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初秋の候、会員各位におかれましては益々ご清祥の
こととお慶び申し上げます。
また、平素より本会の活動に対しまして、ご理解と

ご協力を賜りますことに感謝申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症に効果があるとさ

れるワクチン接種が開始され、これでようやく収束す
ると期待しておりましたが、感染力が強い変異株（デ
ルタ株）の発生により感染拡大が収まらず、首都圏を
中心に多くの都道府県に緊急事態宣言、若しくはまん
延防止等重点措置が発出されました。本県においても
「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」が発出され、市内
飲食店等へ営業時間の短縮等の要請がなされました。
このような厳しい状況下ですが、本会では、会員の

皆さまが国のコロナ関連支援策等を活用できるよう、
積極的な情報提供や特別相談窓口の開設、昨年に引き
続いてのテイクアウト＆デリバリーの実施など、少し
でも会員の皆さまへの支援に繋ればと努めてまいり

ました。また、県の「特別警戒
Ⅱ発出市町村等事業者支援交付
金」等、新たに追加される支援
策を会員の皆さまが活用できる
よう市当局等へ働きかけるとと
もに、令和３年度重点方針に掲
げた巡回強化の推進に向けた体
制作りを進めてまいりました。
最後に、遅くなりましたが、8

月31日付で旧豊科商工会館と穂高会館倉庫（現：商工
会事務局棟）の交換に伴う建物の所有権移転が完了し
たことで、商工会事務局本部等建設に係る一連の事業
が終了いたしました。今後は、整備した施設を十分に
活用し、商工会の更なる発展のために努めてまいりま
すので、ご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げ
ます。

会長あいさつ

髙橋商工会長

特別委員会の設置について

③商工会組織及び施設の在り方検討委員会
事業目的
　商工会組織及び施設の在り方に関することを審議研究します。
検討課題
・総代数及び理事数の見直し（理事・総代の兼務について）　
・各会館の運営方法と職員数の適正化
・支部内の部会のあり方

①商工会版 DX 小委員会
事業目的
国の施策により各種申請や手続きのデジタル化が推進される現在において、中小・個人企業についても
その重要度が増しています。会員のデジタル技術を活用した経営改善や業務効率化につなげるために必要
な取り組みを検討し、併せて商工会の業務効率化の検討をしていきます。
検討課題
・各種申請のオンライン化等に対応するための集団・個別指導で対応強化　
・Zoom等を活用したオンライン会議の普及・実施
・インターネットやクラウドなどを活用した情報共有の強化・効率化・商工会業務の効率化

②巡回支援による経営支援強化
事業目的
昨年の融資先を中心にコロナ禍における資金繰りへの不安や課題について、巡回訪問することで現状把
握を行い、個別支援につなげます。
検討課題
・巡回訪問先のリスト化と担当割り
・現状把握の取りまとめ方（巡回カルテ作成）とその後の経営改善へのつなぎ

令和3年度の商工会重点事業方針である3つの取り組みについて特別委員会を設置し、課題解決や支
援強化に結び付けていきます。
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新型コロナウイルス感染症に係る経済対策のお知らせ

