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諏訪経済の輝く未来へ諏訪経済の輝く未来へ
諏訪商工会議所　令和４年度事業スタート諏訪商工会議所　令和４年度事業スタート

第��期最終年度となる今年度は、事業方針として�本の柱を掲げて飛躍のための基礎固めの実現
を目指し、スローガン「輝く未来へ  みせろ  諏訪の底力」のもと、事業展開を行います。

5 つの推進部門

3人の副会頭を組織強化・まちづくり・観光・交通対策・産業振興の推進部門統括に配置し、5つの委員会
と9部会で事業に取り組みます。　

各推進部門の具体的な事業を担う委員会を設置し、今年度事業を実施していきます。

組織強化推進部

会員の減少傾向に歯止めをかけて会員の拡大・共済事
業の拡大を積極的に推進し、組織・財政基盤を盤石にす
る活動、会員との情報の共有化を一段と高めるための活
動、国民的課題や政策提言・建議活動などの経済団体と
しての価値を高める事業を展開します。
また、商工会館移転の際の施設や機能についての検討

を行います。

総務委員会（委員長・髙野 健光）

諏訪経済の輝く未来に向かい　飛躍のための基礎固めを実現する期（３年間）とする ！

①諏訪経済のビジョンを明確にして、その実現のため、研究、意見の集約、推進、情宣、及び市、県を
含む関連団体に政策提言、陳情を行う。
②一社でも元気で光る企業、商店を増やす。
③地域経済の活性化を図る。
④地域の賑わいを創出する。
⑤会員より信頼され役に立つ商工会議所を目指す。
⑥商工会議所の継続性強化。（会館の移転　会員増強　収益の強化）

事業方針  6本の柱

第27期　諏訪商工会議所スローガン

「輝く未来へ みせろ 諏訪の底力！」

当所は、臨時議員総会を開催し、令和�年度事業・予算について審議を行いました。本年
度は、岩波寿亮会頭のもと、新型コロナウイルス感染拡大の影響により大きな打撃を受けた
地域経済の回復を目指して活動を進めてまいります。

各テーマに取り組む委員会

臨時議員総会であいさつをする岩波会頭
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観光推進部

諏訪の地域資源（魅力）調査、研究を行い、諏訪へ訪れる方を増やす取り組み
や周遊できる仕組みづくりの検討を実施します。その中で魅力ある諏訪の観光資
源の情報発信をしていきます。
また、東バル跡地や諏訪湖畔の活用方法の検討・要望も発信していきます。

地域資源活用委員会（委員長・伊東 克幸）

交通対策推進部

安心安全なまちづくりを目指し、望ましい諏訪市の将来像を基本に、特に交通問題全般を検証・検討し、行政
等関係機関に提言要望を行うことを目的とします。
具体的には、JR上諏訪駅前のまちづくり及び西口の整備と駅の改修、JR中央東線の高架化の研究。国道20号

諏訪バイパス及びスマートインターチェンジ、諏訪湖周サイクリングロードの早期建設促進。行政・市議会から
の依頼事項の対応。このような研究と提言、啓蒙活動に取り組みます。

交通対策特別委員会（委員長・渡邊 芳紀）

まちづくり推進部

コロナ禍においても元気な個店を核に意欲のある事業所を支援し、誘客・固定客を増やすツールの調査研究、
普及支援を行い、行政機関と連携して地元消費の拡大、地域経済活性化に資する事業展開を行います。またウィ
ズコロナに対応した事業の研究・実施を行います。「キャッシュレス社会」推進事業では、消費税軽減税率制度
への対応として、適格請求書等保存方式（インボイス方式）、電子帳簿保存法の周知と対策を実施します。
諏訪市商業・まちづくり及び「諏訪市中小規模事業者連携による賑わい創出プロジェクト（諏訪賑わい

