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2016 年の米大統領選挙が 11 月 8 日に終わ
りました。一年半にわたって繰り広げられた大
統領選は大方の予想に反して民主党のヒラリー・
クリントン前国務長官が破れ共和党指定候補で
不動産王のドナルド・トランプ氏が第 45 代大
統領に選ばれ、17 年１月 20 日から就任するこ
とになりましたが、保護主義者であり TPP 脱退
も表明しており、アベノミクスにも大きな影響
が懸念されます。トランプ氏の当選後、現在ま
で株高・円安となっておりますが経済動向から
は目が離せません。早速 1 月 27 にはいち早く
安倍首相との日米首脳会談が調整されているよ
うであります。

さて、当安曇野は山紫水明の地であり緑が深
く、広大な田園が広がり、四季折々の自然が織
りなす風土の中、第 2 回安曇野ハーフマラソン
が全国植樹祭開催の為前回大会より 1 週遅れの
6 月 12 日、ゲストランナーに昨年に引き続き
有森裕子さんを招聘して 5,987 人のランナーに
ｴﾝﾄﾘｰ頂き好天のなか開催されました。商工会で
は飲食部会、女性部、女子職員を中心におもて
なし部門を担当し、温かい玉ねぎスープと、安
曇野の温かい真心をふるまいランナーの方々か
ら大変喜んでいただきました。第 10 回の節目
を迎えた安曇野花火大会では、青年部を中心に
実行委員会と一致協力して携わり、大成功裡に
終わることができ、市民の心を癒し、心に豊か
さと潤いを与えていただいたことに吉田実行委
員長をはじめとした実行委員の皆様に深く感謝
と敬意を表します。

そして第４回信州安曇野新そばと食の感謝祭

開催日時　平成 28 年 11 月 5 日（土）＜快晴＞　10:00 ～ 16:00
　　　　　11 月 6 日（日）＜曇り＞　10:00 ～ 16:00
開催場所　穂高神社特設会場及びその周辺
　　　　　（６日のみ穂高駅前通り交通規制実施）
主　　催　信州安曇野「新そばと食の感謝祭」実行委員会
主　　管：安曇野市商工会
共　　催：長野県松本地方事務所・安曇野市・安曇野市農業再生協議会
協　　賛：abn 長野朝日放送
後援・協力：市内外団体多数、松本大学、報道関係各社
来場者数　概算　38,000 人　（5 日 16,000 人　6 日 22,000 人）

●穂高神社北神苑会場
　①新そば販売ブース：8 ブース× 2 日間（会員 10 店舗）　そば食数 10,000 食
　②旨いものブース：あづみ野どん・信州サーモンどん販売　丼食数 1,000 食
　③スイーツコーナー：野菜スイーツ販売・菓子製造組合 50 周年記念事業実演販売
　④特産品販売コーナー：会員６店、商工連（北安曇・安筑・木曽）７店
　⑤ドリンクコーナー・キッズコーナー　⑥熊本地震復興支援コーナー
　⑦松本山雅ＦＣ特設コーナー　
　⑧足湯コーナー　⑨そば打ち体験コーナー

●穂高神社南神苑・農林業まつり会場および本殿周辺
　①農林業まつり：会員、関係団体企業、友好都市など 23 店出店
　②豊穣宝船神前奉納、奉納野菜の配布
　③落語会
　④米処安曇野　地酒を楽しむ会
　⑤そば猪口アートコーナー
　⑥七五三歓迎・バルーンフォトフレーム・
　　ポン菓子の無料配布
●ステージイベント（北神苑会場）
　５日　①開会式・消防喇叭隊演奏　②大道芸
　　　　③穂高商業高校吹奏楽部演奏
　　　　④松本山雅ＦＣトークショー
　　　　⑤ハート・トゥ・ハートバンド
　６日　①松本音楽団演奏　②大道芸
　　　　③穂高商業高校琴部演奏
　　　　④安曇野吹奏楽団演奏
●穂高駅前通り会場（６日のみ）
　①キッチンカー：会員 7 店
　②マルシェ（軽トラック市）：会員及び関係団体９店
●会場全体
　〇そば手形スタンプラリー（500 円のそば・お買い物券 3 枚が付いたそば手形）　　2 日間で 1,500 枚販売。
　〇ゆるキャラ会場回遊（アルクマ、りんご丸・みずん）

