セーフティネット保証４号指定期間延長

▽制度概要
経済産業大臣が指定した災害等の影響に
より売上高等が減少している中小企業者
が融資を受ける際に、一般保証とは別枠
（無担保８千万円以内、最大２億８千万
円以内）の保証（借入額の１００％保証）
が利用可能。
▽対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が対
象となります。なお、売上高等の減少に
ついて、市町村長の認定が必要となりま
す。
①同一都道府県内において 年間以上継
続して事業を行っていること。
②新型コロナウイルス感染症の発生に起

当課で認定を受ける。

令和４年 月 日（土）までに市商工担
【受講資格】 歳以上

実費負担）

低金利融資制度等の県中小企業融資制度

本認定の取得により全額保証料補助付き

▽その他
３人）

【普通課程（各科）
】 人（最少開講人数

▽各講座募集定員

が利用可能。
▽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０２６７・２３５・７２００）

佐久高等職業訓練校訓令生募集
▽普通課程募集科／授業料（年間）／
訓練期間（授業日は週１）
①建築施工系木造建築科／ 万４千円
から／３年

②木材加工系木工科／ 万４千円から
／３年

③建築仕上系左官・タイル施工科／
万４千円から／３年

【ガーデニング講座】 人（最少開講人
数５人）

【ＤＩＹ講座】５人（最少開講人数４人）
▽募集期間
月１日（火）～令和５年１月 日（火）
▽お問い合わせ先

長野県認定佐久高等職業訓練校（電話０
２６７・６２・２２７６）

中小企業制度資金貸付限度額引き上げ

▽資金名

経営健全化支援資金（新型コロナ向け伴

走支援型）

▽貸付対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受

け、下記のいずれかに該当し、かつ経営

行動に係る計画を策定した人

①セーフティネット保証第４号利用者

②セーフティネット保証第５号を利用

し、次のいずれかに該当する人

ア：売上高等減少率が ％以上である者

イ：最近 か月間に対応する前年同月の

売上高がコロナ前決算の月平均売上高等
▽対象者

ア：最近１か月間の売上高が前年同月の

③次のいずれかに該当する人

「若年軽症者登録センター」対象拡大

と比較して ％以上減少している人
県内居住で、以下の条件を満たす人のう

／２年

⑤設備施工系配管科／ 万４千円から

／２年

市販薬で様子がみれる人）

が軽く、医療機関の受診が必要ない方、

イルス感染症を疑う症状がある人（症状

②発熱、咳、のどの痛み等新型コロナウ

少している人

の月平均売上高等と比較して ％以上減

前年同月の売上高がコロナ前決算（※）

売上高と比較して５％以上減少し、かつ

ある人

【設備資金・運転資金の合計で】
（改正前）

月１日申込分から
【受講期間】令和５年４月～ 月まで

▽ＤＩＹ講座

（電話０２６・２３５・７２７７）

▽若年軽症者登録センター感染症対策課

県ホームページからお申込み。

（電話０２６・２３５・７２００）

産業労働部経営・創業支援課金融支援係

▽お問い合わせ先

▽検査キット申込・陽性者登録

▽取扱開始日

▽ガーデニング講座

【受講資格】 歳以上

⑤妊娠していない人

６千万円／（改正後）１億円
（全 回／受講料３万円）

④重症化リスクとなる疾患等がない人

れている方

【入校資格】中小企業事業主に雇用さ

イ：最近１か月間の売上高が前年同月の

こと

ち、医療機関の受診を予定しない人。
歳（変更前：

売上高と比較して ％以上減少している
歳）

①申請時点の年齢が、 ～
～

15

▽改正点

④塗装系建築塗装科／ 万４千円から

31

③２回以上のコロナワクチンの接種歴が

49

因して、当該事由の影響を受けた後、原
則として最近 か月の売上高等が前年同
月に比して ％以上減少しており、
かつ、
その後 か月を含む か月間の売上高等
が前年同期に比して ％以上減少するこ