PJ）」の企画調整機関として機能し、諏訪市地域活性化コーディネート事業を継続実施します。特に、駅前周辺
の経済対策事業、メディアでも取り上げられている「信州諏訪みそ天丼」と共に新しく「信州の伝統野菜上野大
根と諏訪のお味噌で信州そばを食べるおいしいプロジェクト」を実施して、街への誘客を図るとともに、新規顧
客獲得や販路拡大のために「まちゼミ」を開催して諏訪の経済活性を目指します。新規事業としてニコニコ超会
議2022#超花火祭り＠諏訪湖の開催や音楽祭を開催する。
また、コワーキングスペースを活用し、若手商業者や創業希望者が利用しやすい環境の整備。利用者間交流を

促す研究会や勉強会を実施します。

賑わい創出委員会（委員長・井上 幸彦）

産業の活性化を推進し、特に「防災減災」に取り組みます。
防災減災に向けては、「事業継続力強化計画制度の周知、作成支援」「BCPなど作成に関するセミナーの開

催」「諏訪市ハザードマップなど勉強会の開催」に取り組みます。
企業体質強化に向けた取り組みは人材採用獲得に向けた情報発信に関する取り組みをしていきます。

産業振興委員会（委員長・松澤 克久）

「観光まちづくり推進課」を新設

中小企業相談所内に

職員 2 名を配置し、これまで以上に行政や関係機関と連携して諏訪市の観光振興に注力していきます。

産業振興推進部

総務企画課 経営支援課 観光まちづくり推進課

（経営支援課長） （観光まちづくり推進課長）

中小企業相談所

新設新設

諏 訪 商 工 会 議 所
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▼2/21 3/202/21 3/20Monthly Topics 会議所の動き ▼

賑わい創出委員会21日
総務委員会24日

第160回日商簿記検定27日
生活関連部会28日

精密電機工業部会
医療介護部会
メディア部会25日
事業復活支援金個別支援会
地域資源活用委員会
ビジネスサポート

交通対策特別委員会1日
食料品部会

委員長部会長会議7日

(一社)諏訪観光協会新事務所お披露目会11日
事業復活支援金相談会16日
日商常議員会・通常会員総会17日

諏訪市への要望書提出9日

観光関連部会
確定申告指導会（～4・7日）2日
産業振興委員会

32 3月2月

賑わい創出委員会（委員長 井上幸彦）は、令和4年度事
業計画を策定しました。コロナ禍においても事業が継続で
き、諏訪のまちに賑わいが戻るよう新規事業の実施につい
て検討しました。

意見を出し合う委員会メンバー

2/21
（月） 個店の魅力強化へ向けて

　　　　　賑わい創出委員会　開催

中小企業相談所内に「観光まちづくり推進課」を新設
し、観光振興に力を入れていきます。また、諏訪観光協会
事務所が当所会館1階へ移転しました。観光協会、諏訪市
と一層連携を強めて観光振興を図っていきます。

（左）岩波会頭（中）佐久観光協会会長（右）金子市長

3/8
（火） 諏訪の観光事業強化へ！

2月から約2か月間、昨年から栽培や試食に取り組んでき
た新メニュー「上野大根と諏訪の味噌を使ったお蕎麦」を
市内飲食店で約400食をテスト販売しました。
本事業は、市内の飲食店と諏訪商工会議所賑わい創出PJ

資源開発部会が協力して新たな「食」の名物を開発しよう
と取り組んでいます。
今後は、テスト販売中にいただいた皆様の声を参考に、

名称の決定や提供方法の工夫、素材の生産供給方法などを
本格的な販売に向けて検討を進めていきます。

新たな「食」の名物づくり

「上野大根」「味噌」使った
　　　　　　　　新しいお蕎麦　テスト販売 ！

諏訪実業高校3年生の吉川ほのみさん（3/4）とエプソン
情報科学技術専門学校2年生の根津俊介さん（3/12）が日
本商工会議所検定成績優秀者として表彰され、表彰状が手
渡されました。
成績優秀者表彰は日商検定の中でも2級以上の難易度の