農林業まつりでは、新そばが開催日に間に合う
ということで今までより一週間早い 11 月 5 日・
6 日に開催され新そば 10,000 食余を完売し、
初めての試みとして、抽選付手形を発行し、会
場を巡ってもらう効果があり万遍なく売上も好
調でありました。回を重ねるごとに改善点も見
つかり、進化している所もあり、反省、改善す
べきは直し、良いところは更に進化させ、来年
第５回目の節目を迎えるにあたり、伝統づくり
をしていきたく考えております。私見ではあり
ますが以上掲げた、安曇野ハーフマラソン、安
曇野花火、安曇野食の感謝祭を、安曇野市の三
大イベントと位置付けております。市民総参加
のイベントとして更に向上、発展させて安曇野
市をアピール出来ればと思います。

この全てに商工会は深く関わっており、地域
振興、活性化経済効果の波及に繋がっており任
務を果たしていると思っており、今後も益々盛
大になるよう努めていきたいと思います。

11 月９日には開削 200 年の節目を迎えた農
業用水路拾ヶ堰が「世界かんがい施設遺産」に
登録されたとの発表がありました。中堀地区の
拾ヶ堰沿いは桜花と柳の緑と水の流れの織り成
すコントラストが最高のカメラアングルで人気
スポットになっており、今後も安曇野の景勝地
として売り出していける場所であろうかと思い
ます。

そして、安曇野市商工会在り方検討委員会で
は、平成 27 年度より県補助金が減額され、市
の補助金も県補助金と連動する形で減額されて
おり、現在の本所と五支所制の維持は将来的に
は資金面で困難が予想され合理化、経費節減を
図らなければならず、本会館建設・統合を進め
なければなりません。会館建設・統合に向け更
に深く審議、検討し、市からも最大限のご協力
を仰ぎ最大効果を発揮でき、地域経済発展に貢
献できる地域の商工会としての在り方を探り、
進めて参ります。会員各位におかれましては、
今後ともご理解、ご協力をお願いいたします。

年末を控え、ご自愛の程申し上げ健やかな新年
をお迎えくださいますようご祈念申し上げます。

齊藤会長

会長あいさつ 第４回 信州安曇野新そばと食の感謝祭農林業まつり開催実績（概要）

北神苑会場

豊穣宝船

スイーツブース

賑わうそばブース そば手形を求める行列 特産品販売の通り

そば手形販売

開会式

熊本地震復興支援のみかん販売
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市商工会青年部
安曇野市結婚相談事務委託事業

「コイカツ」･「神前結婚式イベント」

新成人をお祝いします！

商工会会員増強
新会員をご紹介ください

ニッポン全国おやつランキング

葵
あおい

からめそば

ただいま共済事業普及推進強化期間

12 月 3 日 ( 土 )、穂高神社で開催された神竹灯 ( かみ
あかり ) に合わせ、初の企画である神前結婚式および今
年度 3 回目のコイカツイベントを実施致しました。全７組
の結婚式応募者の中から 1 組限定で式を挙げ、多くの来
場者に幻想的な結婚式を見ていただくことができました。