15

10

10

20

－2－

1

18

【講座期間】令和５年４月～ 月まで

15

とが見込まれること。

※新型コロナウイルス感染症に係るセー
フティネット保証４号に限り運用要件が
緩和。創業後間もない業歴３か月以上の
方や特段の事情により前年同月の売上比
較が難しい場合でも認定対象者と見な

15

15

12

（全 回／受講料３万５千円※材料代

10

す。新型コロナウイルス感染症の影響が
一年以上経過している事業者は、売上高
等の比較が同感染症の影響を受ける直前

39

13

15

17

1

11

20

13

12

10

20 3

31

18

1

20

同期で認定可能。
▽認定

12

12

2

小
当社が小諸の地でワインづくりをはじめて半
世紀が経とうとしています。最近では多くのワ
イナリーが設立され、それぞれの土地の特徴を
生かしたワインがつくられて、多くの人がワイ

諸の地域と

のレベルを高めていく事こそワイン文化の醸成

ズワインフェスタ小諸」というイベントで、ワ

は３年ぶりのイベントを計画しています。
「マン

共にこれからも
に結び付くものだと考えているからです。

また、これまで駅前で開催されてきた「小諸ワ

イナリー内の各所で特別限定企画を行います。
コロナ禍によりワイナリーへの来場者は激減

含めた近隣のワイナリー 社が出店してそれぞ

インデイズ」というイベントも当社内の敷地を

れに思いのこもったワインを並べます。その試

活用していただき、同時開催されます。当社も

ているところです。お客様にまた来たいと思っ

しましたが、上質なワインを求めるファンは増

て貰えるワイナリーになる、また、驚きと感動

飲と購入が出来、また、ワインに合うおつまみ

えており、その声に応えられるように努力をし

を与えるワインを提供するために何をすべきか

を常に考え実行していますが、やはり一番大切
なのは高品質な葡萄の安定的な生産であり、契
約農家の世代交代、後継者不足は喫緊の課題で
す。ヨーロッパ系の品種は栽培に手がかかるた
め、事業継承にも長い年月が必要になります。
企業として農家を支えていけるようにサポート
していく事も地域貢献としてとらえて続けてい
きたいと考えています。
ワインを身近に楽しんでもらえるよう、秋に

とを期待しています。

していただき、ワインファンがもっと増えるこ

ワインづくりが盛んな地域であることを認識

ただける内容です。

を取り揃えた、心ゆくまでワインを楽しんでい

14

ンを楽しむという文化が出来始めていると感じ

ても嬉しく思います。
山梨県勝沼町で１９６２年に創業した当社は、

次なる葡萄の栽培適地を探し、葡萄づくりに求

められる条件を徹底的に調査、試験栽培を行う

中で、１９７１年千曲川流域にいち早く契約栽

培地を拓きました。この間、常に周りの環境や

人に支えられてきました。当社を誘致してくれ

た地域の方や行政、長年に亘りこの土地で葡萄

を育て続けてくれている契約農家との関係など、
心からの感謝は今も変わらず、私どもとしても
多方面に貢献できるような活動が出来ればと考
えています。
葡萄の品種や、ワイナリーによっても個性が
出る事がものづくりとして面白いところだと思
います。私たちはヨーロッパで学び、日本の気
候に適した方法でワインづくりを行っています
が、それをもって出来上がる商品を他のワイナ
リーと比べることはありません。マンズワイン
という商品を楽しんでいただけるように、自社

－3－

工場長

深沢 正彦
マンズワイン小諸ワイナリー

ています。ワインづくりに携わる者として、と

Voice to the future

活力ある事業所情報

でに持っている指輪などの宝石

小
ーオ
スー
をプ
販ン
売
リ諸
ニ産
ュ桃
ージ
アュル

天アサマ２００丁
０子
パ庵
ーク

は１杯４００円で販売してい
る。
、
「今後桃のブランディング
を高める卸売りも検討していき

本町のそば蔵「丁子庵」
（依田 たい」と話している。
また、同店は 月上旬から新

●小諸市高峰高原●
TEL：23-1714 ●営業時間：11
●営業時間：8 時半～
時（季節変動あり）
●ＨＰ：https://asama2000.com/
●本町 2-1-3 ●ＴＥＬ：23-0820
～ 1816
時半（４～
11 月無休、12
～３月火水曜定休●ＵＲＬ：https://choujiya.jp/