高い試験に、特に優秀な成績を修めて合格した方の中から
選ばれます。学んだ知識を活かして今後も励んでいってく
ださい。

諏訪実業高校 吉川ほのみさん エプソン情報科学技術専門学校 根津俊介さん

3/4
（金）

3/12
（土） 日商検定成績優秀者表彰式

20222022
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「エモテット（Emotet）」と呼ばれるコンピュータウイルス感染を狙うメールの相談・被
害が増加しています。
エモテットの攻撃では、実際にメールのやり取りをしたことのある、実在の相手の氏名、

メールアドレス、メールの内容等の一部が、攻撃メールに流用され、ウイルスメールとして
送られてくることがあります。商工会議所職員をなりすましたメールも全国で多数報告さ
れています。重要な相手や取引先からのメールに見えても、すぐに添付ファイルやURLリン
クは開かず、本物のメールであるか、落ち着いて確認するようお願いいたします。
また、万一、コンピュータウイルス感染の被害が発生し、どのように対応したらよいか、お

困りの場合は、下記相談窓口をご利用ください。

商工会議所に

なりすました

メールが全国で

確認されています

「エモテット（Emotet）」
（コンピュータウイルスの感染を狙う電子メール）

の被害が急増しています！

「エモテット（Emotet）」
（コンピュータウイルスの感染を狙う電子メール）

の被害が急増しています！

エモテットの主な特徴・メール例

主な対応策（引用：I PA ウェブサイト）

特　徴

（写真出典：独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)）

●身に覚えのないメールの添付ファイルは開かない。
　メール本文中のURLリンクはクリックしない。
●自分が送信したメールへの返信に見えるメールであっても、不自然な点があれば添付ファイルは開かない。
●OSやアプリケーション、セキュリティソフトを常に最新の状態にする。
●信頼できないメールに添付されたWord文書や Excel ファイルを開いた時に、マクロやセキュリティに関する警告が表
示された場合、「マクロを有効にする」「コンテンツの有効化」というボタンはクリックしない。
●メールや文書ファイルの閲覧中、身に覚えのない警告ウインドウが表示された際、その警告の意味が分からない場合は、
操作を中断する。
●身に覚えのないメールや添付ファイルを開いてしまった場合は、すぐにシステム管理部門等へ連絡する。

TEL：03-5978-7509　(受付時間：平日10:00～12:00、13:30～17:00)   E-mail：anshin@ipa.go.jp

I PA 情報セキュリティ安心相談窓口

詳細は、独立行政法人情報処理推進機構 (I PA) ホームページをご確認ください。

メール本文中にURLリンクが書
かれており、このリンクをク
リックすると、外部ウェブサイ
トに設置されたExcelやZIPなど
の不正なファイルがダウンロー
ドされます。

請求書に関する具体的な指示
が自然な日本語で書かれてお
り、メール受信者に対応を促
すことで、ExcelやZIPなどの添
付ファイルを開かせようとし
ています。

Excel やWord、ZIPの不正ファイルは、悪意の
あるマクロが仕掛けられており、利用者に「コン
テンツの有効化」ボタンをクリックさせること
で、ウイルスに感染する仕組みです。「コンテン
ツの有効化」ボタンをクリックしないよう注意
してください。

・URLリンクが付いており、クリックを誘導するメール
・Excel、WordやZIPの添付ファイル付きで、ファイルの開封を誘導するメール
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●開 催 期 間

●日　 時

●会　 場

「まちゼミ」参加店舗募集中！
得するまちのゼミナール（以下、まちゼミ）とは、自店の特徴や専門性を活か
した講座少人数制の講座を自店舗で開催します。そこで、お客さまにお店の存
在や特徴・こだわり・人となりを知っていただくことで、「人の魅力」でお店の
ファンづくりができる機会となります。コロナ禍における販売促進としてもご
活用いただけます。是非ご参加ください。

