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今回のプレゼントは

「食事券3,000円分」です。
締切は10月4日（金）です。
詳しくは「７面」を
ご覧ください!!
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②　令和元年 7月 10 日 第239号塩 尻 商 工 会 議 所 会 報

塩尻商工会議所　平成３０年度事業報告
平成３０年度を総括する通常議員総会を５月２７日に開催し

事業報告並びに収支決算を報告し可決されました。

①意見要望活動
　「労働者確保・人材育成の支援」「新たな工業団地の早期整備と企業誘致の推進」「安心安全な交通社会」「広丘の商
業活性化」等１２項目からなる「塩尻市商工業施策に関する建議」を提出しました。建議に対して取り組んで頂いて
いる案件もあり、毎月開催する産業支援機関連絡会議など意見交換をする機会も多くなり、行政・他機関との連携の
成果とスピードアップが目に見える形で表れてきています。

②観光産業事業
　玄蕃まつりなどの市内イベントの事務局として、また、ハッピーハロウィーン in しおじり、山賊焼フェスティバル
等の支援をすることで地域の賑わい創出に寄与いたしました。「第８回木育フェスティバルイン信州しおじり」及び「第
５回森のフェスティバル」の開催、東京ビッグサイトでのツーリズム EXPO、Gift Show 出展など会議所主導の PR
事業も引き続き行いました。
③商業振興事業
　「シリゼミの会」を継続的に支援し、塩尻版街ゼミ「塩尻知る知りゼミナール」を５月と１１月の２回実施するととも
に、市内３高等学校のキャリア教育と連携した「出張シリゼミ」を開催し、地域への貢献活動も行いました。

④工業振興事業
　小学生を対象とした「第１４回こども科学探検団」を実施し、プログラミングやものづくりの楽しさを学んで頂き
ました。また、地域企業の人材育成や品質向上等を促進するための研修会を開催し、技術の高度化に向けて支援しま
した。
⑤中小企業相談所事業
　小規模事業者持続化補助金をはじめ、国の各種補助金申請に係る事業計画作成支援を行ったほか、小規模事業者を
主対象とした金融、税務、労務等経営についての各種相談や専門家派遣事業を実施しました。

　その他、塩尻市との連携を推進するため、市職員の派遣を継続し、併せて受託事業運用を実施しました。
塩尻市・塩尻地区労務対策協議会と連携した「実践型インターンシップ」も夏休み・春休みの２回開催し、６事業所
の経営革新プログラムに、１１人の首都圏の学生がチャレンジし、成果を残してくれました。
　また、広域活動の中では、糸魚川・大町・松本・塩尻４商工会議所で構成する「塩の道経済懇談会」は第４４回を迎え、
１０８名が集まり、まつもと市民芸術館で開催し、塩の道経済圏の発展及び地域高規格道路松本糸魚川連絡道路の整
備促進・実現を強く要望する決議をしました。
　依然として、事業主の高齢化、後継者不足等を背景に廃業する事業所が多く、平成３０年度末の会員事業所は新規
加入５７件、脱会６９件で１２事業所減少し１，８１１事業所となっています。現在進めている長期ビジョンの作成
を通じて、会員減少の中での財政基盤の安定を図りながら、会議所の会員であるメリットや委員会・部会などの事業
内容を精査し、魅力ある商工会議所に向けて取り組んでいきます。併せてリニューアルしたホームページの有効活用
を進め、多くの情報提供を行うなど会員の皆様の理解や事業への参加を促していきたいと考えております。