年ぶりに店舗をリニューアル

メガネ・時計・宝石 サトウ
を取り外して新たなデザインに
利宣店主）は、小諸の特産品・

供している。朝夕霧が湧き、昼

依田店主は「採れたてで風味

果汁 ％でも桃の旨味が十分に 話している。

桃をふんだんに使用しており、 ばを、ぜひご賞味ください」と

今年の製造は約８００本限定。 豊かな一年で一番おいしい新そ

諸」にこだわった。

庵で販売するという「オール小 り、歯ざわりも良いと好評だ。

高嶺商会（和田）で製造、丁子 で育ったソバは風味や甘味があ

小諸産の桃を１００％使用し、 間は急激に暖かくなる浅間高原

めた。

小諸の桃ジュース」の販売を始 に製粉し全て手打ちのそばを提

桃を常時楽しめるように「信州 そばを楽しめる。石臼で全層粉

11

替えるサービス。
「若い頃に買っ
たものを、今の自分に似合うよ
うに」
、
「母からもらった指輪を、
今っぽいデザインに」
という様々
なニーズに対応している。
佐藤店主は「写真やカタログ
を見ながらご希望に合うジュエ
リーリフォームのデザインを提
案します。メガネ、時計、宝石
のことはお気軽にご相談くださ
い」と話している。

感じられるという。品種は「あ
かつき」を使用し、手搾り感覚
で桃本来の濃厚さ残しつつ、す
っきりとした味わいに仕上げた。
現在は同店のみで販売してい

贈答用にもお勧めの一品だ。
て 本１ℓ２０００円。店内で

－4－

相生町の「メガネ・時計・宝石
サトウ」
（佐藤真由実店主）が、

る。ジュエリーリフォームとはす

ュエリーリフォームも受付けてい

同店は、東信地域でも珍しいジ

工夫した。

て、気軽に手に取りやすいように

棚に置くシンプルなスタイルにし

店内のメガネ棚は、フレームを

気配りを形にした。

日常的に利用できるように」との

を設置し、
「小学生から年配者まで

リーンに配色。店舗前にはベンチ

がわかるように、明るいミントグ

外観は、遠くからでもすぐに場所

代目の佐藤店主が中心になり改装。

内でよりくつろげるようにと、三

高齢者が来店しやすく、また店

ニューアルした。

年ぶりに店舗外観と内装を大幅リ

37

50

1

37

●相生町３－１－９ ●ＴＥＬ：22-1074 ●営業時間：10 ～ 18 時 火曜、祝日定休 ●ＵＲＬ：https://meganenosato.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

そろえ、いずれも店内、テイ
クアウトを選択でき（価格は
全て税込）
。学生とマイカップ
持参者は 円引き。現在は食
べ物の提供はないが、駅前や
市内の飲食店で購入したもの
を持ち込みできる。
今井店主は、今年３月まで
小諸市の地域おこし協力隊員
としてこもろ観光局で勤務。
「３年間の活動で培った地元と
のつながりや、観光客の立場
に立ったニーズを形にしてい
きたい」と話している。

マルシェイベントを開催

メガネのミモト

南町の「メガネのミモト」
（林
昭博店長）と店内併設の「ジュ
ネス」
（土屋摩利子店主）は、初
の共催イベント「南町マルシェ」
を今月 日 土
( に) 開く。「コロ
ナ禍で様々な制限がある中、少

しでも家族との思い出づくりで
地域が明るくなれば」と企画し
た。
市内外のクラフト作家のハン
ドメイドアクセサリーや雑貨、
セレクトショップの洋服やグッ
ズ、農家や団体の物販や、ハン
ドマッサージや筋力測定などの
ワークショップ、キッチンカー
など現在 店舗の出店を予定し
まだ、スペースにも余裕があ

