源が地元にあることで、自然と住

交流を加速させるべく動いています。外国人観

ら営業している「粂屋」は週３日のみの営業で

沢の次の観光地として、また、歴史好きの受け

例えば、最近の利用客の傾向としては、軽井

事業者が同じような悩みを抱え、差別化を図っ

まさに過渡期を迎えることとなります。多くの

た多くの事業者は、これから返済がはじまり、

コロナ関連の融資を受けて営業を継続してき

います。

線での観光誘致に取り組んでいきたいと思って

ていく観光業界において、しっかりと観光客目

皿としてという今までのリピーターに加え、情

更に減り、少人数のグループや家族単位での観

密を避ける為の大型バスでの団体観光は今後

が増えている。

報を積極的に取り込んで動く若い客層のニーズ

す。

すが、非常に良い情報収集の場所となっていま

19

考えて事業運営をしてきました。
外出が制限される中、飲食業や宿泊業はまず

期が長く続きました。事業者の葛藤にも耳を傾

けながら、観光局としては長年種をまき続けて

きた小諸のブランディングに傾注してきました。
全国で観光ＰＲがやりにくい期間中に、どれ

だけ小諸という地域を認識してもらえるか。マ

スコミや旅行会社へのプレスリリースのほか、

自主事業で温めてきたミュージックビデオ「初

恋」のリリースなど、他の地域との差別化を図
りながら小諸の周知にリソースをかけてきまし
た。
その結果、観光局のホームページのアクセス
は毎年１・２～１・５倍に伸び続けており、新規
観光客の獲得にも効果を感じているところです。
また、商工会議所を含む様々な団体と連携を取
った事業などは県内のメディアでも多く取り上
げられ、全国的にもメディア露出の多い地域と
して際立ってきた印象を持っています。
コロナが落ち着いたら小諸へ行きたい、とい
う意識を知らず知らずのうちに植えつけられる

12

－3－

理事長

花岡 隆
こもろ観光局

先に規制がかかり、外出する事が躊躇われる時

Voice to the future

活力ある事業所情報

品評会で最高賞を受賞

マンズワイン小諸ワイナリー 独自品種の信濃リースリングを
使用し、収穫したブドウを凍ら
せてから搾るクリオ・エクスト

棚
リ田
ニ復
ュ活
ーに
ア向
ルけ
オ活
ー動プン

天 アト
カ０
ン０
パパ
ニー
ー
サー
マズ
２０
ク

「米・食分析鑑定コンクール」へ
摂取する食べ物で体内から作

の出品を予定している。

小諸市産米の生産販売を手掛 る美「インナービューティー」
ける「 トーズカンパニー」
（ 清 をモットーにしている清水代表
「無農薬、無化学肥料で栽培
水博人代表）は、農林水産省が は、
認定する「日本の棚田百選」に するため手間暇はかかるが、菱
認定されている「宇坪入の棚田」 野に流れるきれいな水がより米
目の今年は、休耕田になって数

清水代表は「今後 年から

復活に向け活動している。 年 をおいしくしてくれる」と話す。
年かけた長期的な視野で山手の

この棚田は、十数年前から農 方も開拓していきたい。収量は

年の田から着手した。

家の高齢化による耕作放棄地が 少なくてもおいしい米作りを続
収穫後はネット販売を予定し

増え、雑木が生い茂るなど一部 けていきたい」と話している。
山林化しており、
清水代表が「昔

の美しい風景を取り戻したい」 ている。
と取り組み始めた。
栽培する品種は、清水代表が
無 農 薬、無 化 学 肥 料 で 栽 培 し
２０１９年に「米・食味分析鑑
定コンクール」で特別優秀賞に
選ばれた「ミルキークイーン」
。
今年 月には小諸市で開かれる

●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/
●和田 154-10 ●ＴＥＬ：080-2264-8553
●ＵＲＬ：https://www.toes.company/

ラクション製法で、通常の３倍
近い原料を使用したきわめて濃
厚で品種の特長を引き出した極

日 土
( に) は小

10

1

甘口のワイン。

月

金賞受賞ワインは次の通り。

リー」
（深沢正彦工場長）が、国産 トを予定している。
ブドウ１００％のワイン品評会「日
本ワインコンクール２０２２」で ・ ソ ラ リ ス 千 曲 川 メ ル ロ ー
・ソラリスマニフィカ２０１５

