
和 食
居酒屋

〔運営事務局〕諏訪商工会議所 TEL.52-2155
〔クーポン発行〕諏訪市商工課　 TEL.52-4141

● 本券は現金とのお引換はいたしません。
● 本券ご利用の際、つり銭のお返しはいたしません。
● 取扱店以外でのご利用はできません。
● タクシーでは支払いのみご利用いただけます。
● クーポン券有効期限 令和3年8月31日（火）を過ぎると無効になります。

諏訪市飲食店支援事業

応援クーポンマップ

諏訪市飲食店

3030%%
還元還元

最大

☎52-0850
湖岸通り3-5-9

営業時間

定休日

特選握り（11カン） ……… 2,200円
馬刺し ……………………… 1,430円
信州サーモンおろしポン酢 … 720円

11:00～14:00 (LO13:30)
17:00～22:00 (LO21:30)
火曜日

旨いもんや 和かし

感染症対策をして営業しています。
お一人様でもお気軽にどうぞ。

☎52-2278
湖岸通り4-12-1

営業時間

定休日

馬もつ煮込 …………………… 660円
大もりそば …………………… 880円
信州みそ天丼 ………………… 990円

  7:00～15:00 (LO14:30)
17:00～21:00 (LO20:30)
水曜日

秋月 そば本店

創業88年、三世代に愛される豊富な
メニューを提供いたします。

☎58-0114
湖岸通り5-5-2

営業時間
定休日

うな重 …………………… 3,245円～
白焼 ………………………… 2,970円 

11:30～LO13:45
火曜日

うなぎのうな藤

肉厚の鰻をふっくらと焼き上げていま
す。焼きたてをどうぞ。

☎52-3211
湖岸通り5-15-2

営業時間

定休日

うな重（梅） ……………… 3,500円
うな重（竹） ……………… 4,500円
うなぎ蒲焼 ………………… 3,000円

11:00～14:00
16:00～18:30
火曜日

うなぎのねどこ おび川

国産青口鰻を地元の特醸醤油で焼き
上げた絶品鰻！区町内御用達。

☎53-3553
湖岸通り5-13-4

営業時間

定休日

馬肉ユッケ …………………… 690円
国産牛モモ肉ローストビーフ … 830円
諏訪上原農園30cmアスパラ肉巻フライ（1本） 630円

11:30～14:00
17:00～23:00（変更あり）
日曜日(祝日の場合営業、翌月曜定休)