ている。

るため、出店者も随時募集中。
出店スペースは２・５ｍ四方のス
ペースで出店料は無料。テント

が必要な場合は１張１０００円
のレンタル料がかかる。
当日は店舗西側に臨時駐車場
を 台分設ける。また来場特典
としてレッグサポーターを数量
限定で配布を行う。
また、
「メガネのミモト」では
同イベントに合わせてアウトド
アサングラスフェアを開催。実
際にサングラスを着用してお気
に入りを見つけられるほか、ア
ウトレットセールで旧モデルを
安く購入できるという。
林店長は「イベントを通じて
地域に貢献していきたい。子ど
も用メガネなどお気軽にご相談
ください」と話している。

●南町 2-5-16 ● TEL：26-3610 ●営業時間：10 ～ 19 時 日曜定休 ● URL：http://mimoto.thanksblog.jp/

50

50

猫をモチーフにした雑貨とカフェ ース（４００円）などを取り

ねこのや

小諸駅前の小諸ロイヤルビル
宮坂食品２階に「ねこのや」
（今

カフェメニューは、ミカド珈
琲のジャーマンを使用。ホット
コーヒー（３６４円）
、カフェラ
テ（４５５円）
、中松井農園の
１００％リンゴジュース
（４２６
円）などのほか、にんじんジュ

－5－

井正美店主）がオープンした。
かわいらしい猫雑貨の販売と、
レンタルスペース、カフェで構
成している。
猫雑貨は、日用品やアクセサ
リー、地元作家の手作り品など
百種類近くを販売。レンタルス
ペースは、Ｗｉ－Ｆｉ設備を整
えたワーキングスペースとして
活用できる。電車の待ち時間や
散策の合間に自由な使い方が可
能だ。座席は全て 分３３０円。
カフェ利用時は ～ 分無料。
50

29

16

30

30

●相生町 1-3-1 ●ＴＥＬ：27-0038 ●営業時間：平日 11 時～ 18 時、土日は９時～ 18 時。木曜定休● https://www.nekonoya.net/