平成30年度 収支決算報告（平成30年4月1日～平成31年3月31日）
　

収入科目 決算額
（単位：千円）  （単位：千円）  

31,397,000
2,854,978
29,244,129
74,048,247
820,370

10,562,000
11,608,966
160,535,690

1. 会　　  費
2. 事 業 収 入
3. 手数料収入
4. 交　付　金
5. 雑　収　入
6. 繰　入　金
7.前年度繰入金
合　　計

支出科目 決算額
58,712,968 
68,439,524 
19,942,766 
13,440,432 
160,535,690 

1. 事　業　費
2. 人　件　費
3. 管　理　費
4. 剰　余　金
合　　計

【収入の部】 【支出の部】

会費 20％ 

事業費
37%

人件費
43％

管理費　
12％

剰余金　
　　8％

　平成３０年度は４月に浜副会頭、篠原専務理事が、１１月には中島会頭、１２月に清澤副会頭がそれぞれ新た
に就任し、新体制でのスタートを切る年となりました。
　世界経済は米中貿易摩擦、英国のEU脱退、中国経済の減速などが懸念される中、慢性化している人材不足、働
き方改革による労働環境の変化やインバウンド対応など、企業は様々な対応や経営判断を迫られています。塩
尻商工会議所では、日々会員事業所のみなさんが抱える課題解決のための経営支援を行うとともに、地域全体
の発展・活性化を目指し、様々な取り組みを実施いたしました。

雑収入1％
繰入金6％
繰越金7％

交付金
46%

手数料
18％

事業収入
　　　2%

事業の総括的概要



実践型インターンシップ成果報告会を開催しました実践型インターンシップ成果報告会を開催しました実践型インターンシップ成果報告会を開催しました実践型インターンシップ成果報告会を開催しました
インターシップに参加した学生

県知事表彰者紹介
トッ
ピク
ス

令和元年 7月 10 日　③第239号 塩 尻 商 工 会 議 所 会 報

創立70周年記念事業　第25回会員ゴルフ大会開催創立70周年記念事業　第25回会員ゴルフ大会開催

internship

　2019年2月～3月にかけて行った「2019春実践型インター

ンシップ」の成果報告会を、令和元年度第1回議員通常総会後

に開催しました。今回は、3社（(株)東陽、(一財)塩尻市振興公

社、美勢商事(株)）の受入企業に4名の学生が参加しました。報

告会当日は3名の学生が60名余の議員さんを前に、自分たちの

成果を報告するとともに、コーディネートしていただいた会

社の方々から、インターン後のプロジェクトの進捗や受入企

業の変化などについて、お話をいただきました。

　報告会終了後には学生も懇親会に同席し、インターンシッ

プ事業の役割を多くの議員さんに伝えることができました。

左から、金森智子さん(立教大学1年：(株)東陽)、川畑
瞳さん(宮崎大学2年：(一財)塩尻市振興公社)、木内
桜さん(東洋大学1年：美勢商事(株)、田村美沙都さん
(法政大学2年：美勢商事(株))

発表後3名の学生からは、受入れに係った皆さんへの
感謝の意と、貴重な経験を今後に活かしたいと抱負
が述べられました。

会員事業所様が県知事表彰を受けられましたのでご紹介いたします。

【知事表彰 産業功労者】

　多品種少量生産を得意とするプレ
スメーカーとして昭和４０年に設立
され、経営革新や技術の高度化に積
極的に取り組まれ、現在は、精密板

金加工やレーザー加工による試作品加工等の事業を
行っております。
　その間、当所常議員・副会頭はじめ、また、多くの
要職を歴任され、産業の発展や地域経済の活性化に尽
力され、 貢献されました。

㈱トライアン相互　浅野　章さん
【知事表彰 建設事業功労者】

　防災による安心・安全な街づくりに
取り組まれ、昭和４３年創業以来、大規
模建築物から一般住宅まで消防設備の
設計施工・保守点検をはじめ、防災用品

や装備品に至るまで豊かな経験と専門知識を活かし事業
を行っております。
　そのような中、塩尻商工会議所議員として現在も商工
業の振興に貢献され、また、（一社）長野県消防設備協会副
会長の要職に就かれ、全県の消防防災事業にもご尽力さ
れております。