金賞を６品受賞。このうち 品が ２０１８（部門最高賞）
部門最高賞を受賞した。

このうち、欧州系品種赤部門最 ・ソラリス小諸メルロー２０１８
高賞受賞の「ソラリス千曲川メル ・ソラリスラ・クロワ２０１８
ロー２０１８」
（５５００円）は、・ソラリス千曲川ソーヴィニヨ
同社が管理する大里地区の自社管 ン・ブラン２０２１

5

深沢正彦工場長は「土地の表
現を高め、それぞれの特長を感
じられるワイン造りをしていき
たい」と話している。
迎える。

同ワイナリーは来年 周年を
50

諸の「マンズワイン小諸ワイナ 諸市と同時開催のワインイベン

22

理畑と契約栽培のメルローを使用。・ ソ ラ リ ス 信 濃 リ ー ス リ ン グ

－4－

10

樹齢 年以上のものも含まれてい ク リ オ・ エ ク ス ト ラ ク シ ョ ン
選果、除梗を行い、ステンレスタ
ンクで発酵。樽で約 ヶ月間育成

ラクション２０１９」はシャルド

濃リースリングクリオ・エクスト

極甘部門最高賞の「ソラリス信

い味わいが特長という。

させた。なめらかでバランスの良

20

ネとリースリングを交配した同社

12

2

る。すべて手作業で丁寧に収穫、 ２０１９（部門最高賞）

30

●諸 375 ●ＴＥＬ：22-6341 ●ＵＲＬ：https://mannswines.com/

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

１５０００円。
レンタサイクルの予約、貸
出はすべて小諸駅併設の「小
諸市観光案内所」にて行って
いる。担当者は「観光客はも
ちろん、地元の方もレンタサ
イクルで市内を走り、小諸市
の魅力を改めて感じてもらい
たい」と話す。
この他、通常の電動アシス
ト付自転車は月極での貸出や、
事業所への貸出も受付けてい
る。
現在サイクリングルートを
作成しており、今後ホームペ
ージ等に掲載を予定している。

わせや結納、会食など客の要望
に柔軟に対応。関支配人は「洋
式の多い軽井沢に対し、
『和の小
諸』をアピールしたい。歴史や
文化が豊かな小諸らしさを生か
したスタイルの挙式を提供して
いきたい」と話している。
同店は１日１組限定の貸切ウ

エディングで、挙式は「人前式」
「神前式」に対応。披露宴は中小
規模に特化し 人程度まで対応
可能。ウエディングフェアは随
時予約を受付けており、ホーム
ページから確認することが出来
る。

●鶴巻 2-2-27 ● TEL：22-2225 ●営業時間：9 ～ 17 時（ウェディングサロン）月火定休 ● URL：https://www.otowaweb.com/wedding/

セレモニー空間をリニューアル

音 羽

鶴巻の料亭「音羽」
（関健雄支
配人）は、ウエディングや披露

60

Ｅバイクのレンタルを開始 が ８ ０ ０ ０ 円。 ２ 日 間 で

こも ろ 観 光 局

「こもろ観光局」
（花岡隆理事

宴会場として使用できるセレモ
ニー空間「竜宮」を９月中旬に
大正ロマンと現代を融合した

リニューアルオープンする。
クラシカルな趣の空間で、神聖
な誓いを交わす場としての利用
や、家族、親族で楽しむ披露宴
会場として利用できる。
昨年からウエディング事業に
本格参入している同店は、近年
人気の中小規模挙式の需要に対
応している。
「中小規模挙式でお
いしい料理を客にもてなしたい」
というケースが多いと言い、料
亭の形式を生かしたサービスを
ウエディングのほか、フォト