呑兵衛 宴会 龍DragonNight

個室席でお酒とお料理をゆっくり楽し
んでいただける居酒屋です。

☎58-3515
湖岸通り5-17-3

営業時間

定休日

ふぐ刺 ……………………… 3,080円
焼かに ……………………… 1,980円
桜会席コース ……………… 6,600円

11:00～14:00
17:00～22:00 (LO21:00)
月曜日

仙岳 諏訪本店

全室、個室。和室に椅子の部屋もあり
ます。

☎52-0072
大手1-1-4

営業時間
定休日

牛スジ煮込（国産） ………… 600円
バイ貝煮付け ……………… 600円
おでん（一人前） …………… 800円

17:00～22:00
なし

酔水屋

すべて手作りですので、何品かは毎日
メニューが変わります。

☎52-3288
大手1-13-4

営業時間
定休日

おまかせ串盛り ……………… 600円
アスパラ豚巻き1本揚げ …… 580円
釡めし ………………………… 780円

17:00～LO22:00
月曜日

鳥梅 やきとりコーナー

焼きたて炊きたてつくりたて。仲間で
家族でみんなで乾杯。

☎56-2370
大手1-12-5

営業時間
定休日

串6本コース ……………… 2,200円
そぼろ丼 ……………………… 935円
燻製からあげ ……………… 1,100円

17:00～LO22:00
日曜日

焼とり酒房 鳥せん

素材、塩、炭にこだわった本格炭火焼
とり店です。本物の味を是非！

☎57-5840
大手1-14-5
成田屋1F

営業時間

定休日

信州諏訪みそかつ丼 ………… 950円
豚生姜焼定食 ………………… 820円
特製サラダハーフサイズ …… 590円

11:30～13:30
17:00～21:00
火曜日

ごちそう処 きむら

お酒も楽しめる定食屋。HPやFBで日
替定食メニューを確認できます！

☎58-5687
大手1-14-5
成田屋1F

営業時間

定休日

諏訪の地酒 …………………… 550円
信州しいたけステーキ ……… 650円
豆ふとなめこの田舎煮 ……… 650円

14:00～22:00
（コロナ終息までLO20:00、21:00閉店）
木曜日

ふるさと茶屋 はな里

諏訪の地酒と家庭料理でほっこり一
杯。常時20銘柄用意あり。

☎55-3812
大手1-14-5
成田屋1F

営業時間

定休日

米ナス肉味噌田楽 …………… 500円
鹿肉の竜田揚げ ……………… 650円
ソースカツ

17:30～23:00
木曜日

あら磯 諏訪店

信州の地物と旬の食材にこだわり、最
もおいしい状態で提供します。

☎58-7111
大手1-14-5
成田屋1F

営業時間

定休日

磯の香りがたまらない焼きカキ … 1,900円
信州豚の手づくりしゅうまい … 660円
名物だし巻き玉子 ……………680円

11:30～14:00
16:00～23:00
不定休

上諏訪駅前バル わびさび

シーフードや地元野菜を使った季節料
理の創作バルです。

☎58-1500
大手1-15-3

営業時間

定休日

新鮮旬魚の刺し盛り ……… 950円～
うま辛ラー油冷奴 …………… 420円
しらすのペペロンチーノ …… 680円

17:00～LO22:00
日曜日

並木はちコー

新鮮な刺身と旬のおすすめで乾杯。気
軽に立ち寄るちょいのみ酒場。

☎57-0713
大手2-1-4
大津屋ビル1F

営業時間

定休日

馬鹿セット（馬刺と鹿肉の石焼セット） 1,760円
信州ポーク味噌炙り焼 ……… 858円
びっくりもやし炒め ………… 638円

17:30～22:30
日曜日

飲食処 ばんや

安心安全に注意し、楽しんでお食事で
きるよう最大限配慮します！

☎53-0012
大手1-18-11

営業時間

定休日

おまかせコース（旬の素材を入れた料理）
 …………………………… 4,950円～

18:00～22:30
日曜日

都路本

環境省補助事業による空調ロスナイ完
備。安心して御飲食出来ます。

☎53-2543
大手2-1-8

営業時間

定休日

自家製レモンサワー ………… 660円
サンマのスモーク …………… 640円
低温加熱!!牛タン塩焼 …… 1,300円

18:00～25:30
日曜日

呑食バー GAN亀

テラス席完備!!ジャンルにとらわれな
い居酒屋!!ペット同伴可!!

☎52-0837
大手2-2-16

営業時間

定休日

馬刺と桜肉のすき焼きorしゃぶしゃぶ（桜コース） 4,500円
お造りと霜降牛肉のすき焼きorしゃぶしゃぶ（竹コース） 4,400円
季節の一品料理・肴ほか …800円～

17:00～22:00
日曜日

山本や

完全個室で、他のお客様を気にせずに
ご会食をお楽しみください。

☎52-2300
大手1-14-5
成田屋1F

営業時間

定休日

銀ダラ西京焼き …………… 1,540円
アジのなめろう ……………… 660円
焼さば寿司 …………………… 935円

11:30～14:00 (LO13:30)
17:00～22:00 (LO21:00)
月曜日

魚魚亭

魚料理中心の居酒屋。駅近で個室もあ
ります。ランチも営業中。

お得が続きますここがポイント！

店飲み!
テイクアウト!
タクシーも!

取扱店はこちら

※詳細は各店舗にお問い合せください。

有効期限 8月31日㈫まで令和3年

※

★もらったクーポン券は取扱店で
店内飲食・テイクアウトと市内タクシー乗車にご利用いただけます

★クーポン券で飲食代金を支払った場合も、
また1,000円（税込）ごとに300円のクーポン券がもらえます

諏訪市飲食店

支援事業

令和3年 8月31日（火
）

まで有効

発行店

※印がないクーポン
券は無効です

印

応援クーポン券

300円300円
諏訪市飲食店

店飲みも！

テイクアウトも！

見 本

※すべて税込価格です。

300円券

期間中「諏訪市飲食店応援クーポン券」取扱店で

店内飲食やテイクアウト代金1,000円（税込）ごとに、
300円の次回使えるクーポン券を進呈！
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あなたのしごとを「動画」がひろげる
諏訪しごとの魅力発信  動画コンテスト

●諏訪商工会議所ホームページ

　　https://www.suwacci.or.jp/

●諏訪商工会議所 会員限定 メール配信サービス

　　セミナーや経営支援に関する情報をお届けいたします。

　　是非、 ご登録ください。

●諏訪商工会議所ホームページ

　　https://www.suwacci.or.jp/

●諏訪商工会議所 会員限定 メール配信サービス

　　セミナーや経営支援に関する情報をお届けいたします。

　　是非、 ご登録ください。

写真：霧ヶ峰

Chamber of Commerce and Industry

諏訪商工会議所
News

企業と地域、人と未来をつなぎます
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　コロナ禍により、対面で行ってきた事業所の営業活動や採用活動の機会が失われる中、事業活動（しごと）

の魅力を伝えるツールである WEB ページなどに工夫を行う必要がありそうです。特に動画による発信が有

効といわれています。

　諏訪商工会議所では今年度、長野県の地域発元気づくり支援金事業を活用して「諏訪しごとの魅力発信」気

運醸成事業」を実施します。本事業を通じ、みなさんの事業（しごと）の魅力を発信する気運を盛り上げ、コロ

ナ禍の中で諏訪市事業所が飛躍できるように取組みます。
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「動画入門」講座は満員御礼！

　当所では、今年度 5 月に「YouTube 入門講座（第 1 弾）」を開催。６月、
7 月スタートの「動画作成入門道場」の募集をおこなったところ、 短期間
でそれぞれ定員一杯のお申込みをいただきました。今月 29 日には、
「YouTube 入門講座（第 2 弾）」を開催します。（詳細は本紙 11 頁を参
照）
＊動画作成に関するノウハウについては、WEB 上にも様々な解説動画がありま

すので、是非参照してください。動画作成手法を学ぶ受講者
（6/10 動画作成入門講座）

動画をつくりたい方と動画をつくる方をマッチング！
　  動画コンテストのテーマCは、「動画を作成したい！」という方と、「動画制作できる事業者やクリエイター等（制
作会社）」 がマッチングできるように、 制作会社の皆さんからの PR 動画などを募集し、 WEB 上で紹介して
います。 制作会社のみなさんは、 国内 ・ 海外拠点を問わず応募いただけますので、 是非エントリーください。
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5/21　6/205/21　6/20Monthly Topics 会議所の動き ▼▼