㈲中部防災　粟倉　平八さん

　塩尻商工会議所創立70周年記念事業第１弾として、6月15日（土）塩嶺カントリークラブにおいて「第25
回会員ゴルフ大会」を開催し、17組64名の大勢の皆様にご参加いただきました。　当日は、あいにくの梅
雨空となり少々肌寒さを感じる天候になってしまいましたが、参加者は、それぞれにプレーを楽しんで
おりました。また、大会を記念し昨年よりも多くの会員事業所様よりご協賛をいただき大会を盛り上げ
ていただきました。ありがとうございました。成績上位の方は、次の皆様です。おめでとうございました。

参加者全員で記念写真優　勝：百瀬　清克さん（右）
準優勝：廣田　伸一さん（左）

参加者全員で記念写真優　勝：百瀬　清克さん（右）
準優勝：廣田　伸一さん（左）

第25回会員ゴルフ大会成績

優　勝 百瀬　清克さん（㈲百瀬板金）

準優勝 廣田　伸一さん（㈱パワーネット・フィールド）

第３位 永原　　力さん（㈲リカーハウスながはら）

第４位 百瀬　大海さん（㈲百瀬製作所）

第５位 中田　　修さん（松本度量衡㈱）



軽減税率対応モバイルレジ体験コーナーを開設軽減税率対応モバイルレジ体験コーナーを開設軽減税率対応モバイルレジ体験コーナーを開設軽減税率対応モバイルレジ体験コーナーを開設

　５月１日（水）～３１日（金）で市内の１７店舗１９講座で「第１２回シリゼミ」
が開催されました。回を重ね、開講を楽しみにしてくださる方も増えてきました。
　今回も「健康・知識・体験・キレイ・飲食」の５つの分野でプロによる個性的
な授業が開講され、受講者の９９％の方に『大満足・満足』と回答していただき
ました。　　　　　

　『シリゼミ』は、「シリゼミの会」が運営を行い実施している事業です。「シリゼミの会」は商店主が集まり、様々
な情報交換・交流を行っていく中で、「シリゼミ」事業を中心にお互いの商売の活性化などを考え進んで行く、
新しい商業組織を目指している会です。
　【シリゼミ・シリゼミの会】にご興味のある事業所様は塩尻商工会議所までお気軽にお問い合わせください。

第12回 シリゼミ開催しました！

令和元年 7月 10 日　⑤第239号 塩 尻 商 工 会 議 所 会 報

　中小企業相談所では、日本政策金融公庫と連携し、事業資金相談会『１日
公庫』を開催いたします。当日は、金融公庫の担当者が当所にて直接ご相談
をお受けします。
 下記日程で開催いたしますのでご希望の方は、お電話でご予約ください。
完全予約制ですので、お早めにお申込ください。

○決算書２期分および直近の試算表
※事前に決算書・試算表をいただくことができれば、一日公庫でお申込等に繋がり、スムーズになる場合   
　もあります。ご希望の方はご連絡ください。

○会社名印（横判）・実印
　※当日手続きが可能になる場合もありますのでご持参いただきますと手続きがスムーズにおこなえます。

○開催日：7月23日（火）
○会　場：塩尻商工会議所　会議室（市営駐車場をご利用ください。３時間無料の押印をいたします。）
○時　間： ①10時～11時　②11時～12時　③13時～14時　