行っている。
ウエディングや挙式のみ、顔合

－5－

長）は、
「ロードバイク」
、
「クロ
スバイク」
、
「マウンテンバイク」
などスポーツサイクル用に開発
された電動アシスト付自転車
「Ｅ
バイク」の貸出を始めた。
日常の使い勝手を重視した通
常の電動アシスト付自転車に対
し、軽量や変速ギヤの違いによ
ってスポーツ走行が可能なＥバ
イクは登り坂にも強く、長い坂
道や立ちこぎしないと上れない
ような坂道も、まるで強靱な脚
と体力を手に入れたかと錯覚す
るほどの乗り心地を体感できる。
このため市街地観光のほか、高
峰高原や布引温泉など長距離の
サイクリングもおすすめという。
レ ン タ ル 料 は 半 日（ ４ 時 間
ま で ） で ５ ０ ０ ０ 円。 １ 日

●小諸駅舎内（小諸市観光案内所）●ＴＥＬ：22-0568 ●営業時間：4 月～ 11 月 9 ～ 17 時、
12 月～ 3 月：9 時半～ 16 時半 無休● URL：https://www.komoro-tour.jp/

人を選任

日に開き、７月より開催し

議員改選 ３号議員
始まる
当所常議員会は８月
た会頭候補者選考委員会（小林敬志委員長）から、
塩川秀忠現副会頭を推挙する報告が行われた。１．
人）を選

２号議員の選挙を経て議員総会で決定する。
日。

また、任期満了に伴う３号議員（定員
任した。確定告示は８月
３号議員は、▽当所の運営維持に功労のある者▽
地域産業を代表する者などの条件に適った会員の中
から、会頭が常議員会の同意を得て選任する。