日商全国商工会議所専務理事・
事務局長オンライン会議
諏訪市労務対策協議会　
諏訪実業高等学校　企業勉強会

20日

諏訪市外部評価委員会
諏訪法人会諏訪支部監査会・役員会

24日

月

第1回諏訪市環境審議会21日

高島城祭23日

諏訪市労務対策協議会 理事会26日

常議員会・議員総会28日

地域資源活用委員会31日

諏訪地方観光連盟定期総会
諏訪地区労働保険事務組合協議会監査会

25日

諏訪市労務対策協議会 
諏訪地域高校生の雇用促進連絡会議
労保連長野支部定期総会

27日

諏訪商工会議所女性会総会2日

諏訪市青色申告会総会3日

諏訪地区専務理事会議
中堅社員研修

8日

諏訪法人会総会・講演会　　
動画入門道場

10日

諏訪市機械金属工業（協）監査会・理事会・総会15日

諏訪地区労働保険事務組合協議会定期総会
持続化補助金セミナー
雇用調整助成金個別相談会

16日

日商常議員会
諏訪圏工業メッセ2021第1回対策本部会議

17日

まちゼミ（～7/11）12日

第158回日商簿記検定13日

諏訪圏ものづくり推進機構理事会14日

諏訪地域合同就職説明会
諏訪市商業連合会総会
長野県商工会議所連合会定時総会

11日

5 65 65 月6

当所　常議員矢﨑隆也氏 （㈱東亜不動産代表取締役
社長） は、 地域や業界の産業振興に寄与された功績者
へ贈られる 「旭日単光章」 を受章されました。

矢﨑氏は、 金融機関に勤務後、 昭和４８年１０月に株
式会社東亜不動産を創業しました。 現在も代表取締役
社長を務め、 さらに関連会社を設立し、 社業のさらな
る発展と不動産業界の振興に努めています。

矢﨑氏の商工会議所における経歴は、 平成５年６月
から平成１１年５月まで議員に就任し、 平成１１年６月
から現在までの２０年超にわたり常議員を務めていま
す。 総務委員会副委員長、 建設産業活性化委員会委員
長を務め、 度重なる大型店舗出店に関して地元業者へ
の影響や交通量の変化等を鑑みた出店要件の設定等の
要望を諏訪市等の行政機関に対して行い、 中心市街地
活性化に向けての基礎づくりに尽力しました。

上諏訪駅前一帯の活性化や賑わいを復活させたいと度重なる論議を行い、 駅周辺の空き店舗への誘致等も積極
的に行いました。 同施設にテナント入居している店舗や事務所がスムー
ズに移転できるよう調整を図り、 地場事業者の継続経営に尽力し、 建設
業界はもとより商工会議所活動の伸展と円滑な運営にあたり、 商工会議
所の社会的信用と地位向上に献身努力を重ねてきました。

また、 関係団体における経歴としては、 全国賃貸管理ビジネス協会、
公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会、 公益財団法人日本賃貸住
宅管理協会等の不動産賃貸業に関する団体の要職を務め、 業界発展に寄
与してきました。

さらに、 長野県公安委員会の委嘱により諏訪警察署協議会委員を務め、
地域の治安維持 ・ 交通安全対策に向けても貢献してきました。

5/28
（金） 常議員 矢﨑 隆也氏 旭日単光章受章

三役、市長、県議と記念撮影（中央　矢崎さん）

岩波会頭より賞状を受け取る
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8 月 20 日（金）
※企業の参加募集は終了しています。
学生さんが身近にいらっしゃれば
お声がけをお願いいたします。

今後の就職説明会の予定

口座自動振替をご利用の皆様

諏訪地域の高校進路担当教諭、企業、行政機関等が協
力して高校生の採用を推進していくことを目的に毎年
開催しています。今回の会議では、県外へ進学後に諏訪
地域での就職を希望する生徒が増えてきている状況か
ら、高校生のうちから企業研究などでキャリア形成支援
の強化を図ることが決まりました。
7月6日には「高校生対象の諏訪地域合同就職説明
会」を諏訪実業高等学校の学内にて実施することが決
まり、諏訪地域へ就職を希望する高校生が安心して就
職活動ができるような活動を続けていきます。

諏訪市内のお店の方が講師となり、プロならではの技術や
専門知識を無料で学べるまちゼミが開催中です。
知らなかったお店や気になっていたお店へ気軽にご参加
いただけます。この機会に是非ご来店ください。

諏訪地域高校生の雇用促進連絡会議
5/27
（木）

得するまちのゼミナール開催中！
6/12
（土）

7/11
（日）

茅野市民館で開催した合同就職説明会にて、参加し
た学生へ仕事内容や企業PRを行いました。学生は興味
のある企業ブースで将来を見据えながら熱心に説明を
受けていました。

6/11
（水）

諏訪地域労務対策協議会 主催　
高校生の円滑な採用をめざして

諏訪地域労務対策協議会 主催　
参加学生 70 名、参加企業 96 名、売り手市場つづく

諏訪地域合同就職説明会

多くの企業を訪問する学生高校進路担当教諭より説明を受ける企業担当者

例年5月下旬にご請求しております弊所年会費につきまして、今般の新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会情
勢を鑑み、ご請求時期を下記日程へ延期させていただきました。

2021年度　会費納入を「延期」いたしました
7/20
（火）

8/31
（火）

詳細はコチラ‼詳細はコチラ‼

【お問い合わせ先】 諏訪商工会議所（℡52‐2155）

会員の皆様へ

口座自動振替日 ▼

＊「口座振替のお知らせ」を6月下旬頃お届け（郵送）
致しました。ご確認お願い致します。

2021年7月20日（火）

銀行振込・窓口でのお支払いの皆様

ご請求の時期 ▼ 2021年7月30日（金）頃

納入締切日 ▼ 2021年8月31日（火）頃
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information 会議所からのお知らせ

信州の安心なお店プレミアム付きクーポン券 発売 ！

購入方法

長野県からのお知らせ

【お問い合わせ先】 信州の安心なお店応援キャンペーン事務局
〒380-0823　長野市南千歳1-10-6　藤栄ビル　東武トップツアーズ株式会社　長野支店内
TEL：026-217-5132（消費者お問い合わせ専用）
E-mail：ansinnaomise2021＠tobutoptours.co.jp（消費者お問い合わせ専用）

長野県では、「信州の安心なお店」として認証された飲食店等を対象に使える「クーポン券」を発行いたします。
5,000円分を3,000円で購入でき、2,000円分もオトクにご利用いただけます。

店舗の店頭でお買い求めいただけます。
1店舗当たり100冊の販売です。利用者の方は1店舗当たり1人1冊購入できます

購入・

利用期間

店舗ごとの開始日から10月31日（日）まで（予定）
※店舗にクーポン券が届いた後、必要な準備を終え次第の購入・利用開始となりますので、詳細は
各店舗にお問い合わせください。