 ④14時～15時　⑤15時～16時
※先着順／５事業所（予約が重なった場合は、こちらで調整させていただきますのでご了承ください。）

相談だより

【相談会持ち物】

　１０月に予定されている消費税率引き上げと軽減税率導入に向け、「モバイルレジ」

の体験コーナーを開設しました。

レジアプリ「Ａｉｒレジ・レストランボート」・「Ａｉｒペイ　ＱＲ」を取り込んだ

タブレット端末とレシートプリンターを設置しましたので、ご興味のある方は使い

勝手など体験しにお越しください。楢川支所にも同様の体験コーナーを開設してお

ります。

　また、購入に関しましては、９月３０日までのレジ購入等に対し４分の３を補助（上

限あり）する「レジ補助金」もございますので検討されている事業者様はこの機会

を是非、ご利用ください。

　１０月に予定されている消費税率引き上げと軽減税率導入に向け、「モバイルレジ」

の体験コーナーを開設しました。

レジアプリ「Ａｉｒレジ・レストランボート」・「Ａｉｒペイ　ＱＲ」を取り込んだ

タブレット端末とレシートプリンターを設置しましたので、ご興味のある方は使い

勝手など体験しにお越しください。楢川支所にも同様の体験コーナーを開設してお

ります。

　また、購入に関しましては、９月３０日までのレジ購入等に対し４分の３を補助（上

限あり）する「レジ補助金」もございますので検討されている事業者様はこの機会

を是非、ご利用ください。

１ 日 公 庫 の ご 案 内



④　令和元年 7月 10 日 第239号塩 尻 商 工 会 議 所 会 報

〔代　表〕
塩野崎　隆
塩野崎工作所
0266-46-2346

〔代　表〕
塩野崎　隆
塩野崎工作所
0266-46-2346

北小野

小野　桂一
小野税務会計事務所

52-2292

大門並木町

中澤　延夫
中澤ガラス店
54-1298

大門桔梗町

丸山　悦男
㈲丸山化成
52-9506

片　丘

西牧　  学
㈲平和自動車
52-0912

大小屋

小山　正晃
㈲小山精機

0266-46-3683

北小野

広丘高出大門七区

百瀬　昌宏
百瀬司法書士事務所

52-2860

大門八番町

小泉　智彦
補聴器ラボ　みみずく

54-3301

清水　栄来
整体サロン bloom
090-3585-3075

百瀬　昌宏
百瀬司法書士事務所

52-2860

奥原　しげ子
㈱中信水道
52-0881

大門七番町

酒井　正樹
御宿　伊勢屋
0264-34-3051

奈良井

酒井　幹治
酒井産業㈱

0264-34-3323

木曽平沢

吉江　智浩
㈲ユキトモ精工
52-3385

洗　馬

原　  順子
はいはら
52-8772

広丘原新田

松尾　直昭
京呉服　まつお
53-5298

広丘原新田

斉藤　　学
一休堂
52-1544

広丘原新田

小規模企業振興委員のご紹介小規模企業振興委員のご紹介小規模企業振興委員のご紹介小規模企業振興委員のご紹介

◆相談：地域事業者と経営指導員との間の連絡･相
談の取り次ぎをし、経営改善のお手伝いを
します。

◆要望：市内各地区の問題・要望等を会議所へ伝え、
会議所はこれを行政等に反映するよう具申･
建議をします。

◆入会：会議所会員への入会をお勧めしています。
◆情報：各業界･各地区と会議所間の情報伝達をし

ます。

地域の商工業振興の

ために振興委員は

活躍しています。

地域の商工業振興の

ために振興委員は

活躍しています。

地域の商工業振興の

ために振興委員は

活躍しています。

地域の商工業振興の

ために振興委員は

活躍しています。

地域の商工業振興の

ために振興委員は

活躍しています。

地域の商工業振興の

ために振興委員は

活躍しています。

地域事業者

経営指導員

振興委員

経営でお悩みの方は
今すぐ振興委員へ
ご相談ください。

経営指導員が問題を
お聞きしながら指導
をいたします。

相談

紹介指導

お近くの振興委員にお気軽のご相談ください。お近くの振興委員にお気軽のご相談ください。

振興委員はこのような活動をしています

◎広丘移動相談会日程変更について　【会場：塩尻市北部交流センター　えんてらす】

1月14日（火）
2月18日（火）

年末調整相談
確定申告・消費税申告・個別相談会

９時３０分～
      １６時３０分

開催日（変更あり） 時間（変更なし） 内容（変更なし）
1月20日（月）から

2月17日（月）から
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検定試験のお知らせ

 《日本商工会議所　主催》  
検定試験名 試験回数 実　施　級 試　験　日 申込受付期間 改定後受験料（税込）

