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会長あいさつ

平成最後となるこの夏は、７月上旬の西日本を中心に降り続いた記録的な豪雨をは

会員事業所の紹介

じめ、数多くの台風の発生によりたいへん大きな被害がでました。また、この９月６
日には北海道地方で震度７にも及ぶ地震により甚大な被害が発生しました。被害を受
また、猛烈な暑さにもみまわれた夏でもあり、市内で行われた「第 39 回あづみ野
祭り」「第 19 回 YOSAKOI 安曇野」にも影響を及ぼしました。このような中、安曇
野の涼を求め首都圏をはじめ連日多くの観光客が訪れ賑わいをみせました。「第 12

安曇野市豊科南穂高 6761-1
℡ 87-6288
平成 30 年４月に豊科重柳 ビレッジ安曇野北側自宅敷地内にワンちゃん専
用のトリミングサロン＆ペットホテルとしてオープンしました。
トリミングコース、シャンプー、シャンプーカット、オプションケアも対応
しております。併設された冷暖房完備のペットホテルは、スタッフが２４時間
待機しているので安心です。一時預かりもできますのでお気軽にご相談くださ
い。ワンちゃんも飼い主さんも安らげるお店を目指しています。
営業時間 /9：00 ～ 18：00（要予約）
鮮やかなブルーの扉
定休日 / 木曜・第４土曜日

LE CHIEN FELIZ（ルシアンフェリス）

けられた地域の皆様方には心からお見舞いを申し上げます。

髙橋会長

回安曇野花火」「第 33 回ふるさと夏祭り」は盛大に行われ大勢の皆様に楽しんでいただきました。
これから本格的な台風シーズンを迎えますが、会員の皆様方には、日頃より災害に対して備えつつ、ご
自愛くださいますようお祈りいたします。

ＨＰはこちら
インスタグラムもやってます！

第 6 回 信州安曇野 新そばと食の感謝祭・農林業まつりの開催について
■開催日程

と き
ところ

平成 30 年 11 月 3 日（土 )・4 日（日）両日 10 時～ 16 時
穂高神社特設会場（北・南神苑及びその周辺）

商工会員・農林業者・関係機関が連携を図り、新そばと地元産の「食」を中心とし
た安曇野の「食と実り」、そして安曇野の晩秋を市民や近隣市町村の皆様をはじめ、県
内外、海外からの来場者に十分に満喫していただくことを目的に開催いたします。今
年で 6 回を迎えるこの事業がより一層盛大に開催できますよう、会員皆様からの特段
のご理解ご協力をお願い申し上げます。今年度の実施内容について概要をご案内させ
ていただきます。

■イベントのご案内

☆新そば販売……………・全店共通メニュー もりそば 500 円
☆旨いものブース………・地元産食材を使った感謝祭特製「信州サーモン丼」販売予定
☆スイーツブース………・野菜スイーツの限定販売「今年のテーマは“ほうれん草、いちご”」
☆特産品販売ブース……・近隣商工会、地産食材等を使用した食品、加工品の販売
☆農林業まつりブース…・地元農家、農業関係団体、友好都市、地元高校、大学などによる物産販売
☆駅前通り………………・グルメストリートとマルシェ（軽トラ市・キッチンカー）
☆お得情報………………・３日（土）SBC ラジオ「ともラジ」正午～ 14:00 の生放送。
・安曇野の秋の恵み・特産の生わさびなどを競り落とす「お楽しみせり市」体験
・安曇野地酒を楽しむ会

