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第 7 回 安曇野風景写真・絵画コンテスト作品（撮影：中野博司）
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会長あいさつ

安曇野を食べましょ！ 第２回「新そばと食の感謝祭」の開催
昨年立ち上げました新そばと食の感謝祭イベントですが、下記の通り本年も開催
をいたします。
産業全体の振興に寄与し、会員企業のニーズに応え会員間の連携強化を目的とし
ております。
新そばと地元産の「食」を中心としたイベント内容となっており、特設会場内で
新そば販売実食や地元産野菜・果実・加工品の販売など行います。今回は安曇野市
齊藤会長

農業再生協議会と連携し、「農林業まつり」も同時開催いたします。
安曇野のうまいものを堪能する 2 日間、大勢の皆様のお越しをお待ちしており

「地方の創生」を公約に掲げ第二次安倍内閣が

が来年の市制 10 周年記念「信州安曇野ハーフ

９月３日発足いたしました。政権最大の課題と

マラソン」のプレイベントとして開催されます。

して「豊かで元気な地方の創生」に全力を挙げ

市商工部・商工会事務局および共催である信濃

るとしております。そして経済対策に最優先で

毎日新聞社との実務者会議を頻繁に開催し、参

取り組みデフレ脱却を目指すとも強調しており

加申込者も目標の 1,000 人を上回り９割方体制

ます。

が整ってきております。成功を願ってやまない

商工会では、アベノミクス三本目の矢、民間

と

き

ところ

ま た、11 月 15 日（ 土 ）・16 日（ 日 ） に は

商業・サービス革新事業補助制度」（８月末現在、

「第二回信州安曇野新そばと食の感謝祭」が開催

申請１５社中７社決定）「小規模事業者持続化補

されます。昨年よりグレードアップしたイベン

助金」（８月末現在、申請 54 社中 47 社決定）

トにすべくセクション毎の会議の中で相当煮詰

をはじめ制度資金の活用を勧めて参りました。

まってきております。昨年は３万人のご来場者

申請された会員も多数にのぼり会員の方々に充

があり、1,000 万円余の売上げで第一回の開催

分周知でき、有効に活用されたと思っておりま

としては成功であったとは思いますが、反省点

すし、今後も会員メリットを追求し、あらゆる

も多くあり改善しながら安曇野の秋の風物詩と

情報を迅速に提供、お知らせを発信して参りま

して定着させていくよう役職員をはじめ会員各

す。まだまだ地方ではアベノミクス効果が現れ

位の絶大なるご支援ご協力を戴きたく存じます。
また、安曇野市商工会在り方検討委員会も三

平成 26 年 11 月 15 日（土）・16 日（日）の 2 日間
穂高神社特設会場（北・南神苑及びその周辺）

開催日当日は会場周辺が大変混雑することが予想されますので、会場へお越しの際はＪＲ大糸線のご利
用、またはシャトルバスをご利用ください。

ところでございます。

投資を喚起する成長戦略のひとつ「ものづくり・

ていないのが現実であろうかと思います。

ます。

2014 安曇野ランニングフェスタ
信州安曇野ハーフマラソン・プレ大会開催について
10 月 12 日（日）に開催されます大会は、８時に市の新庁舎東
側特設会場から

スタートいたします。選手募集に約 1,100 人

（1,000 人予定）の応募があり、盛大なプレ大会が想定されます。
大会は安曇野市や本会が中心となって、市内外の関係機関団体によ
る信州安曇野ハーフマラソン実行委員会を設立発足、実行委員長に
齊藤商工会長が就任して、共催の信濃毎日新聞社と新規に開催をす
るところです。
来年の本大会は６月７日（日）開催予定が決まっております。
商工会は実行委員会のなかでは、事務局として参画し、ランナー及び関係者への < おもてなし > の企画運
営を担当します。当日は発着メイン会場のなかで、特別サービスを計画しています。