簿記

珠算

珠算
暗算

第217回
第218回

　1・2・3 級

2・3 級

1～ 6級
1～ 6級

珠算 7～ 10 級
暗算１～ 10 級
珠算 7 ～ 10 級
暗算１～ 10 級

11月17日（日）

2020年2月23日（日）

10月27日（日）
2020年2月 9日（日）

10月27日（日）

2020年2月
 
9日（日）

10月1日（火）～10月25日（金）

12月16日（月）～2020年1月24日（金）

8月19日（月）～9月26日（木）
12月2日（月）～2020年1月9日（木）

8月19日（月）～9月26日（木）

12月2日（月）～2020年1月9日（木）

　1級：7,850 円
　2級：4,720 円
　3級：2,850 円

　　1級：2,340 円
　2級：1,730 円
　3級：1,530 円

　4～ 6級 ：1,020 円
　７～ 9･10 級：910 円
暗算 1～ 10 級：910 円

◎詳細は 日商検定 で検索 　　httpｓ://www.kentei.ne.jp/ 
　　　　※当所ホームページ検定試験ページ 　　https://www.shiojiri.or.jp/kentei/ 

※商工会議所検定マスコット
　　　　　　「シカクん」 

　消費税率の改正に伴い、各検定の受験料が改定
となります。

１０月実施の検定試験より新しい受験料となりますのでよろしくお願いいたします。

定

※珠算７～10級・暗算1～１０級は日本珠算連盟が主催となります。    
※お申込みは、当所窓口・郵送（現金書留）・当所ホームページから。    

塩尻商工会議所商業委員会　事業に関するアンケート調査結果
　平成30年7月から12月末までの半期の間につきまして、市内会員事業所688事業所の商工業者等に事業に関するアン
ケート調査を実施し、105事業所よりご回答をいただきました。（回収率15.3％）
　売上高、客数、客単価、粗利益率は総じて減少し、仕入単価、従業員数、人件費は増加し、非常に厳しい状況での営業を
強いられております。今後10月より消費税率引き上げ・軽減税率導入を迎えると、軽減税率対応のレジやキャッシュレ
ス決済の対応が必要となります。

地区別構成比

大門
38％

その他
22％

広丘
31％

楢川　　　9％

業種別構成比

サービス業
47％7％

小売業
24％

製造業

卸売業
5％

建設業
1％ その他

16％

-40

-20

0

20

売上高

増加 減少 不変－4件

5％未満 5～10 10～15 15～20 20％以上

5％未満 5～10 10～15 15～20 20％以上

5％未満 5～10 10～15 15～20 20％以上
5％未満 5～10 10～15 15～20 20％以上

5％未満 5～10 10～15 15～20 20％以上

-40

-20

0

20

増加 減少 不変－8件

5％未満 5～10 10～15 15～20 20％以上

-40

-20

0

20

40

客単価

増加 減少 不変－14件

-20

0

20

40

仕入単価

増加 減少 不変－14件

-60

-40

-20

0

20

粗利益率

増加 減少 不変－5件

-10

-5

0

5

10

従業員数

増加 減少 不変－67件
不在－18件

-10

0

10

20

増加 減少
不変－59件　
不在－12件

5％未満 5～10 10～15 15～20 20％以上

客　数

人件費

景況感等について　～事業所様の声～
・人手不足により土日のスタッフの確保に苦慮している。
・インバウンドが増加しているが、販売に結びつかない。
・ネット販売等により顧客が減少し、先行きの不安もあり
活発とは言えない。

・原材料の高騰により製品価格への転嫁が難しい。
・インターネットにより県外からの集客がある。そのお客
様がご来店した際、ＳＮＳで情報発信され、その情報を
もとに新たな集客がある。

等々多くの事業所様にご協力いただき、様々なご意見をい
ただきました。ご協力ありがとうございました。

（件）

（件）

（件）

（件）

（件）

（件）

（件）

第153回

第154回
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新 会 員 紹 介 
事業所名

林建装

エクサート(株)

日野製薬(株)

整体院SUN

代表者名 住　　所 電話番号 部　会事　業　内　容

林　　幸浩

髙澤　　暢

井原　正登

田村　　淳

広丘吉田815-1  

宗賀71-333  

木曽郡木祖村藪原1598

大門5-18-6 
フラップハイツ倉沢101

 