コイカツイベントでは、参加者に竹灯籠の点灯を体験
していただくなど神竹灯をとおして交流を深めていただ
き、全70名の参加者から14組のカップルが成立しました。

企画の実施に向けご協力頂きました団体、企業様につ
きましては心より御礼
申し上げます。

今後とも、地域を盛
り上げるための事業を
企画して参りたいと考
えておりますので、何
卒、ご協力をお願い申
し上げます。

安曇野市成人式振興事業（グルメ・サービス振
興券）のお知らせ

新成人を地域全体で応援するために、商工会飲食分科
会及びサービス業部会合同で振興券事業を実施致します。

成人式参加者に 29 年 1 月 31 日まで加盟店で使える
振興券 2,000 円分を配ります。また着付けのお直しサー
ビスも実施します。

お祝いとともに地域の店舗を活用しリピーターにつな
がるよう盛り上げていきますのでご協力をお願い致します。

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。現
在、役職員一丸となって会員増強に取り組んでおります
が、お取引先やお知り合いの事業所をぜひともご紹介く
ださいますよう、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。〈組織強化委員会より〉

全国商工会連合会が主催する「ニッポン全国物産展」
のご当地スイーツ人気投票「ニッポン全国おやつランキ
ング」であづみ野菓子工房・彩香さんの菓子が１位を見
事獲得いたしました。

今回２回目の出場で見事日本一となり、今後の販路開
拓効果が大変期待されます。

1 位：長野県
　　　あづみ野菓子工房 彩香さん
　　　チーズ in タルトバウム信州りんご
2 位：愛媛県　別子飴本舗さん生ようかん
3 位：沖縄県　マンゴースィーツ専門店おきぽたショップさん
プリン・ス・マンゴー

そばにわさびを直接のせて食べる「葵からめそば」。「葵」は山葵の
字から、「からめ」は「辛め」と「絡める」がかかっています。安曇
漬物組合と安曇野はそばの郷振興委員会の連携により提案されまし
た。安曇野の湧水で打ったそば、安曇野産わさび、汁本来の味を堪
能できます。第４回新そばと食の感謝祭にてすり下ろしたわさびを
用意し、お客様に好みの量をそばにのせて食べて頂きました。安曇
野の認知度アップのため、今後は市内のそば店さんでも宣伝いただ
けるよう計画しております。

　商工会の共済制度は、会員企業の代表者をはじめ家族、
従業員各位の福利厚生の充実となり、併せて、商工会自
己財源確保の一助となる制度です。共済推進委員会では
平成 29 年３月末日まで推進強化期間と定め、委員を中
心に加入者への積極的加入推進並びに満期者の継続加入
推進を行っております。
　〇推進強化期間　　　１０月１日～３月３１日
　〇主な推進共済制度
　　「商工貯蓄共済」・「あづみ野商工共済」
　　「障害共済・シニア共済・ミドル共済」・
　　「くるま共済・火災共済」
　事業・業務に安心、有利な各種共済へ会員皆様の積極
的なご加入をお願いいたします。〈共済推進委員会より〉

平成 28 年９月に国道 147 号線沿い、豊科駅前交差点近くにオープンしました。
サラリーマン時代に大型リサイクル店にて、買取り・販売の仕事に携わる中で、お客様へ還元
がもっとできるのではないかという思いで独立開業しました。おもにブランド衣料・ブランド
品・金プラチナの買取り・販売を扱っており、店名には売って頂いた方・買って頂いた方の両
方がウィンウィンになるようにという思いを込めました。使わなくなった貴金属・タンスに眠っ
たままのブランド衣料などありましたら、お気軽にご相談ください。
また、出張買取・宅配買取も行っておりますので、まずはお電話にてご相談ください。
営業時間　11：00 ～ 19：00（火曜定休と臨時休業あり）
駐車場  店舗横に月極駐車場 1 台・店舗裏駐車場 1 台完備

イタリアンレストランにてホール長として勤務、この度同志のシェフと１２月にオープン致
しました。

食感がもちもちで芯がある二重構造の上質なパスタ麺が当店の売りです。是非一度味わって
みてください。エスプーマを利用したデザートも人気です。アルコールでは11種の海外ビール、
イタリアワインをご用意しています。
営業時間　ランチタイム　　11：00 ～ 14：00
　　　　　ティータイム　　14：00 ～ 17：00
　　　　　ディナータイム　17：00 ～ 21：00（LO.20：30）
　　　　　木曜日定休　席数 36　駐車場 22 台