購入金額 1冊3,000円（額面5,000円。2,000円のプレミアム付き）

利用店舗 クーポン券を購入された店舗でのみ利用できます。

ほがらか共済　配当金お支払のお知らせ

当所会員の皆様には、共済制度運営において格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
今期の配当金が下記のとおりとなりました。配当金は6月24日にご登録口座にお振込いたしましたのでご確認く

ださい。

商工会議所共済制度は業務を問わず24時間の保障となります。加入者はもとより、事業所にとっても「いざ」とい
う時にお役に立ちます。未加入の事業所様におかれましては、是非、ご加入をご検討ください。諏訪商工会議所で

諏訪商工会議所では、会員事業所の福利厚生制度としてご活用いただける商工会議所共済制度について、アクサ生
命保険㈱を引受保険会社として運営しています。

諏訪商工会議所 共済制度配当金  （令和2年5月1日～令和3年4月30日）

ほがらか共済　ご加入のおすすめ～福利厚生制度にご活用いただけます～

●配当内容<参考>1口あたり ●お支払保険金・給付金(R2/5/1～R3/4/30）

●諏訪商工会議所独自の給付金（R2/4/1～R3/3/31）

男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性

死亡保険金 
災害保険金 
高度障害保険金 
入院給付金 
ガン入院一時金 
６大生活習慣病入院一時金 
ガン先進医療一時金
         合        計 

1
0
1
3
4
2
0

11

500,000
0

500,000
164,000
120,000

30,000
0

1,314,000

15歳～60歳

61歳～65歳

66歳～70歳

71歳

72歳

73歳

74歳

75歳

17.9%
14.9%
19.9%
16.3%
21.0%
17.8%
21.4%
18.4%
21.9%
18.9%
22.3%
19.5%
22.8%
20.0%

17,052
13,176
21,240
14,676
24,804
16,992
26,244
17,916
28,344
19,068
30,636
20,304
33,168
21,612

3,051
1,969
4,218
2,388
5,213
3,033
5,615
3,291
6,203
3,612
6,843
3,957
7,550
4,324

※R3.4末現在12ヶ月加入の場合

1,544 16.1% 9,600

保険年齢 性別 配当金額(円) 配当率 年額掛金(円) 支払事由 件数 金額(円)

病気入院見舞金 
事故通院見舞金 
結婚祝金 
出産祝金 
60歳時継続加入お礼金 
満了時祝品
         合        計 

15
4
1
0

18
0

38

105,000
25,000

5,000
0

108,000
0

243,000

支払事由 件数 金額(円)

【お申込み・お問い合わせ先】 諏訪商工会議所　共済担当（℡52‐2155）

24時間保障
業務上・業務外を問わず

診査なし
1年更新で医師の

給付制度も！
商工会議所独自の

800円～
月々掛金は

クーポン券を購入できる店舗や詳細はコチラ ！
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新型コロナウイルス感染拡大により、健康に対する意識の高まりか
ら、 “はちみつ” の効果 ・ 効能が再確認されています。様々な利用法
のある“はちみつ”ですが、店内では、れんげ、アカシア等、２０数種類
の“はちみつ”を試食しながら選んでいただけます。また、 コロナ禍に
よって、 人との接触が控えられている中、 店頭販売やネット注文以外
に、安心してご購入いただきたいと、車に乗ったまま商品を受け取れ
る 『Shopping in the Car』 のサービスを行っています。店舗駐車場
から電話でご注文いただき、スタッフが車までお持ちするものです。

その他、 天然の抗生物質と言われる『プロポリス』、 女王蜂の特別食と言われ現代科学では解明できない「Ｒ物質」を
含む『ローヤルゼリー』、オーガニック生産基準をクリアした、希少価値の高い『マヌカハニー』も取り扱っています。

お中元の季節となり、 大切な方への健康の贈り物として、 人気
の贈答用セットも数多く取り揃えられています。

自然派ワインと旬な食材を使った、気軽な創作イタリアンのお
店。湖明館通りにあった旧店舗から５月に移転し、より居心地の良
い、ゆったりとした空間となりました。メニューは仕入れや気候に
よって２週間ごとに入れ替え。グラスワインは10種類以上が用意
され、飲み比べが楽しめます。

昨年の年末に、新型コロナウイルス感染拡大で余剰在庫を抱え
た取引先の食品卸売業者から苦境を聞き、『食品ロス』を少しでも
減らし、お客様に届けたいとの想いから、現在、飲食経営者８名とともに、「サスティナブル弁当」を企画販売。発注や
取りまとめ、調整などもオーナーの小山さんが行ない、卸売業者から指定された食材を使って創意工夫した料理を提
供しています。

　また、傷がついて商品として出せない「桃」をどうにか消費できないかと相談を受けて誕生した、『桃香るビール』
は、桃のピューレとショウガを漬け込んだシロップをビールで割ったもので、夏季限定で提供中。ノンアルコールでも楽
しめ、湖明館通りの夏祭りでも販売予定。常に前向きにチャレンジし続ける、小山オーナー。「今後も、多くの人に教え

てもらいながら、様々なジャンルを経験していきたい。」と語って
います。

R IDERE （リーデレ）
今、できることから。『食品ロス』への取り組み

高原はちみつ　㈲山田養蜂場

新しい生活様式を生きる

会員事業所様の様々な取り組みやチャレンジを次号も掲載させていただきます。(掲載無料)自薦、他薦
を問いませんので、ご協力いただける事業所様の情報をお寄せください。

諏訪商工会議所 担当 ： 両角 TEL ： 52-2155　mail ： info＠suwacci.or.jp

RIDERE
諏訪市大手2-16-12
TEL：63-1783　 定休日: 火曜日・他不定休
営業時間：17:30～22:00

㈲山田養蜂場
諏訪市元町3-2
TEL：0120-12-8383　FAX：52-0780
定休日：水曜日  営業時間：9:00～19:00 

夏に向けてさらに健康をサポート
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商工会議所相談事例からの発見