当所２号議員
となった。

人が９月

日に確定告示 ◆第一小売商業
・荻原守（荻原農機）

◆建設
・谷和人（谷建設）

中部横断自動車道

売商業部会、製造業部会、建設部会、自動 ・渡辺幸展（万年堂）

・小山弥一（古久清自動車）

◆自動車

・清水匠（清水住設工業）

・吉澤均二（日本電設サービス）

の交流と中部横断自動車道の早期全

日、上田市で開いた。

２０２２年度役員会総会」は９月８

「中部横断自動車道経済懇談会

 経済懇談会が総会

車部会、観光部会、サービス部会、理財部 ・小山正（酢久商店）

◆観光

線開通を目指し静岡県、山梨県、長

・大森豊也（青建設計）

・伊藤辰治（マルイ産業）

・花岡隆太（薬師館）

野県の商工会議所、商工会、法人会

渡辺幸展

中込裕幸

関尚史

柿沼秀明

吉澤均二

前島清光

◆理財

静岡商工会議所。

支予算が承認された。次期開催地は

穂 積 社 長 が、「 日 精 樹 脂 工 業 の 事 業

会議終了後は日精樹脂工業の依田

概要と清水港利用の実際」と題した

日

日選

月７日、確定告示が

日立候

将隊による演武の披露があった。

記念講演と、信州上田おもてなし武

◆交通運輸

・小林賢一（長野県信用組合小諸支店）

・池内啓（上田信用金庫小諸支店）

・森川達矢（アルティスタドリームプロジェクト） 決算報告、また今年度事業計画と収

総会では、昨年度事業報告や収支

57
・中込裕幸（まるひろ）

選挙委員会を開催

人の

第１回選挙委員会は９月９日、当所で
荻原選挙委員長（専務理事）が

開いた。

後の日程を説明した。
事務局から、３号議員

人については９月

に既に確定告示となっている。
２号議員

挙告示、投票日が

人は、９月
月７日に開催し確定となる。

補受付を終了し、第２回選挙委員会を

26

日となることを説明した。

10

36

月

日に確

人は８月

もに委嘱状を渡し、これまでの経過と今

選挙委員受諾に対して謝辞を述べるとと

10

22

12

10

定告示。１号議員については９月

24

１号議員定数の

12

30

10

10

り決定。

山﨑いつ子

月１日から３年間。

大森豊也

任期は

花岡隆太

２号議員は次の皆さん。

竹内健一

◆卸商業

小林賢一

部会ごとの推薦によ ◆製造業
・野澤弘道（小諸製作所）

・柿沼秀明（アサマリゾート）

と関係する経済団体で構成し、事務

荻原守

・中澤信一（中沢商事）

野澤弘道

11

会、交通運輸部会の

・山﨑いつ子（浅間エンジニアリング）

・大池忠（丸大食品）

局は静岡商工会議所内に設置されて

谷和人

年に設立。経済

・前島清光（中松井製作所）

◆サービス

小山弥一

同懇談会は昭和

・佐藤和幸（共進製作所）

・中野信之（エヌシーエス）

卸商業部会、第一小売商業部会、第二小 ◆第二小売商業

22

いる。

中野信之

・関尚史（アイク）

池内啓

10
中澤信一
伊藤辰治
佐藤和幸
清水匠
大池忠
森川達矢

－6－

24

・竹内健一（寺田屋）

２号議員 24 人を選任
小諸商工会議所議員改選

実証実験やイベント

「こもろのモロコ」普及へ



日本ＩＢＭなどへ
視察研修旅行を実施

９月９、 の両日、東京と埼玉方面へ視

経済・環境委員会（中嶋剛登委員長）は、

ている淡水魚「モロコ」の普及に向けて、

小諸の新しい特産品として注目され
当所農商工連携特別委員会（小宮山喜
察研修旅行を行った。参加者は 人。

之助委員長）は、昨年からモロコの養
委員会の定例会議で、ＩｏＴやＤＸな

旧浄水場を活用して養殖のノウハウ蓄

今年は、小諸市の協力で御牧ケ原の
ＩＴ技術を導入した情報システムに関わ

修では日本ＩＢＭを視察。同社は最新の

どの勉強会を行っており、今回の視察研

積や釣りイベントなどを通して市民に

事業所内の見学に合わせて、産業用Ａ

モロコは関西方面を中心に人気のあ

だ。また二日目には首都圏外郭放水路東

を通じて、最新のＩＴ技術について学ん

Ｉロボット犬などさまざまな製品の体験

る淡水魚で、大きさはワカサギ程度。

た。

対する認知度の向上にも取り組んでき

る製品・サービスの提供を行っている。

殖の実証実験を行っている。

13

10

京地下神殿も見学した。

１０００ｍ林道の草刈り作業

■建設委員会

９月７日（水）

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９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 1000 メートル林道の整備を行った。
市内業者で構成する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毎年草刈りを行っており、５年前より「小
諸市エリア高地トレーニング推進協議会」のメンバーである当所も
協働で実施し今回で９回目。

９月 日（水）

■観光委員会

・視察研修について

９月７日（水）

■工業委員会

・ふーどまつり出展について

委員会だより９月の議題

・各事業について

■ものづくり特別委員会

９月 日（水）

・信州小諸ふーどまつり出店について

－7－

経済環境

料亭などでも提供される高級魚で、小
自で養殖実験を行っている。

市内のワイナリーで
視察研修
当所商業委員会（小林敬志委員長）は
９月 日、市内日帰り視察研修を実施し
た。

委員６人が参加し、市内のワイナリー
を視察した。
当日は、御牧ケ原のジオヒルズワイナ
リー、来年３月オープンに向け飯綱山公
園で建設中の「スタラスコモロ」
、糠地の
テールドシエル「糠地ワインハウス」を
視察した。
「糠地ワインハウス」では市内の様々な
ワインを堪能し、委員同士の親睦を深め
た。