※期間中開催日時・回数を自由に設定できます。
※申込者からの予約受付開始日：6月 6日（月）～

2022年6月11日（土）～7月10日（日）

令和4年4月21日（木）　13時30分～16時00分

令和4年5月20日（金） 令和4年5月26日（木）（予定）

令和4年6月30日（木）

諏訪市文化センター　ホール （諏訪市湖岸通り5-12-18）

●参   加   費 1講座 6，000円（会議所会員価格）

●参 加 申 込
   締   切   日

2022年4月20日（水）まで

【お申込み・お問い合わせ先】 諏訪商工会議所（℡52‐2155）

諏訪公共職業安定所からのお知らせ

会員の皆様へ 令和4年度会費納入のお願い 【お問い合わせ先】 諏訪商工会議所（℡52‐2155）

蕎麦打ち講座で楽しく作り方を学ぶ参加者蕎麦打ち講座で楽しく作り方を学ぶ参加者

（主に周知のためのパンフレット制作費や広告費として）

詳細・お申し込みはコチラから！！

ままちちゼゼ ミミ 諏
諏諏 訪訪

会員事業所の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は当所事業活動に格
別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和4年度会費につきまして下記の予定でご請求いたします。何卒ご理解、ご協力をお願いします。

口座自動振替をご利用の皆様 銀行振込・窓口でのお支払いの皆様

口座自動振替日 ▼ ▼

＊「口座振替のお知らせ」を郵送にてお届け致します。
　何卒よろしくお願い致します。
＊口座情報の変更がございましたらお早めにお知らせ下
さい。

ご請求の時期

▼納入締切日
＊「口座振替」での納入希望がありましたら、
  お手数ですが4月15日（金）までにお知らせ下さい。

information 会議所からのお知らせ

ハローワーク諏訪では、令和５年３月新規学校卒業者の採用を検討されている事業主の皆様を対象に、求
人・採用手続の留意事項、ハローワークの事務取扱日程、青少年の雇用管理状況が優良な中小企業に対する
認定制度などについて説明会を開催いたします。事業主の皆様におかれましては、ぜひご出席お願いいたし
ます。

事業主の皆様へ　
「令和4年度　新規学卒者求人手続説明会」を開催します。

「ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」を設置しています

【お問い合わせ先】 諏訪商工会議所　中小企業相談所（℡ 52‐2155）

【お問い合わせ先】 ハローワーク諏訪（℡ 0266-58-8609　部門コード42#）

【お問い合わせ先】 ハローワーク諏訪（℡ 0266-58-8609）

ウクライナ情勢による原油価格上昇等で、困難な状況に直面している中小企業者に対し、資金繰りや経営に
関する相談を受け付けています。
※来所される場合は、感染対策のため必ずお電話にて相談の予約をお願いいたします。
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協会けんぽからのお知らせ
令和4年3月分（4月納付分）からの協会けんぽの保険料率についてお知らせします
令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は本年3月分(4月納付分）からの適用となります。

皆さまのご理解をお願い申し上げます。

令和4年2月分(3月納付分）まで 健康保険料率

9.71％ 9.67％

令和4年2月分(3月納付分）まで 介護保険料率

1.80％

令和4年3月分(4月納付分）から

1.64％

長野支部の健康保険料率と介護保険料率は変更となります

加入者の皆さまにご理解•ご協力をお願いしたい取組

健康保険料率9.67％のうち、6.24％分は加入者の皆さまの医療費等に充てられる基本保険料率となり、
3.43％分は後期高齢者医療制度への支援金等に充てられる特定保険料率となります。

事業主から従業員の皆さまに対して、健康診断や保健指導を受けるよう促していただくことが大切です。
このことにより、疾病の早期発見・重症化予防や生活習慣の改善が可能となるだけでなく、事業所における
生産性の維持や向上につながります。加えて、このような健康づくりの取組を続けることは、将来の医療費
の節約に結び付きます。
また、事業主から協会けんぽに対して、事業者健診の結果をご提供いただいた場合、協会けんぽから事業

