
キッチンカー大集合!!「たべるカー上田」開催／
「デジタルプレミアムチケット」キャンペーン
信州上田日本遺産商品紹介サイト開設
パッケージ型インターンシップ開催
＜付録＞
　上田地域産業展オンライン2021／第５回うまいものスタンプラリー／
　ドローンセミナー／生産性向上促進補助金活用セミナー／
　経営計画作成個別相談会／渋沢栄一生誕の地「深谷」を巡る旅／
　事業継続力強化計画策定支援セミナー／
　インボイス制度・電子帳簿保存法実務セミナー／
　もうけま専科党／第４６回会員大会／経済金融セミナー／
　小型移動式クレーン運転技能講習会／簿記会計実務講座
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●発行 令和3年10月5日（毎月5日発行） 事業所内で回覧してください

　9月18日・19日にアリオ上田、9月15日・26日にイオン
スタイル上田でキッチンカーイベント「たべるカー上田」を
開催しました。４日間で２４店が出店し、バラエティ豊かな
メニューを販売しました。　　　　　  （関連記事２ページ）

キッチンカー大集合!!「たべるカー上田」開催
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「デジタルプレミアムチケット」
最大 20% 割引キャンペーンが

スタートします !
　上田市と TicketQR、上田商工会議所・上田市商工会・真田町商工
会の市内 3商工団体は、上田市内のキャンペーン参加登録店舗におい
て、期間中、携帯電話（スマートフォン）に「デジタルプレミアムチ
ケット TicketQR」アプリをダウンロード、登録して利用すると、最
大 20%の割引（付与上限：2,000 円相当 / 回、10,000 円相当 / 期間・
最大 2億円規模）を受けられるキャンペーンを令和 3年 12 月 1 日㈬
から令和 4年 2月 28 日㈪まで実施します。長引く
新型コロナウイルス感染症の影響から、冷え込ん
でいる上田市内事業者への消費喚起応援事業の第 3
弾となります。本キャンペーン実施に伴い、10 月
1日より参加店舗を募集しています。キャンペーン
の詳細は、当所ホームページ（右記QRコード）を
ご覧ください。

【参加店舗向け説明会のご案内】
　TicketQR の参加店舗登録についての説明会を開催します。管理画
面や、スマートフォンへのアプリのダウンロード等、使い方の詳しい
説明を行います。
■日　時	 ①令和３年 10 月 20 日㈬ 15：00 ～
	 ②　 〃 　 10 月 25 日㈪ 10：00 ～
■会　場	 ①、②共に上田商工会議所　5階ホール
■お申込み	 専用申し込みフォーム（右記QRコードまたは下記URL）からお願いします。
	 URL：https://forms.gle/wq9xEVKVBfjR8qbf9
	 当所窓口でもお申込みいただけます。
	 ※上田市丸子地区、真田（菅平）地区でも開催予定です。
【お問い合わせ】上田商工会議所　TEL.0268-22-4500

店舗向け説明会
申込フォーム

当所ホームページ

できたての美味しさをテイクアウト !できたての美味しさをテイクアウト !
キッチンカー大集合 !!  「たべるカー上田」開催キッチンカー大集合 !!  「たべるカー上田」開催

　当所では、新
型コロナウイル
ス感染拡大に
よって各地でイ
ベント中止とな
り出店機会を
失った地域の飲
食店を支援する
ため、キッチン

カーイベントを実施しました。
　アリオ上田（9月 18 日㈯・19 日㈰）、イオンスタイ
ル上田（9月 25 日㈯・26 日㈰）の屋外に集まったキッ
チンカーは 4 日間で延べ 24 台。やきとり、唐揚げ、

ソフトクリームといったお馴染みのものから、和牛ハン
バーガーやラクレットチーズのホットドッグ、茸をふん
だんに使った和食弁当、鹿肉のパニーニ、クラフトコー
ラ等、各店の個性あるメニューが揃いました。
　会場では、ソーシャルディスタンスの確保、テイクア
ウトをアナウンスするなど新型コロナウイルス対策を徹
底して開催しました。
　「たべるカー上田」は、アリオ上田（10 月 16 日㈯・
17 日㈰）、イオンスタイル上田（23 日㈯・24 日㈰）に
も開催します。
　また、10-11 月にはテイクアウト企画「秋のもっテイ
ク上田	大集合フェア !!」も開催。まだ出会ったことのな
い「美味しい」を見つけに、ぜひ、お越しください。
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第 5 回「信州上田うまいものスタンプラリー」開催中 !
令和3年10月1日㈮～12月31日㈮

　上田市内の飲食店、お菓子、お酒などの製造販売店 72 店舗が参加。自慢の逸
品を楽しんで豪華賞品に応募する企画です。昨年同様、スタートダッシュ賞、A賞、
B賞で応募でき、抽選で合計 150 名に賞品が当たります。今年は上田地域の発酵
食品を掲載した冊子とコラボしています。
　参加店及び詳細は、QRコードよりパンフレットをご確認ください。

「上田地域産業展オンライン」が
10 月 1日㈮からスタート !