吉岡英夫

押金達雄
小諸村田製作所

浅間技研工業

三映電子工業

タオル一本運動
３０６本を寄贈

当所女性会（佐藤英子会長）は、市

内の社会福祉施設▽宅幼老所あんだん

て▽ＪＡデイサービスあさまの２施設

「タオル１本運動」は、社会福祉貢献

にタオル３０６本をこのほど贈った。

を目的として平成５年から毎年行って

おり、会員から集めた未使用のタオル

最近では活動を知った会員以外の方

を小諸市内の福祉施設に贈っている。

から提供されることもあり、活動も広
がりをみせている。

今年で 回目を迎え、寄付したタオ

初の試み

ルは本年を含め、７０９１本にのぼる。

30

３号議員は次の皆さん。

池田哲也
日精エー・エス・ビー機械
長野銀行小諸支店

ユウワ

青木高太
田中陽介
八十二銀行小諸支店

日（金）～

日（金）午後５時

分より

月７日（金）午前９時～午後

日（水）

月７日（金）午後５時
月

好評だった「こもミラ」

当所青年部の商工業活性化委員会

竹内浩太委員長 は
) 、７月 日の 時

(

「小諸の食と職の未来をつなぐ」をテ

より「こもミラ」を開いた。

ーマに、市内飲食店によるビアガーデ

ンとサービス業を中心とした職業体験

型マルシェを同時開催した初の試み。

当日は開始時間からファミリー層を

中心に多くの来場者で賑わい、昼の時

間帯をピークに千人以上が来場。イベ

ント全体で１５０万円ほどの売上とな

また、８月１、 日の２日間、千曲

った。

川の戻り橋上流から合計千基の燈籠を

流した。

毎年佐久地域各地で行われる墓参り

に合わせ、流した燈籠は水に溶ける素

材で安全や環境にも考慮した。
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女性会
青年部

渡辺稔
宮沢幸一

日（月）～
▽選挙人名簿閲覧期間：９月

日（火）午後５時

日（月）午前９時～午後５時

▽開票：

▽確定告示：

▽保証金：５万円

人

10

コミヤマ
信濃培養土

田中陽介

日（月）

宮沢幸一

日（月）

小宮山完治

小売商業部会・第二小売商業部会・製造業 ▽立候補辞退期限：９月

部 会・ 建 設 部 会・ 自 動 車 部 会・ 観 光 部 会・ ▽投票日：

月１日～７日）

より選出される。

31

小宮山完治
香坂勝也
アイカム

▽選挙告示：９月
人

香坂勝也

12

１ 号 議 員 は 会 員 及 び 特 定 商 工 業 者 の 選 挙 に ▽ 選 挙 委 員 （ 立 会 人 ）：

■１号議員の選出

10

小林望
■２号議員の選任

日（木）

日（水）午後４時 午後５時まで

▽ 立 候 補 届 出：９ 月

２号議員は業種別に設置された各部会より ▽議員定数：
選出される。

▽確定告示：９月
人

小林望

▽ 選 出 会 議 （ 於 当 所 ）： 卸 商 業 部 会 ・ 第 一 ▽ 選 挙 人 名 簿 確 定 ： ９ 月

▽議員定数：

押金達雄

16

10

サ ー ビ ス 部 会・理 財 部 会・交 通 運 輸 部 会 （ ９ ５ 時 （ 於 当 所 ）

10

10

16

吉岡英夫

30

26

26

池田哲也

12

12

10
10

青木高太

3027

22

渡辺稔

10

24

36

10

30

▽正副部会長会議：８月

令和４年度 議員改選日程

小諸職業安定協会

就職学習に面接官派遣

小諸職業安定協会（塩川秀忠会長）は、７
月 日と８月 日の２日間、会員企業から
人の採用担当者を面接官として小諸商業高校
へ派遣し、模擬面接指導を行った。
本事業は令和４年度厚生労働省若年者地域
連携事業の一環で行われ、当会は面接官の派
遣を担当した。昨年度に続き２回目。
初回は３年生 人、二日目は 人が参加。
企業担当者が各教室で５～６人のグループに
分かれた生徒を、個別や集団面接など進学や
就職に必要とされる面接時の所作を指導した。
コロナ禍で就職指導の環境が大きく変わる
中で、実際の面接に倣った入退室の練習や志

コロナ禍乗り越えよう
経営計画作成セミナー開催
中小企業診断士の川村浩司氏を講師に
迎えた「経営計画作成セミナー」は８月
日開いた。

コロナ禍を乗り越えていくために販路

拡大や売上アップを目指す事業者向けに

小諸商店会連合会

「投票御礼大抽選会」を実施



小諸商店会連合会（高橋義英会長）は、

企画。当日は 人が参加し、各種補助金
を申請する際のポイントや、経営計画作
成の基礎を学んだ。
参加者からは「審査のポイントや盛り
込むべき内容について理解する良い機会
だった」との感想があった。

月 日（木）集合 午前

【会員親睦ゴルフ大会】
８時 分

▽日時

▽場所 小諸高原ゴルフクラブ
▽会費 ２千円／当日の受付でお支
払いください。
▽プレー代 各自でご精算ください
▽競技方法 新ペリア方式

（食事別７７００円）

月 日（水）～ 日（金）

【視察研修】
▽日時

万円（予定）

▽行先 九州方面
▽参加費

■建設委員会

話２２・３３５５）まで。

※いずれの申込も事務局・小林藍（電

25

望動機の発表のほか、実際の採用担当者から
アドバイスを受けた。
参加生徒からは「先生以外の人との練習で
緊張したが企業の担当者からの指導でやる気
が出た」などといった感想が寄せられた。

参議院議員選挙と長野県知事選挙に合わせ
て行った「投票御礼大抽選会」の抽選を行
った。
期日前投票所を含む全ての投票所で、投
者全員に応募用紙を配布。各実業会長の事
業所などで受付けた応募用紙は約３６００
枚にのぼった。
各選挙ごと 人を抽選し、当会加盟事業
所で使える商品券を発行した。
同会は、小諸市明るい選挙推進協議会の
協力で、以前から選挙が行われるたび商店
街の利用を促すセールとを実施してきたが、
今年度は選挙が複数開催されることや事業
所の負担を少なくすることなどを目的とし

８月 日

・ふーどまつり出展について
■商業委員会
８月 日

ついて

・デジタルクーポンアンケートに

ＡＧＥについて

・ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯＤ ＳＴ
・チャレンジショップについて
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20