57-6965

090-3803-1859

0264-36-3311

50-6989

建築木工

諸　　業

保健衛生

保健衛生

建築塗装

整体

※会員事業者数：1,809事業所（平成31年4月30日現在）   

ITコンサルティング、

WEBサイト制作
医薬品の製造及び販売、
医薬部外品の製造及び販売、
直営店舗の経営

◎お知り合いの事業所で、未加入の方がおりましたら是非ご紹介ください。

（※平成31年4月30日ご加入分まで希望者のみ掲載）

会報しおじりプレゼントクイズ会報しおじりプレゼントクイズ
いつも「会報しおじり」をご覧いただきありがとうございます!!
毎号「会報しおじり」よりクイズを出題します。今回は正解の方10名様に「五千石茶屋（大門1-16-13）食事券
3,000円分」をプレゼントいたします。応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承ください。

応募締切は10月4日（金）までとさせていただきます。（※１事業者１名とさせていただきます。）

新一万円札の顔「渋沢 栄一」をご存知ですか？
　平成３１年４月、財務省より２０年ぶりに「紙幣（日本銀行券）を刷新する」との発
表がありました。その中で、新一万円の肖像画に用いられるのが『渋沢栄一』です。 【2024年より発行される

　　　　　　　　新一万円札】

　「日本資本主義の父」と呼ばれた実業家である渋沢栄一は、今も残る多くの有名企業を次々と興し、日本
の株式会社制度を定着させた方です。自らは財閥をつくらず、民業の繁栄を通じて日本社会・経済の近代
化に貢献する「公益」の道を進みました。それだけに、渋沢栄一を敬愛する経済人は多くおります。
 そんな、「渋沢栄一」ですが、この商工会議所にとって大変重要な人物であることを皆さんはご存知で
しょうか？今回よりシリーズで「渋沢栄一」についてご紹介したいと思います。
　
　渋沢栄一は、1840（天保11）年2月13日、現在の埼玉県深谷市血洗島の農家に生まれました。幼少の頃
から家業の畑作、藍玉の製造･販売や養蚕を手伝い、商売面の素養を身につけていきました。その一方で、父
に学問 の手解きを受け、また従兄弟の尾高惇忠から本格的に「論語」などを学び、江戸にも遊学しました。
　血気盛んな青年期は、一時「尊王攘夷」思想の影響を受け、志士として栄一や従兄たちは、高崎城乗っ取
りの計画を立てましたが中止し京都へ向かいます。
1864年、栄一は一橋家に仕えることとなり、家政の改善（財政改革や新しい事業運営など）で実力を発揮
し次第に認められていき、慶喜が将軍を継ぐと共に幕臣になりました。
27歳の時、徳川慶喜の実弟･後の水戸藩主、徳川昭武に随行し「パリ万博使節団」の一員として渡英し、万
国博覧会を見学するほか欧州諸国の実情や近代的産業設備、経済制度などを見聞きする中で、社会の内情
に広く通じ深い知識を習得したのです。
　そして、明治維新となり欧州から帰国した栄一は、明治政府に招かれ大蔵省の一員として新しい国づく
りに深く関わって行くのです。（第240号に続く）

シリーズ

第239号の問題は【塩尻商工会議所ホームページ】に掲載!!
塩尻商工会議所 で検索。「スマートフォン」からも閲覧可能！】

アドレスはこちら☞ https：//www.shiojiri.or.jp/

◎第238号の正解は「創立70周年」でした。当選者はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

（※ホームページが閲覧できない場合は、塩尻商工会議所までお電話ください。）

「第239号 ： 会報しおじり」プレゼントクイズ　応募申込書
FAX 0263－51－1388 ※番号のお間違えにご注意ください。

答     え

応募者名

事業者名

ご連絡先

★是非、ご意見ご感想をお聞かせください

編集委員 高橋治美・奥原裕幸・小川和寿・西村文彦・有賀茂幸・川上博昭・作田　弘≪順不同≫
　　　※次回第240号は令和元年11月発行予定です。お楽しみに！



第 52 回塩尻商工野球大会開催参加チーム大募集！第 52 回塩尻商工野球大会開催参加チーム大募集！第 52 回塩尻商工野球大会開催参加チーム大募集！創立７０周年記念事
業