事業承継マッチングサービスをご利用下さい！
６月よりスタートした安曇野市・マッチングサイト「トランビ」と連携した取り組み「事業承継ネットワーク」です
が問合せをたくさん頂いております。
メインとなる事業承継マッチングサービスですが、事業譲渡相談２件に対し8月末時点で買主ユーザーから
6,532件閲覧があり、その中から問い合わせも多く頂いております。
ＴＲＡＮＢＩ（トランビ）とは ･･･
事業承継に課題のある中小企業の経
た意味でも効果が高いです。
営者、個人事業主と事業承継を希望
トランビサイト買い手ユーザー数も増加しており、12,000人を超える国内 する企業をマッチングする WEB サー
最大級のＭ＆Ａマーケットサイトとして全国的に大変注目されております。 ビス売り手様の手数料は完全無料！

商工会が代理登録するため匿名性が高く、自社の客観的な価値を図るといっ

後継者不在
廃業検討

事業者様

（個人事業含む）

情報提供
相談

事業承継推進
グループ
（安曇野市・商工会）

登録
代行

報告
紹介

掲載

TRANBI
サイト

全国の事業者
（譲受希望者）

打診
交渉

HP https://www.tranbi.com/
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が目印です！

安曇野市穂高柏原 2840-3
℡ 87-8139 定休日：日曜日
これまで自動車整備工場に約 20 年勤務し、平成 30 年 1 月、穂高柏原に念願であっ
た自社工場を建て開業致しました。塗装専用ブースも併設しており、入庫時の診断、施
工内容の打合せ、修理、納車までを同一工場で一貫しておこなうことで、お客様のご要
望に沿った施工が可能です。
車検もできるよう現在は指定整備工場の認定に向けて環境整備に取り組んでいます。
20 年の実務経験のなかで学んだ鈑金、塗装、整備の技術を活かし、「あそこに頼めば
何とかしてもらえる」そんな整備工場を目指していますので、お困りのことがございま
丁寧な施工でお客様のご要望にお応えします
したらお気軽にお声掛けください。

AUTOSHOP 健

安曇野市三郷明盛 1300 － 6
℡ 55-7511
焼き菓子の専門店として昨年７月に JR 一日市場駅より歩いて５分ほどの交差点の一
角にオープンしました。
お店には常に２０～３０種の焼き菓子が陳列してあり、特に北アルプス牧場ノンホモ
低温殺菌牛乳を使った焼きプリンは当店おすすめの商品となっております。また、ケー
キなどの生菓子も受注生産しておりますので、いつでもご用命ください。
地元の旬なフルーツを使ったフレッシュな焼き菓子を目指して作っておりますので、
一度お試しください。
営業時間 夏季 11：00 ～ 17：30 定休日 土曜日、日曜日
冬季 11：00 ～ 17：00 定休日 日曜日のみ

焼き菓子工房 MYU

お近くにお越しの際は、是非お立ち寄り
ください

安曇野市堀金烏川 2338-2
℡ 50-8541
長野市内のホテルで総料理長を務めたオーナーが今年 3 月にフランス料理＆ジビエ専門店を
オープン。
「旬の信州食材を存分に楽しんでいただく」ことを料理のコンセプトに、地元産の野菜や果物
と信州サーモンに加え、鹿などの信州産ジビエを使った本格的な肉料理も提供しています。
ランチはコース料理（1,890 円税込～）、ディナーは仲間でシェアもしやすいアラカルト中
心で提供しています。
お酒も県産ワインや特別な日本酒などこだわりのお酒を用意してお待ちしています。
営業時間 11:30 ～ 14:30 17:30 ～ 22:00
定休日 日曜夜・月曜

