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の中でも最上位にランクさ

会長あいさつ

於いても更なる向上、安曇野

安曇野は早苗が植え亘り、木々の緑も増し、爽やか

市民の心の温かさを伝えて

な薫風吹きぬける季節となりました。そんな 5 月 20

いければと思います。そし

日、第 10 回安曇野市商工会通常総代会が開催され上

て「安曇野市商工会在り方検

程された議案も全て承認され、28 年度事業がスター

討委員会」では、地域に合っ

ト致しました。
27 年度は、県補助金減額初年であり、現実は予想

伴走型小規模事業者支援推進事業の取り組み

れており、本年第二回大会に

齊藤会長

た、地域の強みを生かした活

発達支援計画が認定されたことで、本年度は計画に基づく伴走型支援推進事業に取り組み、主に小規模事
業者の事業計画作成及びその着実な実施を支援して参ります。その柱として、地域資源を活用した新商品の
開発や市場動向など計画づくりを支援し、また実践する場として新そばと食の感謝祭の中で、事業者の販路
開拓支援を推進事業により実施します。これにより顧客の声を直接把握することができ、また地域需要をつ
かみ、改善することで計画策定から見直しの PDCA サイクル構築の支援をします。

発な活動が効率的、効果的にでき、地域経済団体の中

第４回「新そばと食の感謝祭」の開催について

以上に厳しい一年でありました。そして地方創生事業

核として地域からの期待に応え地域振興、地域活性化、

への取組に依る地域活性化事業の展開が特筆されま

会員サービスの向上を考えた運営、支援の在り方を検

本年も各方面より多くの皆様方のご協力をいただき、第４回「新そばと食の感謝祭」を開催いたします。

す。先ずは、市からの委託事業プレミアム付商品券 6

討して参りましたが今後も具体的に、核心に踏み込み、

安曇野の「食と実り」を県内外からの来場者に十分楽しんでいただける２日間になるよう取り組んで参ります。

億 3 千 6 百万円の販売が挙げられます。大型店以外

深く検討して最善の方法、在り方を探り出し実施して

の使用率が 40％超え、多くの方が地域に根ざした商

参ります。

店、事業所で使用された事は非常に喜ばしい事であり

現在の日本経済は一時よりも円高、株安に振れては

地域活性化に貢献出来たものと思います。また、経営

おりますが、その事に左右されず自助努力に依り克服

発達支援事業計画が認定されました。県下 69 商工会

し各々の会員皆様の発展を願っておりますし、長野県

がある中で、５商工会が取得という事で、安曇野市商

議会に於いても２月県会で「小規模事業経営支援事業」

工会の地域振興事業が評価され、認められた事である

の予算額 23 億円余で昨年よりも５千万円程多い予算

と認識も致します。支援金は 28 年度事業で有効に活

案が可決され、小規模事業者の経営技術向上、改善を

用させて頂きます。

促し、事業の安定発展と地域経済の振興を図る為の予

会員皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

開 催 日 程
と

き

ところ

平成２８年１１月５日（土）・６日（日）
穂高神社特設会場（北神苑・南神苑及びその周辺）

第１回実行委員会を５月 26 日に開催し、実行委員会組織、事務局体制、開催内容の基本方針についてご協議
いただきました。
今年度の「新そばと食の感謝祭」では、農業者、商工業者、関係機関が連携を図り、新そばと地元産の「食」

小規模事業者持続化補助金は県下でも有数の実績を

算であります。このような予算を生かし今後も役職員

挙げて参りました。本年第１次の受付も先頃締め切られ

一同、より良い商工会を目指し、より良い商工会活動

を中心とした安曇野の「食と実り」、安曇野の晩秋を市民や近隣市町村をはじめ、県内外また海外からの来場者

ましたが、51 件の申請がありました。本年は昨年より

を推進して参ります。商工会の更なる活用を願いご挨

をお迎えして十分に満喫していただきたいと思っております。

60 億円減額されており、昨年より狭き門であろうかと

拶と致します。

また、安曇野産のそば、米、やさい、りんご、果樹、わさび、漬物、地酒、おやき、加工品等を販売・ＰＲす
るとともに、安曇野産の素材を使って新たな商品にする６次化産業を進め、友好都市との交流や地域学校の生徒