～「ご注文ください」ではなく『ご参加ください』～

ＳＤＧsとエシカル消費ＳＤＧsとエシカル消費

「ご注文お待ちしています」ではなく『ご参加おまちし
ています』とご案内し注文をお聞きした「サスティナブ
ル弁当」の販売が諏訪市役所でありました。

※サスティナブル：持続可能な

このお弁当には、主催者である自然派ワインバー リー
デレ（諏訪市大手町）小山オーナーの思い「諏訪の外食産
業の『いのち』を守りたい」思いが込められています。こ

のお弁当を1食選んでくれるだけで、その思いの実現た
めお客さまも実践した1人になります。もしかしたら「美
味しそう」だけではなく「小山さんと一緒にその思いを
実現したい」を共感してくれた市役所職員さんも沢山参
加していただいたのだと思います。

消費者庁は「消費者それぞれが各自にとっての社会的
課題の解決を考慮することや、そうした課題に取り組む
事業者を応援しながら消費活動を行うこと。」と説明し
ています。つまり消費を選択することが「参加する」こと
につながっています。

そんな小山さんの思いが詰まった下記メッセージを
ご覧ください。

「目標とターゲットがすべての国、すべての人々、及び
すべての部分で満たされるよう、誰一人取り残さない」
とSDGsの根幹であるアジェンダ（実現・実行すべきこ
と）には原則が明記されています。「SDGsの原則に共
感し消費者として参加する。」現代においてはこんな消
費もあってもいいと思います。

このお弁当は企業や団体で注文することができます。
詳しくはリーデレ 小山オーナーにお問い合わせくださ

い。（TEL 0266-63-1783）              職員 中沢源雄

ほとんど知られていない持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goals：SDGs）の原則

なぜ「参加」なのか。

「エシカル消費」をご存知ですか？

お弁当は小さな箱に想いを詰め合わせたステキなものだと思っています。誰かを労うため、誰か

の喜びを願うため、そして「いのち」を守る上でとっても大切なものです。

今回のお弁当への思いは「諏訪の外食産業の「いのち」を守りたい」そのような思いが込められ

ています。サスティナブル＝諏訪の外食産業が支え合ってこの難局を乗り切りその先も経営を持続

する。そして皆さんに楽しいひとときをずっと提供しつづけられる街の実現のため活動をしています。

今回の難局で私達飲食店と同様に苦しんでいるのが精肉、青果、生鮮の卸売店、そして食品商

社です。卸売店・商社として常に最低限の在庫を持ち私達飲食店や宿泊施設等の営業を守ってく

れていますが、不要不急の外出自粛要請によりその最低限

の在庫をも処分せざるを得ません。私達に出来ることはそ

のような在庫を適正価格で仕入れ各店が創意工夫した料

理を皆様の元へ届けることです。

このような活動ですが沢山の皆様にご参加いただけたら

嬉しいです。お待ちしております。

サスティナブル弁当 ～諏訪エシカルプロジェクトにご参加ください～

RIDERE オーナー 小山智輝

（上）今回お弁当をこしらえた湖明館通商業会の飲食店チーム
（下）約200名の諏訪市役所職員さんにご参加をいただきました。

サスティナブル弁当
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神奈川県横須賀市の中心市街地にある京浜急行電鉄横
須賀中央駅では、発車メロディーで山口百恵さんが歌っ
た「横須賀ストーリー」の一節が流れます。多くの楽曲
にうたわれた横須賀も近年は人口が減少しており、住む
まちとしての地域活性化にあれこれ取り組んでいます。
横須賀のご当地ヒット商品といえば、よこすか海軍カ

レーやスカジャンが代表的です。古くは江戸時代の鎖国
から開国を促したペリー来航の地である浦賀や、上陸地
の久里浜も横須賀市ですし、現在も海上自衛隊や米海軍
の基地などがあります。
海軍カレーはこうした歴史や風土を踏まえて企画され

たもので、海上自衛隊の船舶や潜水艦などの乗組員向けに
出されているカレーのレシピに基づいて商品化されていま
す。これまでの横須賀が持っているストーリーと手軽にさ
まざまなバリエーションのカレーが食べられるという現代
の食生活のニーズが合致していることから、シリーズで数
十種類が発売されるヒット商品に育ちました。
横須賀市ではこうした軍艦や基地といったミリタリー

調のブランドイメージだけでなく、風光明媚（めいび）
な海の景色や三浦半島の豊かな野菜などの地域資源を
もっと広く知ってもらえるような、地域を代表する新し
い土産品をつくりたいと考えています。
市の関係者とあれこれ話していて感じたのが、将来的

に人口減少に歯止めを掛けたり、持続的な関係人口を増や
したりするには、現在の「クール」や「かっこいい」「強
い」といったイメージだけでなく、広く若い世代の女性や

ファミリー層の興味を引く「おしゃれ」や「かわいい」
「癒やし」といった要素も重要になってくるのではないか
という点でした。現状では、まち歩きをしていてもこうし
た要素を感じさせるものはあまり見掛けません。
商品企画や販促を考えるとき「ストーリー」が大切だ

といわれます。ストーリーの中身は商品・サービスが生
まれたいきさつや背景、そこに込められたつくり手の思
いや技などさまざまです。こうした情報が伝わること
で、消費者の心の中に驚きや共感、敬意や感動が生まれ
ます。重要なのは、ストーリーを受け取る消費者が心を
動かすポイントは、必ずしもつくり手が良いと思ってい
ることそのままではないということです。同じ内容のス
トーリーでも伝える相手が違えば、伝え方も心に響くポ
イントも違ってきます。
ですから新しいストーリーづくりのために地域資源を