ロティスリー

ル・ボヌール

Shibumi（シブミ）

商工会堀金支所より徒歩 1 分

安曇野市明科中川手 2143
℡ 090-4079-3659

サンドアーティスト、布小物・革作家として製品の制作販売を行っております。「サンドアート」（「The Sandart
Shibumi」）は「一粒の石、ひとつぶの砂が語りかけるもの。何も考えずにそっと感じてほしい」をテーマに、私自
身のオリジナルの表現方法で石や砂を使った抽象的な絵画です。定期的にギャラリーで個展を開いたりホテル・レ
ストランに展示したり、またレンタルやオーダー制作を承っております。約 3 年前から妊娠、出産を機にバック・ポー
チなどの布小物（「Handmade Shibumi」）も販売し、
「シンプルで使いやすく、色の配色がカラフルで元気が出る」
とご好評をいただいております。そして、今年からアーティストとしての感性を活かし、革製品（「Ema」）のオーダー
メイドを始めました。お客様のバッグの用途や想いをお伺いし、そこに私の感性を融合させた 世界に１つだけの
バッグをお作りいたします。
9 月下旬から 10 月末までホテルブエナビスタの１階ショップにて、サンドアートと布小物の展示販売をします
シブミ製品と代表の石田恵美さん
ので、どうぞお立ち寄りください。
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働き方改革に取り組む事業主の皆様を支援します

会員企業広告欄

働き方改革関連法案が成立し経営者、労働者、双方を取り巻く環境は大きな変化の時を迎えました。変化
に合わせた勤務体制の対応など、変革が事業者側に求められています。就業規則の作成、賃金規定の見直し、
変化に対応するための労働関係助成金の活用など社会保険労務士等の専門家が無料でご相談に応じます。働
き方改革全般について様々なご相談に対応しますので、お気軽にご連絡下さい。
2019 年 4 月 1 日から 働き方改革関連法が順次施行されます
１．時間外労働の上限規制が導入されます
２．年次有給休暇の確実な取得が必要です
３．正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます

お問い合わせ・ご相談

長野県働き方改革推進支援センター
長野市中御所岡田 131 番地 10 長野県中小企業団体中央会内
◎詳しくは同封のチラシをご覧ください。

℡：0800-800-3028

商工会会員増強 キャンペーンを実施中（平成 31 年 3 月 31 日まで）
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。現在約 1850 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。
組織強化委員会では、会員増強キャンペーンを実施しています。最近ご商売を始めた方、まだ入会されて
いない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。

小規模企業振興委員の紹介

第12回 安曇野花火の御礼

国等の施策を地区内の小規模事業者の方へお伝え
したり、逆に商工業者の方の声をお伝えいただく橋
渡し役として活動して頂いているのが、小規模企業
振興委員です。
本年度も名簿の皆様が任命されました。振興委員
の皆様を通じて、商工会へ相談等ご利用ください。
順不同

氏
宮澤

名

企

業

名

等々力

文裕 ㈱みやざわ
豪 ㈱ワーク

敬称略

業

種

地区

商

業

豊科

工

業

豊科

飲食業

豊科

丸山

英樹 ㈱勇屋会館

丸山

宏章 ㈲丸山クリーニング サービス業 豊科

丸山

節雄 ㈲イヴエルマルヤマ

商

業

穂高

浅尾

信行 ㈱アメック

工

業

穂高

有賀

秀行 ㈲松伯

宿泊業

穂高

赤羽

強志 志の寿し

飲食業

穂高

小松

伍朗 ココット

飲食業

三郷

竹内正比古 ㈲竹内技建

建設業

堀金

森田

建設業

明科

継雄 明科設備㈱
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今年も、多くの企業の皆様、
安曇野市商工会及び商工会青
年部をはじめ各方面の方々よ
り多大なるご支援、ご協力を
いただき誠にありがとうござ
いました。お陰様で第 12 回
安曇野花火を盛大に開催する

吉田実行委員長

ことができ、「ありがとう。安曇野。」をテーマに
県内外の多くの方に大会を楽しんで頂くことがで
きました。
協 賛 金 に つ き ま し て は 13,350,000 円、 飲
食分科会の協力による恒例の花火玉協賛金は計
122,800 円集まりまし
た。ご協力いただきまし
た関係各位の皆様に心よ
り感謝申し上げます。
また、来年以降もこの
事業が開催できますよ
う、 引 続 き ご 協 力 の ほ
どよろしくお願い致し
ます。