思いますが１件でも多く採択されればと思います。

の皆さんの協力を得て、安曇野の農林水産物を県内外へ広く発信しますのでご期待ください。

更に地方創生加速化交付金事業も認定され、市と密
接に連携し乍ら地域特産品の発掘、開発、商品化を図

会員紹介

り地域活性化に繋げられるものと確信致します。交付
金の一部は、インバウンド需要への対応、案内整備に

キッチン楽笑

当てていきたく存じます。
安曇野市制施行 10 周年記念事業へも積極的に携わ
り、第一回安曇野ハーフマラソンでは、おもてなし部
門を担当し、ランナーの皆様へふるまいを担当致しま
した。ちなみに、このマラソン大会は、全国 100 選

総代会の様子

信州安曇野ハーフマラソン「おもてなし事業」
６月 12 日（日）に開催される第２回信州安曇

ン大会 100 選にも選出されました。参加ランナー

野ハーフマラソンにて、今年も飲食分科会を中心

の声をみると玉ねぎスープを始め、沿道の途切れ

に玉ねぎスープの振る舞いを行います。

ない声援など高い評価を頂いており、今年も関係

昨年は第１回大会にもかかわらず、高い開催評
価を頂き、日本最大級のランニングポータルサイ
ト「ランネット」においても 2015 年全国マラソ
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する皆様と協力してマラソン大会を盛り上げてい
きます。

JR 大糸線一日市場駅から閑静な住宅
街を 15 分程ゆっくりと歩いて行くと
左手に美味しそうなハンバーグのイラ
ストをしつらえた店舗がお客様を迎え
てくれる。昨年５月にオープンした洋
食屋さん「キッチン楽笑」だ。
店内は、気軽に立ち寄れる感じの親しみ易い内装で、
カウンター、テーブル席の他に小上がりがあり、ファミ
リー層でもゆっくりと食事を楽しめる空間となっている。
メニューは銀座スエヒロでの勤務経験を活かし、肉料理
をメインに揃えている。中でもハンバーグのファンは多
く、手捏ねでふっくらと焼き上げたハンバーグは特製デ
ミグラスソースとよく絡み、クセになる方が多数。他に
もビーフシチューやお子様ランチなどあるので一度お試
しあれ。店主は穏やかな性格の方で「お客様に美味しい
と言ってもらうと、店を出した甲斐があると」嬉しそう
に話してくれた。
今後は、メニューの内容を充実させ、いずれは本格的
な洋食屋を展開した
いと夢を描いている。
また、飲食関係の
講習会へも機会があ
れば積極的に参加し
たいと意欲を見せて
くれた。
営業時間
定 休 日

11：30 ～ 14：30
木曜

常磐軒
大手電機メーカーを退職して、たこ焼き
の移動販売を始めて 19 年目。調理や接客
の経験もない中、手探りで創業しましたが、
地域のイベントやスーパーの駐車場などで
営業を続けてきた結果、今では常連のお客
様も多くなり、黄色と赤の販売車を見かけ
ると立ち寄っていただけるようになりました。
また当時、お母さんと一緒に買いに来て
いたお子さんが、高校生や社会人になって
買いに来てくれた時はとても嬉しくなります。
皆さんも黄色と赤の販売車を見かけたら
お気軽にお立ち寄りください。美味しいた
こ焼きを焼いてお待ちしています。

有限会社 藤原畜産
30 年前、日本国内に「放牧豚」はありま
せんでした。
試行錯誤して出来上がったのが、『安曇野
放牧豚』です。放牧によって豚を飼育してい
ます。自然の中を自由に動きまわることで、
ストレスがなく健康に育ちます。
この度、初の試みで、「安曇野スイス村ハ
イジの里」内に、直売場「安曇野放牧豚 ブッ
ターズ‼」を設けました。お惣菜も併設します。
ぜひご来店ください。
直 売 場：「安曇野スイス村ハイジの里」内
安曇野市豊科南穂高 5566-1
営業時間： 9 時～ 18 時
定 休 日：毎月 1 日