調べるときは、それが持つ歴史的価値や希少性だけでな
く、伝えたい消費者がどんな暮らしをしていて、そのス
トーリーからどんな驚きと感動を感じてもらえるかを念
頭に置いて発掘する必要があります。
そんな視点で横須賀のまちをいろいろと歩いてみた

ら、興味深いものがたくさん見つかりました。中には地
元の人には当たり前過ぎてストーリーを持っていると意
識されていないものもありました。消費者目線でじっく
りと育てていけば、遠くない将来、「これっきり」では
ない新しい横須賀ストーリーが生まれてくるだろうと感
じました。

日経ＢＰ総合研究所 上席研究員

渡辺　和博

ト レ ン ド通信

「新しい「横須賀ストーリー」を探して」

独眼竜政宗。なんか呼び名からしてかっこいい。今で
も政宗は、地元仙台では圧倒的な支持を誇ります。地元
ばかりではない。戦国時代ファンの間でも、ゲームの世
界でも、人気が高い。なぜかというと、まずは「若さ」でしょ
う。彼は若くして家を継ぎ、伊達家の隆盛を築いた。つ
まり彼は武将として活躍しているときに「おじさん」で
はなくて「お兄さん」であったため、小説やゲームなどフィ
クションの空間でいろいろとデザインしやすいのだと思
います。それから、美的センス。黒で統一された甲冑（かっ
ちゅう）を家中みんなで着たり（これが『スターウォーズ』
のダースベイダーのモデルという説もありますね）、一方
で瑞巌寺をはじめとする豪華絢爛（けんらん）な建造物
をつくったり。彼の美的センスが一流であったことは疑
いようがありません。
そんな彼ですが、実際に調べてみると、「あれ？」と疑

問に思うことがないわけではない。第一に、彼は本当に
戦に強かったのか。米沢を本拠にした彼は、当時の東北
の中心地、会津盆地を奪取すべく行動するのですが、こ
れがなかなかはかどらない。
二本松攻略を例にしてみましょう。天正13（１５８５）年、

政宗は全軍をもって、古くから二本松周辺を支配する畠
山氏に攻撃をかけました。５カ月の攻防の末、15代当主・
畠山義継は降伏。ところが政宗の父の輝宗の元に出向い

た義継は、急に態度を変えて輝宗を拉致。二本松城へ連
れ去ろうとします。これを聞きつけた政宗は後を追い掛け、
輝宗もろとも義継を射殺したのです（ただし、輝宗の死
亡に至る事件の真相は、いまだに明らかではない）。
政宗はすぐに二本松城攻めを開始します。守備側は義

継の子・国王丸を後継者として籠城。つまり、守備側の
大将は元服前の子ども。しかも一度は降伏している。輝
宗を失い怒りに燃える伊達側は兵力的に優勢。すぐに決
着がつきそうじゃないですか。ところが城は落ちない。
そうこうしているうちに援軍の佐竹義重・相馬義胤らが
加勢に駆け付ける、伊達軍は敗退。ほうほうの体で、拠
点としていた城に逃げ込んだのです（人取橋の戦い）。あ
らら······。
戦国時代の実際の戦いというのはこんな感じで、泥く

さいものです。みんな命を懸けて戦っているのですから。
だから政宗が戦下手だった、なんて言うつもりはありま
せん。でも、無双するほど強かったわけでもないようです。
この意味で、フィクションの世界の政宗は、やっぱりちょっ
と、かっこ良すぎるように思えます。
天正 17（１５８９）年６月、伊達政宗の軍勢は会津の

奪取を目指して、蘆名義広の軍勢と摺上原（すりあげはら）
で激突しました。この戦いには、政宗は快勝。念願の会
津を手に入れ、奥州の覇者となったのでした。

東京大学史料編纂所 教授

本郷　和人「伊達政宗～宣伝の重要性を体現した武将～」

戦国武将のリアル
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学校を卒業後に東京の商事会社で企業ニットデザイ
ナーの仕事をしていた経験から、ニットをメインに手作り
品販売や、編み物教室を開いています。教室は店舗だけ
ではなくカルチャーホームすわやすわっチャオ、遠いとこ
ろでは東京やフランスでも開いてきました。生徒との間
で「ぜひ編んだものを駅前チャレンジショップに出そう」と
いうことになり、そのご
縁から現在の駅前に店舗
を構え15年が経ちまし
た。ダジャレ俱楽部のよ
うなイベントごとも行っ
たりと駅前の活性化に取
り組んでいます。

11年ほど前、お客さんの持っていた目の細かいクロス
ステッチの刺しゅうに目が留まりました。それがパレスチ
ナ刺しゅうとの出会いです。パレスチナの女性は服にそれ
ぞれ刺しゅうを入れ、村ごと模様が違ったり、模様にも蛇に
は「健康でいられるように」星は「輝けますように」などの
意味が込められていることを知り、その奥深さに魅せられ
ていきました。

パレスチナには、生まれた時から難民の暮らしを続け、
常に命の危険にさらされている子供たちがいます。もと
もとNGOを通じてコソボの子供たちにセーターを編んで
送る活動など、ボランティアの活動を行っていたこともあ
り、パレスチナの人々に普通の暮らしをさせてあげたいと
いう思いから難民支援の活動に取り組み始めました。

展示即売会でパレスチナ刺しゅうの小物販売を行い、そ

の売上げをパレスチナ難民のもとへ届けています。
昨年、今年とコロナウイルスの影響で展示即売会はで

きなかったのですが、今年の6月には、イスラーム研究の
第一人者である板垣先生、実際にパレスチナを訪れてい
るパレスチナオリーブの代表、演劇で現地と交流のある高
校生をお招きし、講演会を開きました。

遠い日本で、忘れずに思っている人がいるということを
パレスチナの人々に知ってもらうだけでもと、今後も活動
を続けていきたいと思っています。

昨年度は中止となってしまいましたが今年は、10月30
日（土）、31日（日）に旧東洋バルヴ跡地でイベントを一部
縮小し手づくり市を開催します。

諏訪地域の6市町村から手づくり愛好家の方、高校生の
ブースや福祉団体などを募り、例年80程の出店者に参加
いただいています。アンの家でもアンどら焼き、石巻のわ
かめ、クッキー、ニットなどを販売いたします。7月1日から
7月20日まで出店者募集を行っておりますので是非出店
いただければと思います。