所への健康づくりのサポートをよリ一層進めることが可能となります。
ぜひ、事業者健診の結果のご提供に、ご協力いただきますようお願いいたします。

※健康保険料と介護保険料は、労使折半となります。
※40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。
※任意継続被保険者の方は、令和4年4月分の保険料率から変更となります。

基本保険料率 • 特定保険料率とは

健康診断・保健指導を始めとする健康づくり

成年年齢引き下げ！新たに成年に達した若年者との契約、雇用等にご注意ください
成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正法が4月1日に施行されます。
成年年齢の引下げ後は、18歳、19歳の若年者が親の同意を得ずに契約を結ぶこと
ができるようになり、また、未成年者であることを理由として結んだ契約を取り消
すことができなくなります。
そのため、新たに成年に達した若年者との間で契約を締結するに当たっては、引
き続き若年者が契約の内容を的確に理解し、判断するために必要な情報の提供等に
ついて、これまで以上に配慮いただきますようお願いいたします。

加工食品の原料原産地表示が義務化されます！
令和4年4月から、国内で製造される全ての加工食品を対象に、重量割合上位1位の原材料の原産地を表示する

ことが義務づけられます。
  農林水産省では、この原料原産地表示を始めとする原材料等に関する表示を、適切に行うための事業者の取

組を支援するため、中小規模の食品事業者を対象に、製造工程の管理において注意すべきポイン
トやヒューマンエラーによる表示ミスを、自らチェックする際のポイントを解説したテキスト及
び動画を作成しました。

詳しくはこちら（農林水産省HP）から

令和4年3月分(4月納付分）から



会議所ニュース　No.489　2022年4月号8

商工会議所相談事例からの発見

商工会議所では政府の小規模事業者支援の指針
に基づき「事業者さんが経営課題に気づき」「その
課題を作っている原因に気づき」「その原因解決の
ために自発的に行動をおこせる」講習会やセミナー
の開催や相談等の経営支援を行っています。
最近とある事業者さんが、「経営は冒険をし続け
ること、そしてそれをやり抜くこと」だというこ
とを教えてくれました。ある意味、冒険は人間に
とって非合理的な行為です。

それを示す実験があります。
ここに当たりとハズレが半々のクジがあります。
当たりを引けば１万円がもらえますが、ハズレを
引くと 5,000 円払わなければなりません。辞退す
るという選択肢もあります。
皆さんはどんな選択をしますか？
実は多くの人が辞退を選びます。確率は半々で
当たりの報酬の方が大きいのだから挑戦する方が
合理的な判断に思えますが、そうしないのです。
さらに辞退しても 3,000 円もらえるという条件を
提示すると、さらに多くの人が辞退を選ぶそうで
す。
これを会社経営で言えば「冒険すれば一攫千金
のチャンスがある」「しかしハズせば損をする」「と
ころが挑戦しなくても今の利益やお給料は（とり
あえず）もらえる見込みがある」そんな状況です。
それでも挑戦するのだからまさに「冒険する」と
表現することができます。
１人の人間の決断でさえそうなのだから、これ
が組織で行うとなればもっと難しいと思います。
現代の経営は 100 年以上前に開発された科学的管
理法を基礎にしていると言われています。その基
礎とは「人間は損得勘定で物事を判断する」とい

う人間観で組織を動かすという内容です。
しかし、損得勘定だけで自分に問いかけたり社
員やスタッフを誘ったりすると「冒険したくない」
という結論に達してしまいます。つまり行動を起
こすためには「損得勘定を超えた働きかけ」が求
められます。
これを実現した、1964 年に富士山の山頂に建て
られた巨大レーダー「富士山レーダー」の逸話が
あります。
非常に過酷な任務ゆえに「会社の業績が良くな
る」という理由を述べても人は動きません。ここ
で出たのがリーダーの伊藤 庄助さんの言葉です。
『社会の役に立つ一生に一度の仕事、なかなか巡っ
てくる仕事ではないけれど、自分の作ったものが
永年残り役立っている。この事だけでも満足であ
るはず。自分がこの世に生きていた証かもしれな
い。のちの人がそれを見る時、思いだす。素晴ら
しいでは無いでしょうか。あなたも是非残して見
て下さい。』