昭和 54 年豊科で創業後、平成 16 年に現在の三郷に移転しました。幹線道路から 100 ｍ
ほど路地を入った住宅街に位置し、大人の隠れ家的な店づくりに努めています。

今回、持続化補助金を利用してお座敷用の座卓を導入しました。お客さまの反応も良く大い
に喜ばれています。これに加え配膳等の業務も楽になり非常に助かっています。また補助金申
請の際には、商工会から支援を受けスムーズに手続きができたので非常に助かりました。

新鮮な季節の物を様々な調理方法で提供し、お客様を飽きさせないよう工夫をしています。
ご高齢で畳が苦手な方は是非ご利用ください。
営業時間　昼 11：30 ～ 14：00　夜 17：30 ～ 20：00（昼のみ要予約）
定休日　水曜日　席数 37（内お座敷 32）

平成 27 年 1 月開業。家族写真など人物撮影をメインとし、中でも小さなお子さんや新生児
撮影には力を入れています。スタジオでの撮影はもちろん、神社での七五三、成人式や安曇野
の雄大な自然を活かした屋外での出張撮影など、お客様の要望に応じた撮影に対応しています。

お客様の自然体の魅力を引出すために自然光での撮影にこだわりを持ち、撮影した写真は色
合いや肌の質感等をより上質に仕上げるために、百数十工程に及ぶ独自の技術によりカメラだ
けでは表現しきれないストーリー性を持った作品に仕上げています。その他では、商品撮影や
ウェブデザイン等も請けたまわっていますのでお気軽にご相談ください。
URL：http://www.wildberry.photo

　当店は大正８年の創業以来、一般家庭の畳替え工事に加え、神社仏閣におさめる特殊な畳の製作を数多く請け負ってき
た実績があり、先代の代表は畳職人として県内初の卓越技能者知事表章を受賞するなど、同業他社にはない技能や道具を
使った仕事を強みとして今もその技術を引き継いでいます。しかしながら近年は、新築時に和室が少なかったり、リフォー
ム時に和室が減ったり、畳替えをあまりしなかったり等で仕事も減少傾向となっています。
　そんな折、小規模事業者持続化補助金を知り、当店の強みの発信と認知度向上を目指し、ホームページの開設、看板設
置等の経営計画書を商工会の支援を受け作成し採択となりました。ホームページを見たお客様から当店の強みを活かした
特殊な畳の製作や外国人向けの畳の講習会などの仕事を多くいただき、その様子を SNS やブログで公開することで、一
般家庭の畳替えの受注もふえました。何より自分の経営計画、補助事業計画が認められ、その効果が表れた事は大きな自
信になりました。
営業時間　8：30 ～ 18：00
定休日　日曜日　http://horiuchi-tatami.com/
※ 営業時間、定休日はあくまで目安、お客様のご都合に合わせて対応していますのでお気軽にご連絡ください。

リサイクルショップ Win2ngood!!（ウイニング）

Rosso Bianco

味匠　岡むら

ワイルドベリー　フォト＆デザイン

堀内畳店

小型の家電・電動工具なども
買い取ります

ランチメニューの一例

安曇野市豊科 4754-1　TEL.31-0474

安曇野市穂高有明 2767-3　TEL.31-5298

安曇野市三郷明盛 1653-1　TEL.76-5825

安曇野市堀金烏川４２９９－４　TEL.87-2063

安曇野市明科中川手３３４９－３　TEL.62-3057

白いのれんが目印です

ベビーフォトや家族写真の撮影
お任せください

一級技能士による畳の製作風景

第７回の入賞者

成人式振興券（イメージ）
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お知らせ

若年層の離職率は全労働者の離職率を常に上回って推移し
ています。就職した若年者が早期離職することなく職場に定
着し、その能力を発揮できるようにするための支援が重要で
す。この研修では、若手社員の不安や課題を受け止め、解消す
ることで早期離職の抑制に繋げます。
●日時　２月１日（水）午前９時30分～午後５時（予定）
●場所　本庁舎４階大会議室東
●対象　新入・中途入社社員、新規採用予定者、入社２～３年