私自身サービス業に携わっていて感じる事は

役支部長会議で委員会の在り方・方針を検討致

以前より製造・建設・建築等では忙しさは増し

しましたところ、まず職員から内部が機動的で

主なサービス提供

ているものの、利益はさほど向上しておらず、

効率アップを目指した組織に向けた意見交換を

おもてなし事業

担当部会

所得向上に繋がっていない、そして給与所得も

行い、参考意見として在り方検討委員会でまと

豚汁提供

飲食分科会・女性部

上がらず消費税３％アップが負担増になってい

めていくという事を確認し、理事会に上程し承

飲食ガイドブック掲載店優待券提供

飲食分科会

る。財布のヒモは堅く、消費増に結びついてい

認されました。主任経営支援員会議でも意見が

マラソン弁当（仮称）㊟の開発販売

観光特産飲食部会・松本大学・南安曇農業高校

ないのが実状であろうかと感じております。そ

出されております。多勢の人から意見を出して

特産品・各食材販売

んな現実の中、商工会でも「豊かで元気な地域

いただき、あるべき姿の安曇野市商工会に一歩、

づくり」のためがんばって活動、推進して参り

また一歩と前進させて行きたく存じます。

たく存じます。
そして大きな秋イベントが始まります。10 月
12 日には「2014 安曇野ランニングフェスタ」
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今後ともご支援ご協力をお願い申し上げ、結
びといたします。

以上のほかに、ＪＡあづみ・観光協会からのサービス提供が計画されています。
㊟

マラソン弁当（仮称）は本会が参画する６次産業化推進協議会と南安曇農業高校・松本大学が連携して、

それぞれの生徒が弁当を企画、レシピの原案を作成、市内飲食業会員が制作するものです。運動後の体によく、
市内産の１次産品を使って今回創作されるもので、研究開発に着手。当日会場にて数量限定、廉価にて販売
する予定です。
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工業部会

創業しました

路地ダイニング

○特別展「安曇野のエジソンたち」
７月 19 日から 8 月 31 日まで安曇野市豊科郷土博物館が主催する特

体験会を行いました。
今回初めての試みでしたが、2,210 人の来場者があり、ものづくりに
対する興味を持って頂く契機となり、事業を通じ次代を担う子供達の育
熱心に耳を傾ける子共達

建設業部会
○玉掛け技能講習の開催報告
建設業部会主催の玉掛け技能講習が過日修了致しました。
重量物運搬の基礎となる玉掛けには高いニーズがあり、本年は例年と比
較して 35 名と大勢の受講をいただきました。建設労働者確保育成助成金
の対象にもなり受講料の 80％助成や賃金助成もございますので事業所の
負担も軽減されます。来年度も計画しておりますので是非利用下さい。
玉掛け技能講習の様子