21

14

業

商

21

諸市内では飼料会社のマルイ産業が独

委員会活動から

「一石四鳥」の

女性会

食育実習を開催

青年部

当所女性会（佐藤英子会長）は

東京方面へ
日帰り視察研修

9

ストラの生演奏と共に体感した。

▽ 受 験 料（ 税 込 ） １ 級 ／ ７，

15

当所青年部の会員ネットワーク委

８５０円、２級／４，７２０円、

修旅行を行い６人が参加した。

皇居東御苑、劇団四季を視察した。

月 日、東京方面への日帰り視察研

皇居東御苑では、都心の一等地であ

流会として「命を美味しくいただく

こと」をテーマに鳥の屠殺から解体

18

員会 髙
( 橋拓哉委員長 は) 、会員交

を体験する食育実習を９月 日に行

３級／２，８５０円

を持参のうえ会議所受付窓口にて

りながら広大な緑が広がる空間を散

申し込み（申込書は窓口にてお渡

策。

大手門や天守台跡など歴史を感じ

今回のイベントは、親子や仲間と

つつ、季節の花々が咲く二の丸庭園

った。

切さや食材を取り巻く環境について

「命をいただくこと」に触れ、食の大

を楽しんだ。

元に、今期の状況と来期の見通しについて売上、経常利益

学んでもらおうと実施。

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

午後は劇団四季で芸術鑑賞を行い、

こ の 調 査 は、 小 諸 市 内 の 中 小 企 業 200 社 を 対 象 に、 令
和 4 年 7 月から 9 月までの期間の景気動向について書面

ステージの圧倒的なパワーをオーケ

〈調査の概要〉

また解体した鳥は、青年部の会員

来期（令和４年 10 月～ 12 月）

飲食店が調理して参加者へ振舞った。

令和 4 年
7 月～ 9 月期

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。
〈業種別回答率〉
◎回答企業数及び業種内訳 200 企業
・ 製 造 業 28 企 業、 建 設 業 18 企 業、 卸 売 業 8 企 業、 小 売
業 20 企業、サービス業 22 企業

第１６２回日商簿記検定試験

－8－

10

20

（１級～３級）受付

等

11

月４日（火）～

・経営コスト上昇分の価格転嫁がうまくいかない

10

月 日（日）

※その他ご意見等があればお書きください。
・雇用調整助成金の延長

▽受付期間

21 社

24

▽試験日

4社

・現状、どちらでもなく円安の影響は出ていない。

▽試験会場 小諸商業高校

る。

月 日（月）

33 社

・円安のメリット効果があり、プラス面の影響が出てい

30

人程度

強く出ている。

▽定員

・円安はデメリットの部分が大きく、マイナスの影響が

▽申込方法 身分証明書、受験料

ケートにてお伺いしました。

しします）

今回は、
「円安の影響」について会員企業の皆様にアン

▽ 問 い 合 わ せ 担 当・ 中 村（ 電 話

〈概要〉

２２・３３５５）
。

・回答企業数 96 企業（回答率 48％）

pigpig（ピッグピッグ）
荻原あけみ さん

11

14

21

事業所ＤＡＴＡ
■新規入会
・佐介 中澤智春 和田８６５―３
・エルコンパスヤマザキ 山﨑誠
御幸町１―７―５
・ココプロジェ 宮下ゆう子 上田
市大屋２３０―６
・猫雑貨とカフェねこのや 今井正
ビル宮坂食品２階