の若手社員
※40代前半までの人が対象。人事担当者の参加も可能。
●講師　高橋知也氏（若年者地域連携事業推進センター産業

カウンセラー、キャリアコンサルタント）
●受講料　無料
●定員　50人（先着順）
●申し込み・問い合わせ　１月24日（火）までに、電話かファ

クスでお申し込みください。
安曇野市役所商工労政課商業労政係

（℡71・2041（代）  Fax72・1340）

市内企業の情報共有サイト「安曇野市産業ポータルサイト」
が8月よりスタートしています。企業情報の他に企業間の受
発注・求人情報なども掲載することができ、販路開拓や人材確
保につながることが期待されています。
登録ご希望の方はポータルサイト

（https://azumino-sangyou-portal.secure.force.com/）
トップページバナーをクリックし、企業登録をお願いします。

　小規模事業者が商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の3分の2を補助します。申
請希望の方は各支所までお問合せ下さい。

  小規模事業者の販路開拓を支援！

長野県内の最低賃金

「若手社員向けフォローアップ研修」参加者の募集 産業振興ポータルサイトに登録しましょう！

長野県最低賃金時間額 770円
平成 28 年 10 月 1 日から適用

特定（産業別）最低賃金 時間額 効力発生日
測量・測定器、医療用・光学機
械器具、電子部品、電気・情
報通信機械器具、時計・同部
品、眼鏡製造業

837円 平成 28 年
11 月 27 日

はん用、生産用、業務用機械
器具、自動車・同附属品製造・
修理業 848円 平成 28 年

11 月 27 日

各種商品小売業 800円 平成 28 年
12 月 31 日

印 刷 ・ 製 版 業 781円 平成 28 年
12 月 31 日

詳しくは長野労働局のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/

小規模事業者持続化補助金（28年度2次補正予算）
の公募が始まりました。

〇補助対象者
小規模事業者［商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援
に関する法律（平成５年法律第51号）第２条を準用］

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数
５人以下

サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数
５人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数
20 人以下

製造業その他 常時使用する従業員の数
20 人以下

〇対象となる取り組みの例
（1）販路開拓等の取り組みについて
　・新商品を陳列するための棚の購入 ……………………【機械装置等費】
　・新たな販促用チラシの作成、送付………………………………【広報費】
　・新たな販促用ＰＲ（マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告） ……【広報費】
　・新たな販促品の調達、配布………………………………………【広報費】
　・ネット販売システムの構築 ……………………………………【広報費】
　・店舗改装（小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。） ……【外注費】
※不動産の購入に該当するものは不可。

〇締切：１月27日（金）の当日消印有効
※締切間際の場合には対応できないこともありますので、申請はお早目に（できるだけ締切の一週間前までに）お願いいたします。

事業者新規登録をクリック 

平成２８年分決算申告個別相談会日程表
◎ご希望の日時・ご都合に合わせてご利用ください。

※電子申告 有

会場 種別 月日 曜日 相談時間 派遣人数

豊科支所 青色
消費税

2月16日 木
10:00 ～
16:00

2
2月27日 月 2

※３月 9日 木 2

穂高支所 青色
消費税

2月22日 水
10:00 ～
16:00

2
3月 6日 月 2
3月10日 金 2

三郷支所 青色
消費税

2月20日 月
10:00 ～
16:00

2
3月 1日 水 1
3月13日 月 1

堀金支所 青色
消費税

2月20日 月
10:00 ～
16:00

2
3月 3日 金 2
3月10日 金 1

明科支所 青色
消費税

2月20日 月
10:00 ～
16:00

2
3月 2日 木 2
3月10日 金 2