この言葉を聞いて心が動く人は少数だと思いま
すが、その少数が行動して小さな実績を作ると、
多数派は可能性を感じ（得だと判断し）賛同者が
増えていきます。時代が大きく変わる今、まずは
少数派の心に届く損得勘定を超えた動機づけがで
きるかが冒険の大事だと思います。

まずは冒険に出る＝自らの意志で行動しないと
始まりません。
新年度は今まで「やらなきゃ…、やったほうが
いいな…」と思っていたことを行動に移すチャン
スです。この機会を逃さないようにしましょう。
　　　　　　　　　　　　　  （職員  中沢  源雄）

新年度は自らの意志で
     　行動を起こすチャンスです
新年度は自らの意志で
     　行動を起こすチャンスです
新年度は自らの意志で
     　行動を起こすチャンスです

中小企業庁：各研究会公開資料→「伴走支援の在り方検討会」を参照

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/index.html

政府の小規模事業者支援の方針について

詳しくお知りになりたい方は下記リンク先をご覧ください。
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　最近、大手飲料メーカーでヒット商品を連発してい
るマーケティング部門のトップに話を聞く機会があり
ました。あるヒット商品が生まれるきっかけになった
アイデアは、何年も前に社内で議論されてボツになっ
てお蔵入りしていたものを組み合わせてスタートした
そうです。話を聞いたその役員は、３年ほど前に手腕
を買われて他社からスカウトされた人で、就任して社
内のいろいろな資産をリサーチした中で、このアイデ
アに着目したそうです。
　以前から在籍する社員や管理職の間では特に面白い
と思われなかったアイデアを、よそ者目線で素直に評
価したら「売れる」と感じたそうです。新しくチャレ
ンジしようとしても「それは前に企画したけれどダメ
だった」あるいは、発表さえしていないのに「それは
前に考えたけれど評価されなかった」といったアイデ
アや、企画が埋もれているのは、組織の大小に関わら
ずよくある話なのでしょう。
　実際、私自身、いろいろな地域の事業者とお話して
いる中で「それならこうしたらどうでしょう？」と提
案すると、「それは前にやってダメでした」という反
応をされることが珍しくありません。実は同じ反応で
も、その内容はさまざまです。①商品を企画したもの
の、そのときはよく考えず思い付きでやってしまった
ため成功しなかった、②ものづくりやターゲットの設
定などコンセプトは良かったのに、時代が早過ぎた、
③単にものづくりの品質が良くなかった、ものや考え
方は良かったけれど、例えば食品なら量が多過ぎた
り、パッケージデザインが良くなかったりするなどが

考えられます。
　たとえ過去に失敗していたとしても、そのときによ
く考え抜いていたケースでは、失敗の原因がどこに
あったかをきちんと振り返ることができます。過去の
失敗が今後の財産になるかどうかは、そこが分かれ目
です。
　デザイン性と機能性を追求してユニークなものづく
りをしているアッシュコンセプトの名児耶秀美（なご
や ひでよし）社長にお目にかかったときに、この「前
にやったけれどダメだった」について尋ねてみたこと
があります。名児耶さんは相手からそういう反応が
あったときには「時代が早過ぎたのかもしれません
ね。一度試みた経験があるから、今度はもっと良いも
のを早くつくれますね」と、決して否定せず前向きに
アドバイスするそうです。
　「前にやったけどダメだった」の中には、新しい
ヒットの芽が隠れているかもしれません。「今の時代
ならどうなのか」「ビジネス環境は以前と何が違って
いるのか」「ターゲット設定は以前と変わっていない
か、変えられないか」「ものづくりが以前と比べてど
れくらいレベルアップできるか」「原価構造の点検や
価格設定の見直しでもう一度勝負できないか」「もの
づくりやプロモーション（情報発信）などについて、
コラボレーションできる相手はいないか」などを
チェックして、すぐにダメと決めつける前に、ときど
き過去の失敗例も棚卸しをしてみてはいかがでしょ
う。大企業ですらやっているのですから、資源の限ら
れた中小企業ならなおさらです。

