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Photo ／「山麓彩る春の安曇野」（国営アルプスあづみ野公園）
安曇野”彩り“デジタルフォトコンテスト２０１８　商工会長賞（撮影：杁本　幸司）

主催：安曇野市商工会堀金支部青年部
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平素は本会の運営に多大なご協力を賜り深く感
謝申し上げます。今年度は元号が令和へと改めら
れ、新たな時代がスタートするという大きな節目
の１年となります。新しい時代に即した活力ある
商工会を目指しいきたいと思います。

米国、中国間の貿易摩擦、国内人口減少などの
影響のなか、中小・小規模事業者を取り巻く経営
環境は厳しい現状であります。商工会では、事業
承継また創業相談等の窓口を設置しておりますが、
本来の経営相談についても是非ご活用をいただけ
ればと思います、また、各種イベント、地域貢献
振興活動を行っておりますが、補助金が年々減少
していく中、運営が厳しいものがあります。これ
らを勘案して商工会では今後の事務の効率化、経

さる５月 17 日安曇野市役所本庁舎において令和元
年度第 13 回通常総代会が開催されました。出席総代
数は 185 人（本人出席 65 人、委任状出席 120 人）、
議長に百瀬一孝総代（堀金支部）が選出され、平成 30
年度事業報告及び収支決算の承認・令和元年度事業計
画及び予算、役員の補欠選任についての議案が上程さ
れ、それぞれが承認決定されました。主な内容は下記
の通りです。

〇平成30年度　事業報告と収支決算について
主な事業報告として、重点事業であった事業承継問題への取り組みと創業支援と併せた常設相談窓

口の設置、また商工会の事業・組織財政のあり方等を実現化するため新たに本所統合建設検討委員会
を設置し、本所支所統合の早期実現に向けた取り組みについて報告しました。

〇令和元年度　事業計画と収支予算について
深刻化する人手不足が大きな課題であり、また消費税増税による影響も懸念されております。特に

小規模事業者にとっては大きい課題であり、こうした個社では解決しにくい経営課題の解決に向け説
明会等の開催により周知及び対応について徹底していきます。統合本所建設検討委員会及び小委員会
については現在検討中であり、本年度を目途に自己資金の範囲内で統合本所を設置するための合意に
向けた取り組み、イベントの見直し等による業務効率化をはじめとした組織強化に引き続き取り組ん
で参ります。

〇役員補欠選任について
役員選任規程により豊科支部選出理事の欠員補充及び青年部役員の任期満了による理事変更の推薦

をし、可決承認されました。

4 月 16 日に開催された通常部員総会において青年
部長を拝命致しました。横内前部長の後を引き継ぎ、身
に余る重責ではありますが全力で務めさせて頂きます。

元号が令和に変わり、安曇野市商工会青年部は創立
から 13 年目を迎えました。これを機に青年部も大きく
変革していかなければならないと思います。青年部員
91 名と共に安曇野を元気にするため活動して参ります。
ご指導ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

通常総代会において青年部長の
改選と１名欠員の補欠選任として次
のとおり選任する人事を承認しまし
た。任期は前任者の残任期間の令
和３年度総代会までとなります。

費の圧縮、イベントの見
直しなどの対応をしてい
きたいと思います。

そこで昨年度、統合本所
建設検討委員会を新たに設
置し、より具体化するよう
に小委員会を設けて現在検
討中であります。早めに皆

様に説明できるように致したいと思いますのでしばら
くのご猶予をお願い申し上げたいと存じます。

商工会の歌に「心と心のつながりで築いていこう
商工会」、「中小企業の礎は商工会」と、すばらし
い文言がございました。このような気持ちで役職員
一丸となって、会員皆様方のご期待に応えられる
よう全力で運営に取り組む所存でございますので、
今後とも会員の皆様のご指導、ご協力を心からお
願い申し上げます。

　会長あいさつ

令和元年度通常総代会報告

通常総代会

新青年部長あいさつ

役員の補欠選任について

青年部役員名簿

丸山新青年部長

役職名 氏　　名 事　業　所　名
部　長 丸山　勇樹 ㈱勇屋会館
副部長 太田　孝行 池田屋餅店

〃 水上　訓光 水上製作所
監査委員 犬飼　　繁 ㈲明金堂書店

〃 下山孝太郎 ㈱信交社
常任委員 丸山　秀之 ㈱エムトラベル

〃 浅川　景司 ㈲浅川石材店
〃 宮澤　文裕 ㈱みやざわ
〃 越　　康明 中信ガス住宅設備
〃 横澤　茂雄 ㈱横澤興業
〃 髙橋　政彦 髙橋精肉店
〃 平倉　英明 平倉電気商会

髙橋商工会長

※任期は令和３年度通常総会までの２年（敬称略）

職員の異動
3月31日付
　経営支援員・豊科支所
　田島　祐介 高森町商工会へ異動
４月 1日付
　経営支援員・豊科支所
　竹下　喜之　新規採用

理事　　丸山　勇樹
　　㈱勇屋会館
　　　（青年部長）

理事　　熊沢　祥寿
　　㈱システム熊澤
　　　（豊科支部）

　商工会は地域事業者の皆様が会員となり、地域の総合経済団体としてさまざまな面から経営をサポートしています。本所及
び市内５支所に局長をはじめ職員 22 名が精一杯対応させていただきますので、お気軽にご利用ください。