本町２丁目（上諏訪駅前商店街）とのご縁

第７回手づくり市

パレスチナの刺しゅうに魅せられて

●手づくり市のお申し込みは事務局まで
　　電  話：52-1076、090-9667-1076
　　メール：info@anneshouse.net

（左）幸せになりますようにという意味のワッペン
（右）アンどら焼き

パレスチナ刺しゅうの小物 

アンの家
中川　厚子さん

住所：諏訪1-2-2　
TEL：52-1076
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新会員のご紹介

事業所名

ゑびす 樋口　圭司 茅野市金沢８２２ 090-4463-5557 移動販売、キッチンカーで
各種イベントに出店する

花おくら 清水　慶和 諏訪１丁目2-20　
ラッキーシティハウス102号

54-2355 居酒屋

ラッキー１０３ 吳　恩淑 諏訪１丁目2-20 55-7364 居酒屋

代表者名 住　　所 電話番号 営業内容

定例相談日

発明相談会

諏訪圏特許事務所連合会（弁理士会諏訪支部）

特許、実用新案、意匠、商標の他、知財に関する相談
【専門相談員】諏訪圏特許事務所連合会

8月19日（木）　午後1時～午後4時

広域専門指導員による定例相談会

創業や事業承継、事業計画策定等についての相談。
【専門相談員】諏訪地域広域専門指導員

毎週水曜日　午前9時～午後5時

日本政策金融公庫（松本支店）

国民生活事業相談
長期、低利（固定）の設備・運転資金について相談。
【専門相談員】日本政策金融公庫　松本支店

※相談会場は諏訪商工会館です。

会員数1579件(6月20日現在)

会議所スケジュール

随時
実施

要
予約

諏訪中小企業支援センター

経営、金融、税務等についての相談。
【専門相談員】当所　経営指導員

毎週月曜日～金曜日　午前9時～午後5時

※相談をご希望の方は、諏訪商工会議所まで
　　ご連絡ください。　　　　　　　　☎0266-52-2155

要
予約

産業振興委員会
高校求人セレモニー

1日

諏訪市労務対策協議会 
高校生対象合同就職説明会

6日

諏訪湖まちじゅう芸術祭2021
第１回実行委員会
諏訪商業連合会正副会長会
精密電機工業部会

8日

経済局長表彰伝達式
源泉税納付個別指導会
雇用調整助成金個別相談会

7日

動画入門道場第1期生Chapter29日

雇用調整助成金個別相談会21日

YouTube入門第2弾29日

雇用調整助成金個別相談会4日
動画入門道場第2期生chapter25日

発明相談会19日
諏訪地域合同就職説明会20日
動画入門道場第1期生chapter326日

雇用調整助成金個別相談会18日

７
月

８
月

お取引先、お知り合い等で未加入の事業所がありましたら、是非ご紹介下さい。
ご紹介先には職員が是非お伺いさせていただきます。

当所では、夏期営業中の役職員の軽装、節電などを通じて「COOL CHOICE」を推進しています。
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和 食
居酒屋

〔運営事務局〕諏訪商工会議所 TEL.52-2155
〔クーポン発行〕諏訪市商工課　 TEL.52-4141

● 本券は現金とのお引換はいたしません。
● 本券ご利用の際、つり銭のお返しはいたしません。
● 取扱店以外でのご利用はできません。
● タクシーでは支払いのみご利用いただけます。
● クーポン券有効期限 令和3年8月31日（火）を過ぎると無効になります。

諏訪市飲食店支援事業

応援クーポンマップ

諏訪市飲食店

3030%%
還元還元

最大

☎52-0850
湖岸通り3-5-9

営業時間

定休日

特選握り（11カン） ……… 2,200円
馬刺し ……………………… 1,430円
信州サーモンおろしポン酢 … 720円

11:00～14:00 (LO13:30)
17:00～22:00 (LO21:30)
火曜日

旨いもんや 和かし

感染症対策をして営業しています。
お一人様でもお気軽にどうぞ。

☎52-2278
湖岸通り4-12-1

営業時間

定休日

馬もつ煮込 …………………… 660円
大もりそば …………………… 880円
信州みそ天丼 ………………… 990円

  7:00～15:00 (LO14:30)
17:00～21:00 (LO20:30)
水曜日

秋月 そば本店

創業88年、三世代に愛される豊富な
メニューを提供いたします。

☎58-0114
湖岸通り5-5-2

営業時間
定休日

うな重 …………………… 3,245円～
白焼 ………………………… 2,970円 

11:30～LO13:45
火曜日

うなぎのうな藤

肉厚の鰻をふっくらと焼き上げていま
す。焼きたてをどうぞ。

☎52-3211
湖岸通り5-15-2

営業時間

定休日

うな重（梅） ……………… 3,500円
うな重（竹） ……………… 4,500円
うなぎ蒲焼 ………………… 3,000円

11:00～14:00
16:00～18:30
火曜日

うなぎのねどこ おび川

国産青口鰻を地元の特醸醤油で焼き
上げた絶品鰻！区町内御用達。

☎53-3553
湖岸通り5-13-4

営業時間

定休日

馬肉ユッケ …………………… 690円
国産牛モモ肉ローストビーフ … 830円
諏訪上原農園30cmアスパラ肉巻フライ（1本） 630円

11:30～14:00
17:00～23:00（変更あり）
日曜日(祝日の場合営業、翌月曜定休)