23

13

14

10

10

11

75

24
て抽選会という形式とした。

佐久法人会小諸支部から
親睦ゴルフコンペ・視察研修のご案内

委員会だより 8 月の議題

19

65

30

19

24

50

29

中小企業相談所より
補助金・助成金のお知らせ

１・小規模事業者持続化補助金（一般型）
▽内容

する事業支援計画書（様式４）
が必要になります。

でご確認ください。

・ 詳 細 は、 小 規 模 事 業 者 持

▽その他
▽問い合わせ

時 分まで受付。郵送の場合

画を自ら策定し、商工会議所
応募書類では申請できません。

・第１回～第８回締切回用の

所（電話２２・３３５５）

小諸商工会議所 中小企業相談

は当日消印有効。

の支援を受けながら取り組む
必ず最新回の公募要領、申請

小規模事業者などが経営計

販路拡大などの取り組みを支
様式をご使用ください。

続 化 補 助 金 事 務 局（ https://
）
r3.jizokukahojokin.info/

援するもの。

▽内容

ージをご覧ください。

詳細は本助成金のホームペ

２・３３５５）

議所 中小企業相談所（電話２

１５５５）
、または小諸商工会

務局（電話０２６・２２８・

長野県中小企業ＧＸ推進事

▽問い合わせ先

に限る）

て出力１ｋｗ以上 ｋｗ未満

光パネル及び付属設備であっ

ー管理設備、発電設備（太陽

・新設のみ対象：エネルギ

ガラス及びサッシに限る）

産設備、建物付属設備（断熱

電気制御設備、加熱設備、生

備、恒温設備、熱電供給設備、

設備、照明設備、冷蔵冷凍設

・更新のみ対象：空調換気

２・中小企業エネルギーコスト削減助成金

・申請には商工会議所が発行

▽補助上限
・通常枠 
万円
・賃金引上げ枠  ２００万円
・卒業枠 
２００万円
・後継者支援枠
２００万円
 ２００万円
原油・原材料価格の高騰な

中小企業等

②太陽光発電設備：４万円
以内／ｋｗ
▽対象設備

－8－

・創業枠

・インボイス枠

どに直面する県内中小企業の

１００万円

▽補助率

省エネによるコスト削減を図
ため、本助成金の対象事業を

２／３（賃金引上げ枠のうち
▽対象経費

募集するもの。

り、収益構造の改善を支援す

機械装置等費、広報費、ウェ

▽対象者

赤字事業者については３／４）

ブサイト関連費、展示会等出
会・商談会 等を含む）
、旅費、

▽補助額

県内に本社所在地を有する

開発費、資料購入費、雑役務

下限 万円、上限５００万円

展費（オンラインによる展示

費、借料、設備処分費、委託・

①太陽光発電設備以外：事

▽補助率

※ウェブサイト関連費は、補

業費１５０万円以下２／３以
／２以内）

内（１５０万円を超える部分：

助金交付申請額の１／４を上

外注費

50

10 月１日より９０８円に

長野県の最低賃金は令和４年８月末現在時間額８７７円
ですが、10 月１日より９０８円に改定される見通しです。
（長野県最低賃金は、長野県内の事業場で働くすべての労
働者に適用されます。）
※産業別によりそれぞれの特定最低賃金が適用されます。

長野県の
最低賃金

59

1

限
▽応募締切（第９回受付締切）
９月 日（火） 電子申請ま

11

50

50

※電子申請の場合は、午後

たは郵送により提出

20

異業種間の情報交換や交流深めたい

リラクオーレ
篠原 暢夫 さん
東信地域を中心に健康や環境、芸術をテーマにした
情報サイトの運営やイベント企画を行っています。小
諸市内で９月に「健康＆癒しフェスタ」
（19 日）、「ふ
れあいワークショップ＆アトラクション大会」
（23 日）
を予定しています。
「リラクオーレ」とは、イタリア語を元に「心の休息」
を意味する造語です。大量生産、大量廃棄の経済環境
の中で「一旦立ち止まって見つめ直す機会を」という
思いを込めています。趣旨に賛同する会員企業、団体
がオーガニックな商品やクラフト品を販売するマルシ
ェなどを開催し、恒例の「小諸まちなかマルシェ」を
はじめ、新しい趣向のイベントも企画中です。
私は東京の出版社に勤務していましたが、自ら情報
発信を行いたいという思いから、2010 年に仲間と創
業してウェブサイトを開設。一方で直接交流できる場
として「リラクオーレマルシェ」を開催しました。以来、
様々なイベントへと発展し、商工会議所や市、商店街
との共催や独自開催などを行い現在に至っています。
今後は会員間の情報交換や交流の場を強化していき
たい。同じ価値観を持つ異業種が集まることで生まれ
る相乗効果を日々実感しています。様々な機会を通し