オーナーは東京出身で、東京のコーヒー専門店にて 10 年

力しています。

れ、この地でコーヒー専門店を開業することとしました。

東京・長野での経験を MIX し、ジャンルにとらわれず美

使用する豆はスペシャルティコーヒーのシングルオリジ

味しい物を追求し、楽しい空間を提供し、また来たい！と思っ

ン。世界基準をクリアしたコーヒー豆で、その中からオー

ていただけるお店を目指し

ナーの好みや安曇野に合うものをセレクトし、自家焙煎し、

ていきたいと思っていま

HOT はエアロプレス、ICE はドリップで丁寧に抽出し提供

す。ご新規のお客様はもち

します。コーヒー豆の販売もしております。

ろん、再度ご来店されるお

店名の「CHILLOUT」とは「寛げる、ゆったりできる」

客様にも常に新鮮さを感じ

の意。店内からは安曇野の田園風景が一望でき、一人掛けの

ていただけるようこれから

ソファーで心地よいひとときが満喫できます。

も日々学び努力していきた
いと思っています。

渡りガニのトマトクリームパスタ

安曇野市豊科4721－２ 石田テナントB号
TEL：0263-72-8738
営業時間 17：30～24：00
定休日 日曜日
至穂高

豊科駅入口

豊科駅

サービス業部会では市内の消費者を対象に日頃の感謝を込めて映画上映会を開催します。

入場無料

映画テーマ 『ウォーキングwith ダイナソー』
感動の恐竜アドベンチャーです。サービス業部会員の店舗等に申込書があります

11 月10 日（月） 災害対策及び衛生講習

美容技術講習会

工会青年部をはじめ各方面の方々より多大なるご協
力・ご協賛をいただき誠に有難うございました。お
かげさまでこの 8 月 14 日に第 8 回安曇野花火を
盛大に開催することができました。当日は天候にも
恵まれ大勢の方に楽しんで頂くことができました。
尚、 協 賛 金 に つ き ま し て は 13,290,000 円、
飲食分科会の協力による恒例の花火玉協賛金は計
79,192 円集まりました。協力各位に感謝申し上
また、この事業が来年以降も続

10 月27 日（月）衛生講習その他
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けられるよう引き続きご協力のほ

安曇野市穂高有明3293－１
TEL：87-7663
営業時間 10：00～17：00
（土日祝日は18：00まで）
定休日 月・木曜日

至松川
豊里
富田

しゃくなげ荘
CHILLOUT STYLE COFFEE

北アルプス牧場
直売店

至堀金

職員リレーコラム

小林 知之

今年も安曇野市民の皆様、安曇野市商工会及び商

げます。

店内

三郷支所

農免道路

号

サービス業部会

理容講習会

至松本

委員長
厳正な抽選会

講習会の予定

Hashi

第８回安曇野花火 実行委員長より

感じました。今後は豊科地区でスタンプラリー事業、堀金地区でイベント

（ポスターが目印です）

路地ダイニング

国道

店内

く過程での各地区の組合や飲食店の皆様の連携もひとつの効果であったと

200 名

IC

長野銀行
豊科支店

147

目的は地域へのお店の認知度向上・活性化でしたが、事業をすすめてい

定員

外観

まちづくり会館

した。現在開催中です。

穂高温泉郷に向かう通称しゃくなげ線沿い、豊里信号交差

余り経験を積みました。そして、安曇野の水と風景に魅了さ

加盟店で使える食事券が 40 名に当たりました。８月には三郷地区がふる
さと夏祭りタイアップ企画としてビンゴ当選の食事券、割引券を発行しま

賢

安曇野の夜は熱い！と感じていただけるよう今まで学んで

トし終了、過日抽選会を行いました。市内外より 288 名の応募があり、

穂高交流学習センター『みらい』

赤坂

きた事を生かし、貢献していきたいという想いのもと日々努

地域住民をターゲットとした地区別飲食祭りですが、７月より穂高地区がスタンプラリー事業としてスター

場所

CHILLOUT STYLE COFFEE

点の手前左側に建つカナディアンログハウスのお店です。

至安曇野

飲食分科会・地区別飲食祭り

平成26 年10 月19 日（日）午後１時30 分上映

“お一人様歓迎”寛げる自家焙煎のコーヒー専門店

健吾

12 月に OPEN しました。

地域企業の製品の展示紹介などを行い、工業部会としては３Ｄプリンター

日時

橋澤

金をはじめ色々な面で商工会に相談にのっていただき昨年

商工会本会及び工業部会が共催をし、夏休み期間中の子供達を対象に

タイアップ企画を予定しています。

Hashi

－ 10 －

独立開業を目指して 10 年、東京・長野で経験を積み、資

別展が開催されました。

成につなげていくことができました。

創業しました

－9－

記帳支援員

No.5
小林 和子

夏らしくない夏が終わり、これまた、初秋らし
くない食欲・運動・芸術の秋が来ました。
地球の温暖化が影響しているのかこれから先ど
んなことになるのか心配ですネ。
自分の体調管理もしっかりしないとこの異常気
象に負けてしまいます。私も何年も続けているエ
アロビクス、ヒップホップ等ダンスを通して、定
年まで僅かな間ですが体力をつけ職務を全うした
いと思っています。皆さんもエアロ・ダンスを一
緒にやりませんか？
体を動かすって絶対楽しいで
すよ！！