呑兵衛 宴会 龍DragonNight

個室席でお酒とお料理をゆっくり楽し
んでいただける居酒屋です。

☎58-3515
湖岸通り5-17-3

営業時間

定休日

ふぐ刺 ……………………… 3,080円
焼かに ……………………… 1,980円
桜会席コース ……………… 6,600円

11:00～14:00
17:00～22:00 (LO21:00)
月曜日

仙岳 諏訪本店

全室、個室。和室に椅子の部屋もあり
ます。

☎52-0072
大手1-1-4

営業時間
定休日

牛スジ煮込（国産） ………… 600円
バイ貝煮付け ……………… 600円
おでん（一人前） …………… 800円

17:00～22:00
なし

酔水屋

すべて手作りですので、何品かは毎日
メニューが変わります。

☎52-3288
大手1-13-4

営業時間
定休日

おまかせ串盛り ……………… 600円
アスパラ豚巻き1本揚げ …… 580円
釡めし ………………………… 780円

17:00～LO22:00
月曜日

鳥梅 やきとりコーナー

焼きたて炊きたてつくりたて。仲間で
家族でみんなで乾杯。

☎56-2370
大手1-12-5

営業時間
定休日

串6本コース ……………… 2,200円
そぼろ丼 ……………………… 935円
燻製からあげ ……………… 1,100円

17:00～LO22:00
日曜日

焼とり酒房 鳥せん

素材、塩、炭にこだわった本格炭火焼
とり店です。本物の味を是非！

☎57-5840
大手1-14-5
成田屋1F

営業時間

定休日

信州諏訪みそかつ丼 ………… 950円
豚生姜焼定食 ………………… 820円
特製サラダハーフサイズ …… 590円

11:30～13:30
17:00～21:00
火曜日

ごちそう処 きむら

お酒も楽しめる定食屋。HPやFBで日
替定食メニューを確認できます！

☎58-5687
大手1-14-5
成田屋1F

営業時間

定休日

諏訪の地酒 …………………… 550円
信州しいたけステーキ ……… 650円
豆ふとなめこの田舎煮 ……… 650円

14:00～22:00
（コロナ終息までLO20:00、21:00閉店）
木曜日

ふるさと茶屋 はな里

諏訪の地酒と家庭料理でほっこり一
杯。常時20銘柄用意あり。

☎55-3812
大手1-14-5
成田屋1F

営業時間

定休日

米ナス肉味噌田楽 …………… 500円
鹿肉の竜田揚げ ……………… 650円
ソースカツ

17:30～23:00
木曜日

あら磯 諏訪店

信州の地物と旬の食材にこだわり、最
もおいしい状態で提供します。

☎58-7111
大手1-14-5
成田屋1F

営業時間

定休日

磯の香りがたまらない焼きカキ … 1,900円
信州豚の手づくりしゅうまい … 660円
名物だし巻き玉子 ……………680円

11:30～14:00
16:00～23:00
不定休

上諏訪駅前バル わびさび

シーフードや地元野菜を使った季節料
理の創作バルです。

☎58-1500
大手1-15-3

営業時間

定休日

新鮮旬魚の刺し盛り ……… 950円～
うま辛ラー油冷奴 …………… 420円
しらすのペペロンチーノ …… 680円

17:00～LO22:00
日曜日

並木はちコー

新鮮な刺身と旬のおすすめで乾杯。気
軽に立ち寄るちょいのみ酒場。

☎57-0713
大手2-1-4
大津屋ビル1F

営業時間

定休日

馬鹿セット（馬刺と鹿肉の石焼セット） 1,760円
信州ポーク味噌炙り焼 ……… 858円
びっくりもやし炒め ………… 638円

17:30～22:30
日曜日

飲食処 ばんや

安心安全に注意し、楽しんでお食事で
きるよう最大限配慮します！

☎53-0012
大手1-18-11

営業時間

定休日

おまかせコース（旬の素材を入れた料理）
 …………………………… 4,950円～

18:00～22:30
日曜日

都路本

環境省補助事業による空調ロスナイ完
備。安心して御飲食出来ます。

☎53-2543
大手2-1-8

営業時間

定休日

自家製レモンサワー ………… 660円
サンマのスモーク …………… 640円
低温加熱!!牛タン塩焼 …… 1,300円

18:00～25:30
日曜日

呑食バー GAN亀

テラス席完備!!ジャンルにとらわれな
い居酒屋!!ペット同伴可!!

☎52-0837
大手2-2-16

営業時間

定休日

馬刺と桜肉のすき焼きorしゃぶしゃぶ（桜コース） 4,500円
お造りと霜降牛肉のすき焼きorしゃぶしゃぶ（竹コース） 4,400円
季節の一品料理・肴ほか …800円～

17:00～22:00
日曜日

山本や

完全個室で、他のお客様を気にせずに
ご会食をお楽しみください。

☎52-2300
大手1-14-5
成田屋1F

営業時間

定休日

銀ダラ西京焼き …………… 1,540円
アジのなめろう ……………… 660円
焼さば寿司 …………………… 935円

11:30～14:00 (LO13:30)
17:00～22:00 (LO21:00)
月曜日

魚魚亭

魚料理中心の居酒屋。駅近で個室もあ
ります。ランチも営業中。

お得が続きますここがポイント！

店飲み!
テイクアウト!
タクシーも!

取扱店はこちら

※詳細は各店舗にお問い合せください。

有効期限 8月31日㈫まで令和3年

※

★もらったクーポン券は取扱店で
店内飲食・テイクアウトと市内タクシー乗車にご利用いただけます

★クーポン券で飲食代金を支払った場合も、
また1,000円（税込）ごとに300円のクーポン券がもらえます

諏訪市飲食店

支援事業

令和3年 8月31日（火
）

まで有効

発行店

※印がないクーポン
券は無効です

印

応援クーポン券

300円300円
諏訪市飲食店

店飲みも！

テイクアウトも！

見 本

※すべて税込価格です。

300円券

期間中「諏訪市飲食店応援クーポン券」取扱店で

店内飲食やテイクアウト代金1,000円（税込）ごとに、
300円の次回使えるクーポン券を進呈！
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