日経ＢＰ総合研究所 上席研究員

渡辺　和博「過去の失敗を今後の財産につなげるには」

「勘定頭として有能だった松平正綱」

トレンド通信

今回取り上げるこの人物は、小説やドラマにはめった
に登場しないが、草創期の江戸幕府を支えた有能な理系
の官僚として注目すべきだろう。豊臣政権でいうと、長
束正家あたりに相当するだろうか。

松平正綱は天正４（１５７６）年、徳川氏の家臣・大
河内秀綱の次男として誕生した。大河内家については、
三河の武士で縁あって家康に参仕するようになった、以
上は記すことがない。彼が家康に見いだされたのは、彼
個人の働きによる。

12 歳の時、家康の命で松平正次の養子となって松平
を称し、20 歳ごろから家康に近仕する。将軍職を辞し
た家康が駿府城に入ると、正綱も駿府へ。側近として重
用されて近習出頭人となり、計数に明るかったため、慶
長 14（１６０９）年ごろから勘定頭（後の勘定奉行）
の任に就いた。

家康が亡くなると、久能山への埋葬に従事。元和３（１
６１７）年の日光への改葬にも付き従っている。駿府城
に遺された莫大な遺産を管理し、２代将軍・秀忠の下で
も勘定頭として活動。家康が育てた駿府の人材は、秀忠

には敬遠されがちだったが，彼は例外であった。ただ、
やはり合戦で手柄を立てていないことがネックだった
か、俸禄は相模玉縄２万２１００石にとどまった。

勘定頭としての彼の権勢は相当なものだったが、それ
がかえって災いとなり、３代・家光の時に失脚。程なく
許されたが、その後は日光東照宮の造営に注力した。20
年以上かけて東照宮への参道に杉を植樹した。現在の日
光杉並木の様相を整え、慶安元（１６４８）年に 73 歳
で死去した。彼のおいで、才を見込まれて養子となった
のが、家光・家綱時代の補佐役として著名な「知恵伊豆」
こと松平信綱である。

晩年の家康が愛した女性に「お勝の方」（お梶、お八
とも）がいるが、家康は彼女を正綱の正室に配したこと
があった。だがお勝の方はしばらくして正綱と別れて家
康の元に帰った。同じ男性としては同情したくなるよう
な話だが、彼女が生んで夭折（ようせつ）した市姫（家
康の五女）の墓が大河内家ゆかりのお寺にあるところを
見ると、二人は離別後も一定の交遊を保っていたのかも
しれない。

東京大学史料編纂所 教授

本郷　和人

戦国武将のリアル
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子供のころは体力も弱く、人とのコミュニケーションも
苦手だったので、そんな自分を変えたいという想いから柔
道を始めました。それがきっかけとなり柔道整復師の道に
進みました。東京の整形外科で5年間勤務した後、松本の整

骨院で2年間勤務しまし
た。諏訪に幾度となく訪れ
るうちに「ここで開業した
い！」と思うようになりま
した。そして、生まれ育っ
た栃木県を離れ諏訪の地
で『湖岸通り整骨院』を
開業しました。

多くの患者様は何かしらの痛みを訴え来院し、治療を行
います。今までは痛みが取れたら治療は終了でした。しか
し、人生100年時代になり患者様の健康意識が変化し、症状
がなくなっても健康維持のために通院したいという方が増
えています。それに伴い、整骨院でも求められることが変
化しているように感じます。要望に応えるために、寝たま
までインナーマッスルを鍛える機器や自律神経を整える機
器の導入や栄養に関する資格も取得しました。多方面から
総合的にサポートできるように、今年も新たに必要な資格
取得やカラダの状態を可視化できる機器の導入を予定して
います。