＜開 催 日＞ 予選8月24日（土）／準決勝・決勝9月8日（日）
＜会　　場＞ 塩尻市営球場・総合グラウンド
＜申込締切＞ 7月26日（金）　

　恒例の広丘夏まつりが今年も広
丘商店街で盛大に開催されます。
真夏の夕涼みにご家族お仲間お誘
いあわせの上、是非、お出かけくだ
さい。

〈開　催〉　8月14日（水）
〈時　間〉　17：30～21：00
〈会　場〉　広丘駅前通り
〈内　容〉
☆完売必至！大人気！!!広丘青商屋台村
☆広丘小学校による金管パレード
☆大ビンゴ大会や子供用遊び広場など

「創立 70 周年記念式典」および「第 40 回会員大会」開催
　塩尻商工会議所は、今年度10月に創立70周年を迎えることになりました。これを記念し下記のとおり創
立70周年記念式典を挙行いたします。あわせて第40回会員大会を開催します。

■開催日　10月19日（土）　　■会　場　中信会館　ベルヴィホール
※詳細は、後日改めてご案内いたします。
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　第５２回を迎える塩尻商工野球大会に参加しませんか。会員事業所で
あれば、事業所単独でも仲間を集めてのチームでも参加可能です。参加
資格等大会要項が必要な方は塩尻商工会議所までご連絡ください。大勢
のチームのご参加お待ちしております。

第６回森のフェスティバル＆
第９回木育フェスティバルイン信州しおじり
第６回森のフェスティバル＆
第９回木育フェスティバルイン信州しおじり
　「木にふれあう。木と共に」を合言葉に、今年も第６回森のフェスティバル＆第９回木育フェスティ
バルイン信州しおじりを下記のとおり開催します。
大人もこどもぜひ、遊びに来てください。

　「木にふれあう。木と共に」を合言葉に、今年も第６回森のフェスティバル＆第９回木育フェスティ
バルイン信州しおじりを下記のとおり開催します。
大人もこどもぜひ、遊びに来てください。
【第６回森のフェスティバル】
＜開催日時＞8月31日（土）10：00～15：00　
＜会　　場＞長野県林業総合センター
＜内　　容＞森のおさんぽ、丸太切り体験、糸のこ木工教室など！
【第９回木育フェスティバルイン信州しおじり】
＜開催日時＞10月5日（土）・6日（日）10：00～17：00（6日16：00まで）
＜会　　場＞市民交流センターえんぱーく
＜内　　容＞「しおじりウッドトイパーク」・「大人気！フワフワかんなくずプール」など！

【第６回森のフェスティバル】
＜開催日時＞8月31日（土）10：00～15：00　
＜会　　場＞長野県林業総合センター
＜内　　容＞森のおさんぽ、丸太切り体験、糸のこ木工教室など！
【第９回木育フェスティバルイン信州しおじり】
＜開催日時＞10月5日（土）・6日（日）10：00～17：00（6日16：00まで）
＜会　　場＞市民交流センターえんぱーく
＜内　　容＞「しおじりウッドトイパーク」・「大人気！フワフワかんなくずプール」など！

みんな
集まれ!!

会　報

プレゼントクイズ

会　報

プレゼントクイズ

今回のプレゼントは

「食事券3,000円分」です。
締切は10月4日（金）です。
詳しくは「７面」を
ご覧ください!!

五千石茶屋（大門 1-16-13）

五千石茶屋（大門 1-16-13）
塩尻の老舗！馬テキ、山賊から、
お蕎麦までメニューは豊富。

お通しの〝もやしの和え物〟が
絶品です。

※写真はすべて昨年の様子です。
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