安曇野の食と魅力大発見！スタンプラリー事業について

○長野県「信州の安心なお店」認証取得推進事業
～「信州の安心なお店」の認証を取得し、感染対策を頑張るお店を応援します～

○第 2 弾飲食店等納入事業者等応援給付金事業
～特別警報Ⅱ発出により影響を受けた飲食店等への納入事業者を支援します～

○新形コロナウイルス対策特別資金の期間延長
「新形コロナウイルス対策特別資金」の取扱期間を令和3年9月末から令和3年12月まで延長します。

○安曇野つなぐプロジェクトの推進
～秋以降の経済活動の回復を見据え、事業者の更なる感染症拡大防止対策と販路開拓などを支援します～

○安曇野の魅力再発見！クーポン券の発行
～信州まつもと空港利用者向けのクーポン券を発行し地域経済の活性化を図ります～

○中小企業等コロナ感染症拡大防止対策レベルアップ事業
～換気対策や非接触対応、消毒・衛生管理に必要な備品及び設備の設置に係る費用を助成します～

○観光関連事業者応援給付金事業
～特別警報Ⅱ発出により影響を受けた観光関連事業者を支援します～
詳しくは同封のチラシをご確認ください。

第９回信州安曇野「新そばと食の感謝祭・農林業まつり」は、本年度も依然として新型コロナウイルスの
影響により、昨年度に引き続きスタンプラリー事業を行うこととしました。
参加店舗や施設を募り、それらへ巡っていただく形として「安曇野の食と魅力大発見！スタンプラリー」
を代替えイベントとして実施いたします。新型コロナウイルス感染防止対策を行いながら、域内の経済活動
維持を目指し、これまでどおり安曇野の魅力を多くの方に楽しんでいただき、地域振興と消費喚起を促すも
のとして行います。また、今年度は、若年層などより多くの方に参加をしていただく仕組みとしてスマートフォ
ン等によるデジタルスタンプを冊子版と併せて応募できるように行っていきます。

【概要】
スタンプラリー期間：2021年11月11日～202２年２月28日
スランプラリーの内容：市内のそば店等、参加店舗や参加施設をめぐり、スタンプを集め（冊子版、デジ		
	 	 タル版）、必要数の店舗を巡ると市内宿泊施設クーポン券などが当たる抽選に応募	
	 	 が可能となります。応募者の中より抽選を行い当選者へ賞品を贈呈します。

冊子版スタンプラリー【イメージ】 デジタルスタンプラリー【イメージ】

昨年実施した専用台紙とスタンプ印
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県テイクアウト・デリバリー応援事業『おうち de ごはん book』 発行事業について

ものづくり企業ガイドブックが完成致しました

会員事業所の紹介

　平成24年に主人の定年退職に伴い開業を計画し、千葉県や静岡県で物件を探してい
ましたがテレビで見た安曇野の風景が気に入り、堀金でゲストハウスを開業して9年が経
ちました。
　登山客や家族連れの常連のお客様に多くご利用いただいております。
　宿泊の他にランチ営業もやっており、石焼ビビンバやキムチチゲなどの韓国家庭料理
を提供しています。夜はコロナの影響もあり現在は予約のみの対応となっています。
　韓国伝統料理研究家としても活動しているので、キムチ作り講習会などもご要望により
開催できますので、お気軽にお問い合わせください
URL　seouljp.net

今月より豊科旧劇場にあった店舗より移転開業した料理屋獏の吉田です。
東京の割烹料理屋などで10年、その後実家の割烹よしだ（堀金）で5年勤めた後、

以前の店舗で独立開業しましたが、この度新たな店舗で開業することができました。
県内外の地酒を豊富にそろえ、お酒に合う旬な食材の料理でお待ちしています。
また、日替わり定食や各種丼物などの昼営業も始めましたので、お気軽にお越しく

ださい。
営業時間 11：00～14：00　17：00～22：00　定休日：月曜

Guesthouse Seoul

料理屋　獏

安曇野市堀金烏川 5633-6　℡ /FAX0263-31-5237

安曇野市豊科 4709-1

ゲストハウス　ソウル

新店舗と吉田店長

新型コロナウイルス感染症が依然として収束が見通せないなか、飲食業に多大な影響がでております。そ
こで昨年度に続き飲食事業者支援の一助として、今年度は安曇野市内のテイクアウトやデリバリーを行って
いる飲食店の情報をまとめた小冊子の発行と、併せて専用ホームページを制作し、周知を行います。特典と
して、冊子の巻末に200円の割引サービス券を2枚付け、テイクアウト等の利用促進に繋げていきます。

【対象施設】　市内飲食店８4店舗
【発行部数】　6,000冊　　参加店舗、各商工会館、市役所、公民館、
　　　　　　観光協会へ配置
【割引サービス券】　１会計につき税込1000円以上のご利用時に、
　　　　　　　　　割引サービス券１枚の利用で、
　　　　　　　　　会計金額から200円割引き
◎利用期間　～令和3年10月 31日まで
【専用ホームページ】　https://azumino-gohan.com