ホームページの
ＱＲコード

て心の繋がりを感じてもらえたらうれしいです。

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 折り込み原稿を持参のうえ、当
所窓口にてお願いします
折込料金については、会員数の増減に
より事前の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。

９月

▽１日（木）
・自動車部会 （ 時半～）
▽２日（金）
・製造業部会 （ 時～）
・サービス業部会 （ 時～）
・第一小売商業部会（ 時半～）
▽５日（月）
・理財部会 （ 時～）
・税務相談 （ 時～）
・交通運輸部会 （ 時～）
・卸商業部会 （ 時～）
▽６日（火）
・観光部会 （ 時～）
▽７日（水）
・建設委員会 （正午～）
・建設部会 （ 時半～）
・工業委員会 （ 時半～）
・第二小売商業部会（ 時半～）
▽８日（木）
・法律相談 （ 時半～）
▽ 日（月）
・経営相談 （９時～）
▽ 日（木）
・労務年金相談 （ 時～）
▽ 日（火）
・登記法律相談 （ 時～）
▽ 日（水）
・インボイスセミナー（ 時～）

最近になって、市内の各地で「通行止め」や「通行注意」の看板を見かける機会
が多くなった。その多くは、通り沿いの建物の老朽化が原因のようだ。素人が見て
も今にも崩れ落ちそうな建物もある。実際、中心市街地の交通量が多い場所でもこ
れが原因で何カ月も通行止めとなり、ようやく解除されたところもある。
本来、建物はその所有者や管理者が責任を持って管理するのがルールだが、肝心
な所有者が現地どころか市内に居住していないケースも意外に多く、これが大きな
問題になりつつあるようだ。
中心市街地でも空き家や空き店舗の取り壊しが徐々に進んでいる昨今。自ら解体
するだけでもこうしたトラブルは防げるが、崩壊寸前の建物同様、突然現れた空き
地を目にするのもまた、複雑な思いだ。

会報折込サービスのご案内
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秋のイベント情報
※新型コロナ感染を十分に徹底して実施しますが、来場の際には感染対策に注意いただきますよう
お願いします。 また、各イベントの実施の可否についてはそれぞれの主催者へお問合せください。

▽第 28 回信州小諸ふーどまつり

・日時

10 月２日（日）10 時～ 15 時

・会場

せせらぎの丘、まちタネ広場、大手門公園、本町町屋

館

※相生町周辺の交通規制は行いません
問合せ先

小諸商店会連合会事務局（電話２２・３３５５）

▽第 15 回北国街道小諸宿骨董蚤の市（観光委
員会）

・日時

10 月２日（日）８時～ 15 時（雨天実施）

・場所

相生坂公園内

問合せ先

当所観光委員会事務局（電話２２・３３５５）

▽第 57 回東信菊花展（観光委員会）

・期間 10 月 15 日（土）～ 11 月３日（木・祝）８時半～ 17 時
・場所

小諸城址懐古園馬場（懐古園の入園料が必要です）

問合せ先

▽小諸謎解きゲーム
謎２（観光委員会）

・日時

当所観光委員会事務局（電話２２・３３５５）

難攻不落の穴城と 500 年の

10 月２日（日）10 時～ 15 時（参加受付９時から）

・受付場所

受付：大手門公園、ゴール（答え合わせ）：しなの

鉄道東西自由通路
・参加費

無料

・参加資格

小諸市内小中学生（小学生は保護者同伴）

・参加人数

先着 200 人（当日整理券を配布します）※お一人

様一回限り
問合せ先

当所観光委員会事務局（電話２２・３３５５）

▽ふれあいワークショップ＆アトラクション大会
（商業委員会）

当所事業「週末小諸まちなか活性化事業」の一環として、ブ

レスレット、イヤリング、花かご、ハーバリウムなどのワーク
ショップや、ボール投げストラックアウトゲーム、ヤギやウサ
ギと触れ合うアニマル体験のほか、飲食物の販売などもあり家
族で楽しめるイベントです。
・日時

９月 23 日（金・祝）10 時～ 15 時

・場所

大手門公園

問合せ先

入場無料

リラクオーレ

（電話０９０・９１４６・９６３６）

担当者
総務課 上野
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