どよろしくお願いいたします。
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お知らせ
商工会親睦ゴルフ大会のお知らせ

観光特産飲食部会「食の講習会～実践編～」

会員親睦事業の一環としてゴルフ大会を開催いたし
ます。大勢の会員の皆様のご参加をお願いいたします。
開 催 日
平成 26 年 10 月８日（水）
場
所 穂高カントリー
競技方法 18 ホールストロークプレー新ペリア方式
申込締切 9 月 22 日（月）
本所または各支所へお申込みください。
会
費 2,000 円（プレー代は各自清算してください。）
賞
品 個人戦表彰のほか支部対抗の表彰も予定
しております。
そ の 他 プレー代：12,900 円
（キャディ・昼食・ワンドリンク・乗用カート付）

あづみ野寄席 ２０１４
～三遊亭円楽 独演会～
10 月 29 日（水） 午後 7 時 開演
安曇野スイス村サンモリッツ大ホール
三遊亭円楽
指定席 4,000 円
自由席 3,000 円
主 催 豊科支部青年部
※チケットは 9月28日（日）
販売開始予定
開催日
会 場
出 演
入場料

宿泊業、飲食業の方を対象とした調理技術講習会を
行います。改めてご案内しますので、お申込みの上、
調理服着用にてご出席ください。
○日本料理講習会……………………………定員 30 名
『素材を生かした調理技術』
～調味料と基本素材の活用～
日時：平成 26 年 10 月 16 日（木）
午後 2 時 00 分～ 4 時 00 分
場所：豊科保健センター
講師：富永 一豊 氏
（湯田中温泉よろづや旅館 料理長）
○西洋料理講習会……………………………定員 30 名
『素材を生かしたソースづくり
（肉料理、魚料理など）』
日時：平成 26 年 11 月 18 日（火）
午後 2 時 00 分～ 4 時 00 分
場所：豊科保健センター
講師：小林 深志 氏
（東レ㈱ 南軽井沢山荘 料理長）

第１９回

ほりがね特産祭り

日時

お問い合わせは 安曇野市商工会豊科支所 TEL72-2986

事業者のためのインターネット・パソコン活用セミナー
『使える！タブレットの選択と活用！』
日 時 平成 26 年 10 月 15 日（水）
午後 7 時～ 9 時
場 所 安曇野市商工会堀金支所
受講料 500 円／一人
主 催 安曇野市商工会堀金支部 IT 委員会
お申込み・お問い合わせは 安曇野市商工会堀金支所
TEL.72-5123
※詳しくは同封の案内チラシをご覧下さい。

平成 26 年 10 月 25 日（土）
午前９時～３時（予備日 26 日）
場所 ほりがね物産センター駐車場周辺
内容 各団体、個人出店
綿菓子、豚汁などの無料配布
ステージイベント
そば打ち体験、きび餅つき体験 など
今年は糸魚川能生より海産物の販売を予定し
ています。

広報委員会より
新涼の季節となりました。
猛暑の中行われました、夏イベントも大盛況の内に終了いたしました。実行委員の皆様、本当にお疲れ様でした。そして素
敵な感動をありがとうございました。感謝！
今後開催されます、10 月 12 日の「信州安曇野ハーフマラソン・プレ大会」、11 月 15・16 日の「第２回 信州安曇野
新そばと食の感謝祭」も着々と準備が進められています。安曇野の自然と食が満喫していただけるイベントになって欲しいで
すね。“おもてなしの心”も添えて！
副委員長 下里久代
広報委員長

野本

昭一

副委員長

岩垂

直次

副委員長

下里

久代
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