美 相生町１―３―１小諸ロイヤル

■事業所名・代表者名変更
石本義治

・東京電力リニューアブルパワー

■所在地変更
・海鮮亭楓 大手１―３―４―２階

－9－

第５期チャレンジショップ出店者として４月からリ

ル品を預かって商品の売上に対して委託手数料をいた
だくシステム。大体３か月ごとに商品を入れ替えてお
り、特に古着のラインナップが充実しています。また

手作り商品も扱っており、私自身も洋裁教室に通った
経験から作品を出品しています。

古着が好きなことから開業を志し、会議所の創業塾

の受講を通して初めて事業計画書の作成や簿記の勉強
など経営に纏わる知識を学びました。現実にない事業

を形にすることの難しさを痛感しましたが、日々の経

常連客との縁を大切に

▽４日（火）
・建設委員会 （ 時～）
・ 日 商 簿 記 講 座 （ ７、 、 、
、
日）
▽６日（木）
・税務相談（ 時～）
・電子帳簿保存法セミナー （ 時～）
▽７日（金）
・選挙委員会 （ 時～）
▽８日（土）
・工業委員会視察研修（～９日）
▽ 日（火）
・経営相談（９時～）
▽ 日（木）
・法律相談 （ 時半～）
▽ 日（土）
・東信菊花展（～ 月３日）
▽ 日（月）
・労務年金相談 （ 時～）
▽ 日（木）
・登記法律相談 （ 時～）
▽ 日（土）
・アーク溶接特別教育講習会（～ 日）
▽ 日（火）
・経済環境委員会 （ 時～）
▽ 日（金）
・臨時議員総会

16

14

25

18

13

13

11

17

13

13

28

11

13

15

17

20

22

25

28

・東栄化成 平原１２５６―４
■代表者名変更
・マンズワイン小諸ワイナリー 深
沢正彦

10月

国民の意見を二分した安倍晋三元首相の国葬。国民の反応ばかりか、「弔意の強
制はしない」ものの、長野県や南佐久の町村では半旗を掲揚したところもあるなど、
自治体の反応も様々だった。
ここでは、法的根拠云々という話は差し置いて、別の意味で安倍政権をしみじみ
と振り返った友人の話を紹介したい。
「自分は安倍さんに並々ならぬお世話になった」と公言する彼は、「マスクは不要」
だったが、 万円の特別定額給付金については恩義を感じている。給付金を「何に
使ったのか忘れちゃった」という人が少なくない中、彼は趣味の釣り竿を即購入。
愛着を込めて「アベノロッド（竿）」と命名して釣りに勤しんだ。
…のもつかの間、国葬を前にした週末の釣りで転倒し、アベノロッドが真っ二つ
に折れてしまった。変わり果てた竿を前に、心静かに手を合せ弔意を表したという。
10

サイクル店を開業しました。当店は個人からリサイク

費と売上の計画など、より現実的に考えられるように
なりました。

今後の課題は来客数アップと手作り作品の更なる充
実。通学中の高校生も立ち寄れるようなお店作りを心
掛けていきたいと考えています。

開業後、常連客にも恵まれ、来店者から要望を聴き

ながら希望の商品を一緒に探すことに、日々やりがい
を感じています。常連客との縁を大切にしながら、相
生町を拠点にして今後も活動していきたいと思いま
す。

健康経営優良法人認定制度について
新型コロナウイルス下で経済活動が戻りつつあるな

▽認定へのサポート

か、人手不足が企業を悩ませているという報道がなされ

アクサ生命の共済制度加入者の皆様は以下の支援をお受

ており、業績の向上、企業価値や企業イメージの向上、

けいただけます。

優秀な人材の確保、少ない人数で仕事を回す効率性の向

①健康経営アドバイザーによるサポート

上などを課題とする企業も少なくありません。

・
「健康経営支援プログラム」に従いながら健康経営ア

そうした企業の課題解決のため従業員の健康増進に投

ドバイザーによるサポートが受けられます。

資し組織の活性化に繋げる取り組みが「健康経営」です。

②健康経営サポートパッケージ

この取り組みついて、特に優良と認められる健康経営を

・24 時間電話健康相談

実践している企業や法人を顕彰する制度が「健康経営優

・メンタルサポート

良法人認定制度」です。

・食事、栄養管理支援
・運動機会増進アプリ

▽今年度の申請期間

・睡眠チェック

10 月 21 日 ( 金 )17 時まで

・アクサ健康スクラム

▽メリット

▽取組事例

・企業イメージの向上
・社員の健康増進と活力向上
・生産性の向上
・健康経営優良法人への優遇措置

小諸商工会議所は２０２１年度、２０２２年度において
「健康経営優良法人」に認定されています。
以下は弊所の取組内容の一部。
・有給休暇取得率 50％達成。
・自動販売機に糖質含有量ＰＯＰの表示
・１カ月当たりの平均残業時間 30 時間以下。
・敷地内禁煙、屋内完全禁煙を実施。
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