工業部会で製作をすすめておりました市内企業を紹介する「ものづくり
企業ガイドブック」（Ａ４サイズ、６１ページ、フルカラー）が完成致しま
した。
新規学卒者や高校生の方などに市内企業に就職し定住していただくため、
また企業宣伝ツールとしての活用を目的としています。
ガイドブックを希望される方には各商工会館にて５部500円にて販売
しております。

HP（おうち deごはん book）
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1987年に松本市波田にオープンした洋菓子店（PATISSERIE	STERN）と2010年に
安曇野市でオープンしたジェラート専門店（STERN	GELATO	FACTORY）が2021年4月
にHAMAフラワーパーク内に「PATISSERIE	GELATERIA	STERN	AZUMINO」として
リニューアルオープンいたしました。
安曇野産を中心に可能な限り長野県産の食材の使用にこだわった当店自慢のケーキや
焼き菓子、安曇野の四季を感じる採れたてフルーツをたっぷり使った作り立てジェラー
ト、安曇野産ミルクのみを使用し、シュテルン独自の配合・製造方法によ
り生み出されたオリジナル生ソフトクリームなどを取り揃えております。
当店自慢のスイーツをぜひご賞味ください。

営業時間 10:00 ～ 18:00　定休日：火曜日

「ラーメンを通じてお客様を幸せにしたい」。そんな思いから素材にこだわった化学
調味料は使わないラーメンを提供しています。定番の醤油・味噌・魚介豚骨の他に、
キノコ・野菜など植物性素材だけで作ったメニューも健康志向の方に好評いただいて
おります。また小麦アレルギーがある方にはプラス220円でグルテンフリーの麺を
提供しています。食べ終わった後に優しい気持ちになれる、
そんなラーメン造りを心がけております。
限定メニューもありますのでSNSもご覧下さい。
営業時間11：00～15：00　17：00～21：00かSOLDOUT。
木曜日午後と月曜日はお休み。その他不定休あり。

　食の安全・安心・美味しいを思い100%生竹のみを使用し粉砕以外は人の手を加えず、生竹
以外の物は加えず、生竹に自生する乳酸菌での発酵に拘り、2015年５月長野県特殊肥料製造
認可を受け創業、発酵竹粉を商品名『竹ノ粉』で製造販売しております。
竹にはミネラルや糖類が豊富に含まれるため、それを求め良質な酵母菌や土壌には欠かせない
放線菌類がたくさん集まって来ます。
　2018年 5月にはカフェを『のきさきカフェ』の名称でオープン致しました。当初テイクア
ウト専門とさせて頂いておりましたが、信州の四季が感じられ癒されるとのことから自然とお
客様が集いご縁が生まれる憩いの場として親しまれております。

（株）竹ノ粉　　営業時間 9：00～18：00　定休日：日曜日　Mail:info@takepowder.co.jp
のきさきカフェ営業時間 10：00～16：00　不定休（Facebook にて都度告知）

　安曇野市内では豊科・穂高・三郷で英会話教室を経営しております信州ランゲージサービスです。
当英会話教室では未就学児を対象にしたコースから大人を対象にしたコースまで、年齢層に応じて
各種コースをご用意しております。どのコースでも日本語から英語にスイッチを切り替えるところ
から始め、経験豊富な外国人講師の指導で本を読んだり、文字を書いたり、自由に会話をしたり、ゲー
ムを取り入れたりと楽しみながら英会話が身につくような授業を提供しています。資
格試験やビジネス英会話等、目的は様々かもしれませんがやってみようかなと思った
時が始め時です。ぜひお気軽にお問合わせください。
豊科教室　安曇野市豊科 4915-12　　三郷教室　安曇野市三郷明盛 4116-1
リアルイングリッシュ英会話教室　安曇野市穂高有明 4596-7

昼は建築工事、夜は飲食店を経営しておりますアイ・トラストと申します。
建築工事では国家資格を取得し、住宅・店舗の外壁工事を２７年にわたり施工してきた

実績がございます。丁寧な施工を心掛けており、お客様からのクレームもございません。
また、外壁工事の他にも庭の草刈りや、ドアの修理といった小さなことでもお役に立てる
ことであれば何でもやりますのでお気軽にご相談ください。
昨年８月には１０代の頃に取得した調理師免許を活かし、「大衆酒Bar かめはうす」をオー