明科支所

本　　所

三郷支所

堀金支所

穂高支所

豊科支所

各支所・職員の紹介

後列左から今井記帳支援職員、滝澤一般職員
前列、田中副統括経営支援員（明科支所長）

後列左から平林記帳支援職員、東経営支援員、
安谷屋主任経営支援員、前列、平川主任経営支援員（穂高支所長）

後列左から中澤主任経営支援員、青嶋経営支援員、小穴業務担当
橋本一般職員、前列、輿事務局長

後列左から竹下経営支援員、大月記帳支援職員、西村一般職員
前列、金森統括経営支援員（豊科支所長）

後列左から小松一般職員、臼井一般職員　
前列、小林主任経営支援員（三郷支所長）

後列左から板花記帳支援員、岩間経営支援員
前列、降幡主任経営支援員（堀金支所長）

熊沢新理事



開催日 内　　　　容 地域 場　所　・　時　　間
6月 2日（日）～
9月29日（日）　 2019 信州安曇野田んぼアート 豊科 安曇野スイス村

6 月 2 日（日）15：00 ～　田植えイベント
6月15日（土）～
6月23日（日）　 第 35 回安曇野明科　あやめまつり 明科 龍門渕公園・あやめ公園

６月 23 日（日）　メインイベント　
7月 1日（月）～

12月20日（金）　
安曇野彩りデジタルフォトコンテスト
2019

入選作品展覧会・授賞式　令和２年１月下旬から２月中旬頃
安曇野市堀金支所

7月20日（土） 第 40 回とよしな土曜市・あづみ野こ
ども祭り 豊科 国道 147 号・豊科駅前通り　歩行者天国　ＰＭ 6：00 ～

7月27日（土） 第 40 回あづみ野祭り 豊科 国道 147 号　歩行者天国　ＰＭ 5：00 ～
8月 3日（土） 第 36 回安曇野わさび祭り納涼祭 穂高
8月 3日（土） 第 34 回ふるさと夏祭り 三郷 三郷文化公園　　時間未定
8月14日（水） 第 13 回安曇野花火 明科 御宝田遊水池西側　ＰＭ 7：00 ～

8月24日（土） 第 29 回信州安曇野能楽鑑賞会
安曇野 能 明科 豊科公民館ホール　ＰＭ12：30開場、ＰＭ2：00開会

9月21日（土）～
22日（日）予定 第 20 回ＹＯＳＡＫＯＩ安曇野 穂高 開催日調整中・詳細未定

■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/

お知らせ
夏イベントの紹介

会員事業所健康診断日程のお知らせ

キャッシュレス決済導入セミナーのお知らせ

例年実施しております事業主と従業員を対象とした健康診断事業を下記の日程にて行います。
◎詳しい健診内容及び費用と申込書は 7 月中旬、事業所宛に送付いたしますので、希望される事業所は届きましたら、お申し込みをお願いいたします。

日程・実施時間 会場 備考
10 月 9 日（水）　午前・午後 三郷保健センター 胃検診あり
10 月 10 日（木）　午前・午後 豊科ふれあいホール 胃検診あり
10 月 16 日（水）　午後 明科公民館
10 月 17 日（木）　午前・午後 穂高会館 胃検診あり
10 月 21 日（月）　午後 上堀構造改善センター

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 !! 熱交換塗料熱交換塗料
「健康にやさしい」

「建物にやさしい」

「地球環境にやさしい」

「電気光熱費にやさしい」

「経済的にやさしい」

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！

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。

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。

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。

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

熱交換塗料の５大やさしさ

○キャッシュレス導入セミナー
　（キャッシュレスの仕組みについて勉強したい方向け）
　…様々なキャッシュレス決済の仕組みとＱＲコード決済の仕組

みについて学びます…
　と　き　令和元年　６月１２日（水）　午後２時～午後４時
　ところ　安曇野市商工会穂高支所　２階会議室
　定　員　３０名
　内　容　キャッシュレス決済とは　【講師】商工連　百瀬上席専門経営支援員
　　　　　ＱＲ決済の実演　【講師】PayPay（株）エリア担当職員

○総務省　統一ＱＲコード「JPQR」導入セミナー
　（キャッシュレス化をすぐに始めたい方向け）
　…長野県がモデル事業に選定され、全国に先駆け複数のＱＲ

コードを一括で対応する仕組みについて説明します。当日開
始に向けた申込受付も行います。…

　と　き　令和元年　６月２５日（火）　午後２時～午後４時
　ところ　安曇野市穂高会館　講堂
　定　員　７０名
　内　容　統一ＱＲ「JPQR」の仕組みについて
　　　　　具体的な申込手続きについて※詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

穂高神社北神苑・穂高駅前通り　歩行者天国　    ＰＭ４：30 ～