時計屋復刻堂から

TEL ：0263-73-5581
FAX：0263-72-9540
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お知らせ
長野県内の最低賃金

821 円

長野県最低賃金 時間額
平成 30 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

854 円

平成 29 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

865 円

平成 29 年
11 月 27 日

各種商品小売業

817 円

H30.10.1 から改
定されるまでの間、

821 円

809 円

印刷・製版業

H30.10.1 から改
定されるまでの間、

821 円

平成 29 年
12 月 31 日
平成 29 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/

第４回ほりがね秋の振興祭り
●日時
●場所
●内容

平成３０年１０月２０日（土）
午前９時～午後３時
ほりがね物産センター駐車場周辺
地元各団体の農産物や加工品の直売、
糸魚川市能生の海産物販売、ステージ
イベント、そば打ち体験（８００円）
きび餅つき等体験イベント、豚汁、
かぼちゃ団子等の無料配布など

「商工会報第41号」
（H30年6月18日）3ページの名簿に
誤りがありました。
正） 副部会長
誤） 幹事

小松
小松

正廣
正廣

読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたこ
とを深くお詫び申し上げます。

商工会共済事業普及推進強化期間
商工会の共済制度は生命・貯蓄・融資・けが・病気・
ガン・くるま・火災・退職金・業務上のリスク等、す
べての備えが可能となりました。共済推進委員会では
平成30年12月までを推進強化期間と定め、委員を中
心に会員の皆様へ積極的に推進を行ってまいります。
推進強化期間
主な推進共済制度

９月１日～１２月３１日

「商工貯蓄共済・会員福祉共済」
「あづみ野商工共済」
「傷害共済・シニア共済・ミドル共済」
「くるま共済・火災共済」
企業経営の将来・代表者をはじめ従業員やご家族の
安心安全のためにご加入をご検討下さい。

「新人・若手社員向けフォローアップ研修」参加者の募集
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、新人気分から
抜け出た一人前の組織人として、後輩を支え、業務の
中心を担う若手社員として、それぞれのステージで一
層のレベルアップを目指します。また、異業種間の人
脈を形成し、幅広い価値観に触れ、課題の共有等によ
るモチベーションアップを図ります。
●日時 平成 30 年 10 月 24 日（水）
午前９時 30 分～午後５時
●場所 安曇野市役所本庁舎４階大会議室
●対象 新入・中途入社社員、入社２～３年の若手社
員※ 44 歳までの方が対象
●内容 「わかる」「知っている」から「できる」へ！
グループワークなどで実践しながら身に付ける、超
実践型セミナー
●申込み・問合せ 下記まで電話か Fax で 10 月 22
日（月）までに

商工労政課商業労政係
℡ 71・2041（直通） Fax72・1340

会員企業広告欄
塗るだけで、夏涼しく、冬暖かい
熱交換塗料は、やさしさでお役に立ちます !!
熱交換塗料の５大やさしさ

熱交換塗料

「健康にやさしい」

夏は涼しく、冬は暖かく。不快な冷暖房に頼らず健康・快適生活！

「建物にやさしい」
塗装面の温度を抑制、下地の伸縮を抑え劣化防止。汚れも付きにくく長持ちを実現。

「地球環境にやさしい」
熱を塗装の内膜で吸収・消去してしまうので輻射熱を抑え CO2 削減に貢献。

「電気光熱費にやさしい」

快適温度に近づけるため冷暖房の稼働時間が短縮され、冷暖房費を減らせる。

「経済的にやさしい」
錆止めの効果絶大の専用プライマーを使用。長持ちのため長期でのコスト削減を実現。

塗り替え時などに是非ご検討ください
塗り替え時などに是非ご検討ください
ホームページ

詳しくはこちらから

tosou21.com
有限会社

宮下塗装店

〒399-8303

安曇野市穂高 7676-8

☎0263-82-6947 FAX．0263-82-1213
E-MAIL:mail@tosou21.com

■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/