プンしました。建築工事業優先のため不定休にはなりますが、からあげ・チキンステーキ
といった手作りにこだわったお料理とお酒を提供しておりますのでぜひご来店ください。
大衆酒 Bar　かめはうす　営業時間　18：30 ～ 23：00　不定休

有限会社 STERN

ラーメン仙

株式会社竹ノ粉

信州ランゲージサービス

アイ・トラスト

安曇野市三郷温 5919-2（HAMA フラワーパーク内）　℡ 0263-88-7020

安曇野市穂高 5552-10　　℡ 0263-75-0805

安曇野市明科七貴 8701 − 1　℡ 0263-88-2675

℡ 090-8518-6527

安曇野市三郷明盛 5100-2　℡ 090-4159-7177

信州サーモンの冷汁つけ麵

新店舗

当社製造の発酵竹粉

豊科教室ホームページ

ツイッター インスタグラム

HP（ホームページ）
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委員会報告

組織強化委員会
小規模企業振興委員会名簿

福利厚生委員会 共済推進委員会

組織強化委員会では今年度の事業について下記のよう
に決定致しました。
会 員 増 強　申告・融資・労働保険・コロナ対策給付金等
の相談に来所した非会員への職員による積極的な声がけ・
役員による掘りおこし・本社のみ会員登録している事業所
の支店の登録を実施することとなりました。該当する事
業所へはご訪問させて頂きますので、ご協力を宜しくお
願い致します。

会報の発行　次回は12月に発行を予定しております。
広告掲載サービス・同封サービスも実施しております。
会員の皆様に解かりやすく情報提供が出来る様、又掲載
してほしい内容等ご意見・要望をお待ちしております

○ご紹介下さい○
商工会にご加入いただけそうな事業所をご紹介下さ

い。ご連絡いただければ、職員が訪問し詳しく説明さ
せて頂きます。

今後の事業について、福利厚生委員会で下記の通り決
定いたしました。
事業所健康診断事業
10月から11月にかけ、各地域5か所で実施予定です。

会員親睦チャリティゴルフ大会
10月 19日（火）穂高カントリークラブで、密を避
けるため、競技成績は前半9Hのハーフ集計（競技は
18H）で行う予定です。表彰式は行わず順次成績表と、
賞品を渡す形式で開催予定です。

新年賀詞交歓会
R4年1月13日（木）穂高参集殿を予定しております。

コロナ禍での開催となるため、今後新型コロナウイルス
感染状況をふまえ決定いたします。

※新型コロナウイルス感染状況によっては、変更、中止になる
場合があります。

事業環境の変化により必要なリスクへの備えも変化
します。経営・休業・財産・賠償責任・労災・自動車
等のリスクを商工会の共済制度でご検討下さい。共済
推進委員会では令和４年３月までを推進強化期間と定
め、委員を中心に推進を行ってまいります。

推進強化期間　令和３年10月１日～令和４年３月31日
主な推進共済制度

「商工貯蓄共済」
「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」

加入される共済の中には福利厚生事業が利用できる
ものもございます。ご活用下さい。

地区 業種 氏名 事業所名
豊科 商業 宮澤　文裕 ㈱みやざわ
〃 工業 齋藤　　貴 ㈱富士商
〃 飲食業 辻谷　洋一 ㈱ Irie
〃 飲食業 豊田　修身 えびよしとよ田
〃 商業 髙原　　茂 ㈲久保田屋肉店
5 名
穂高 商業 丸山　節雄 ㈲イヴエルマルヤマ
〃 観光業 衞藤　悦郎 穂高ビューホテル㈱
〃 飲食業 赤羽　強志 志の寿し
3名
三郷 飲食業 小松　伍朗 ティールーム・ココット
1名
堀金 飲食業 北林　智紀 食事処　美里
1名
明科 建設業 藤澤　幸治 明科建材㈱
1名

商工会共済事業普及推進強化期間

この委員は各団体や組合等の事業者からの相談の取次ぎや経営上
直面する様々な問題に対して相談相手となり、商工会とのスムーズ
な連絡調整を担う。

・商工会と会員のパイプ役として～ 順不同・敬称略