まちゼミは、お店の方が講師として、専門知識や特性等
を活かした少人数の講座を参加店舗みんなで協力します。
多くのお店に参加してもらいまちゼミを盛り上げていきた
いです。
24年間柔道整復師として従事してきた中で、痛みや交通
事故の対処、ケガの予防、病院に行くほどでもない痛み、
自律神経の不調などへ対処できるノウハウをたくさん持っ
ています。また、栄養指導として食生活の見直しやダイ
エットのためのファスティングサポートも得意です。お気
軽に講座のリクエストや
参加をしてもらえればと
思い、商工会議所に協力
してもらいながらオンラ
イン予約システムを導入
しましたので、是非ご参
加ください！

諏訪の地で開業するまで まちゼミで諏訪のまちに賑わいを！

人生100年時代　『治療』から『健康管理の時代』に　
～健康の3大要素『栄養・運動・休養』を提供したい！～

●湖岸通り整骨院
住      所：湖岸通り1-13-8湖泉荘館内1F　　TEL：0266-78-8834
営業時間：月～金 8：30～12：00、14：30～18：00
　　　　　　　　　土 ・ 祝 8：30～12：00  
休 業 日：日曜日

湖岸通り整骨院

院長 秋山 良治さん

当院は2011年に開業し、患者様の痛みや不安を取り除くことはもちろん、痛みの原因や対処法、
治療の進め方などを丁寧に説明するということを心掛けています。

魅 
せられて

今月の

ファスティングで欠かせないお水と酵素

湖岸通り整骨院に来ることで、ココロもカラダ
も元気になってほしい。元気な人が元気な街をつ
くりますので、その好循環の出発点になれる整骨
院を目指しています！！

インナーマッスルトレーニング
ができるEMSマシン

これ
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新会員のご紹介

事業所名 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

4月21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1594件(3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

諏訪市新入社員歓迎大会6日
諏訪市労対協 諏訪市新入社員研修会
（・14日）

7日

事業復活支援金個別支援会11日
会員お花見交流会15日
事業復活支援金個別支援会25日
ニコニコ超会議 2022 # 超花火祭30日

４
月

常議員会・通常議員総会27日
諏訪地域高校生の雇用促進連絡会議17日
諏訪市労務対策協議会 諏訪実業高校 
企業勉強会

19日

5
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。

S nails 今井　咲紀 高島2-1252-4 ripple内 080-4436-8037 ネイルサービス業

LuLuAS 島田　麻美 湖岸通り3-7-2 55-3210 美容・まつ毛エクステ・脱毛

諏訪商工会議所
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祝御柱祭祝御柱祭

商品販促進用

販売中販売中シールシール

1. 販売商品

3. 購入方法

2. 価　格

【お問い合わせ】

1 32

https://shimosuwaonsen.jp/onbashira/news/06051/

御柱祭に向けて、御柱祭の機運を高め地域をあげてお祝いすることを目的に「祝御柱祭シール」を販
売しています。お店で販売している商品に貼付して、販売促進につなげていただけます。
御柱祭に向けて、御柱祭の機運を高め地域をあげてお祝いすることを目的に「祝御柱祭シール」を販
売しています。お店で販売している商品に貼付して、販売促進につなげていただけます。

①木落しバージョン（高さ 45× 幅 45 ㎜）
②建御柱バージョン（高さ 61× 幅 38 ㎜）
③めどでこバージョン（高さ 38× 幅 61 ㎜）

下諏訪商工会議所　TEL0266-27-8533

下諏訪町産業振興課商工係　TEL0266-27-1111（273・274）

御柱祭特設ホームページより注文用紙 (Word 形式 ) に必要事項を
ご記入のうえ、貼付予定の商品写真と合わせ、諏訪商工会議所窓口
に提出ください。現金と引換に商品を販売いたします。
郵送や銀行振込を希望する場合は、下記問い合わせ先までご連絡く
ださい。

各 1 セット 100 枚　550 円（税込）

御柱祭
特設

ホーム
ページ
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