17：30 ～ 21：30

安曇野市三郷明盛 1274-56
電話 88-3315

安曇野市堀金三田 440-10
電話 73-7663

安曇野市明科中川手 6223-1
電話 50-7128 FAX50-7183
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お知らせ
夏イベントの紹介
開催日

内

容

地域

6月17日（金）～
第 32 回信州安曇野 あやめまつり
6月26日（日）
6月20日（月）～ 安曇野彩りデジタルフォトコンテスト
12月20日（火） 2016

明科

場

所

・

時

間

龍門渕公園・あやめ公園
６月 19 日（日） メインイベント
入選作品展覧会・授賞式 平成 29 年１月下旬から２月中旬頃
会場未定

7月23日（土）

とよしな土曜市・あづみ野こども祭り

豊科 国道 147 号・豊科駅前通り

7月30日（土）

第 37 回

あづみ野祭り

豊科 国道 147 号

歩行者天国

8月06日（土）

第 31 回

ふるさと夏祭り

三郷 三郷文化公園

ＰＭ４：00 ～

8月06日（土）

第 33 回

安曇野わさび祭り納涼祭

穂高 穂高駅前通り・穂高神社北神苑

ＰＭ５：30 ～

8月07日（日）

第 17 回

ＹＯＳＡＫＯＩ安曇野

穂高 穂高駅前通り・穂高神社北神苑

ＡＭ９：15 ～

8月14日（日）

第 10 回

安曇野花火

明科 御宝田遊水池西側

8月20日（土）

第 26 回

信州安曇野

薪能

雇用保険料の料率の変更について
平成 27 年度
雇用保険料率 労働者負担

事業主負担

一般の事業

13.5/1000

5/1000

8.5/1000

農林水産・
清酒製造業

15.5/1000

6/1000

9.5/1000

建

16.5/1000

6/1000 10.5/1000

設

業

➡

平成 28 年度

雇用保険料率 労働者負担

事業主負担

11/1000

4/1000

7/1000

農林水産・
清酒製造業

13/1000

5/1000

8/1000

建設業

14/1000

5/1000

9/1000

職員の異動

３月 31 日付 副統括経営支援員・穂高支所長
1 日付

ＰＭ６：00 ～

ＰＭ５：00 ～

ＰＭ７：00 ～
ＰＭ１：30 開場

事業者のためのインターネット・
パソコン活用セミナー
内
日

容
時

ビジネスに役立つＳＮＳ活用方法
平成 28 年７月 13 日（水）
午後８時～９時 30 分
会 場 安曇野市商工会堀金支所
受講料 500 円
主 催 安曇野市商工会堀金支部ＩＴ委員会
※詳しくは同封の案内チラシをご覧ください。

組織強化委員会より

一般の事業

４月

豊科公民館ホール

歩行者天国

主任経営支援員・明科支所長
主任経営支援員・穂高支所
副統括経営支援員・明科支所長
主任経営支援員・穂高支所長
主任経営支援員・堀金支所長
主任経営支援員・豊科支所
経営支援員・穂高支所

新規会員加入にご協力ください
安曇野市商工会は会員と地域に支えられて幅広い
事 業 を 行 っ て お り ま す。 平 成 28 年 ３ 月 末 現 在 は
1872 会員の皆様にご加入いただいておりますが、
合併以来、廃業や高齢等により会員数が年々減少をし
ているという現状です。経営者の声を国等への施策に
反映させるためにも、会員数の増加による組織力の向
上は不可欠です。お取引先やお知り合いの方で未加入
の方がいらっしゃいましたら、組織強化委員または商
工会役員・事務局までご連絡ください。会員の皆様の
ご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

岡嶋
豊
松澤 敏郎
宮澤 一生
田中 良治
平川 博章
降幡 哲弥
安谷屋 博
藤澤 貴志

長和町商工会へ異動
宮田村商工会へ異動
定年後の再雇用による期間満了
商工連より転入
堀金支所より異動
麻績村商工会より転入
記帳支援職員
商工連より転入

■編集・発行／安曇野市商工会 〒３９９-８２０５ 安曇野市豊科4289-1 TEL.0263-87-9750 FAX.0263-72-8491 http://www.azumino-biz.net/