　「ポスト・コロナ」「ウィズ・コロナ」の時代を見据え、
上田地域の産業情報をより広く発信し、地域産業の発展、
新規ビジネスの創出につなげるべく、“ニューノーマル ”
や “SDGs” といった新たな視点を取り入れ、「上田地域産
業展オンライン 2021」がオープンします。常設のオン
ライン展示会として、時間や場所を限定せず、「いつでも」
「どこからでも」ビジネスチャンスにつなげるきっかけ
となります。

産業展公式ホームページ
https://ueda-sangyoten.jp/

　10 月 22 日㈮には、開幕記念
イベントとして、「ひと・もの・
興しの紡ぎ手表彰」表彰式の他、
SDGs を事業に活用した事業展開
の先進事例に関するセミナーを実
施します。また、各月に重点期間
を設け多くの方に来場いただける
展示会として展開します。

「信州うえだ謎解き散歩2021」
　商業部会（近藤秀樹部会長）は上田市商店会連合会と
ともに、信州うえだ謎解きさんぽを開催します。謎解き
さんぽは商店街の賑わい創出、地域の歴史や魅力の再発
見を目的に、今回はコロナ禍を踏まえて 2日間実施開催
します。商店街のお店を知る、上田市の魅力を再発見す
る機会になりますので、是非ご参加ください。

■開催期間	 令和 3年 11 月 6日㈯～ 11 月 7日㈰
■開催場所	 中心商店街
■問題チラシ配布箇所　上田商工会議所ほか
■解答方法	 住所・氏名・年齢・電話番号・問題の答え・

問題を解いた感想をハガキに記入し、当所
「謎解きさんぽ」係まで郵送。

■参 加 料	 無料
■お問合せ	 上田商工会議所　TEL.22-4500

　日本遺産『レイラインがつなぐ「太陽と大地の聖地」～龍と生きるまち　信州上田・塩田平～』の認定により観
光客の来訪が期待されることから、当所では上田市日本遺産推進協議会と共催で、地域の日本遺産関
連商品を紹介するサイトを 10 月 12 日㈫にオープンします。日本遺産ロゴマークを使用、または認
定ストーリーに関連した菓子・食品や雑貨・特産品などを紹介しています。

信州上田日本遺産関連商品紹介サイト URL　https://www.uedanihonisangoods.com（10月12日㈫公開）

　また、商品紹介サイトのオープンを記念し、同サイト上でオンラインクイズキャンペーンを下記の通り実施します。
■期　間	 令和 3年 10 月 12 日㈫～ 12月 10 日㈮
■参加方法
STEP1	 上記 QR コードまたは URL から【信州上田日本遺産関連商品紹介サイト】にアクセスしキャンペーン

ページを開く。

信州上田日本遺産商品紹介サイト開設・
日本遺産をもっと知ろう ! オンラインクイズキャンペーンのご案内

STEP2	 同ページ上の信州上田・塩田平日本遺産ムービーを見る（映像
時間：約 3分）。

STEP3	 同ページ上の応募フォームから日本遺産に関連するクイズに答
えて応募。

■景　品	 クイズ正解者に抽選で豪華景品をプレゼントします !
	 Ａ賞　別所温泉宿泊補助券　2万円分	 2 本
	 Ｂ賞　信州上田日本遺産グッズ詰め合わせ	 40 本
	 Ｃ賞　軽井沢・別所温泉フリー切符＊	 10 本
	 ＊上田電鉄別所線全線としなの鉄道（上田～軽井沢間が乗車当日乗り放題。）

　現在日本遺産関連商品紹介サ
イトの掲載商品の二次募集（期
間：10 月 5 日 ㈫ ～ 10 月 29 日
㈮）を行っています。
募集要項の確認やお
申込みは当所ホーム
ページをご覧下さい。
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コロナウイルス対策関連施策のご案内コロナウイルス対策関連施策のご案内

長野県 新型コロナウイルス拡大防止協力金事業

上田市飲食店等緊急支援事業交付金

給付金等　締切一覧

月　次　支　援　金
　2021 年 4 月以降に実施される緊急事態措置等による
影響を受けた事業者を支援します。

8月分︓2021年9月1日～10月31日
9月分︓2021年10月1日～11月30日 ※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。

※

■申請方法　WEB 申請のみ
※WEB 申請が難しい方等を対象に、サポート会場（長
野市）での申請が行えます

■お問い合わせ・相談窓口・サポート会場予約
TEL.0120-211-240
8：30 ～ 19：00（土日・祝日も対応）

長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金〈第 2 弾〉
　新型コロナウイルスの影響により売上が減少した県内
事業者のうち、月次支援金の対象とならない事業者を支
援します。

■支 給 額	 中小法人	 上限 40 万円
	 個人事業者	 上限 20 万円
	 ※申請は 2021年 8・9月の売上を対象に1回限り
■申請締切	 11 月 30 日㈫
■申請書類	 特別応援金HPよりダウンロード
	 地域振興局、市町村、商工会議所・商工会

窓口で受け取り
■お問い合わせ
長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金	事務局
TEL.026-262-1807（委託先：㈱ JTB 長野支店）
9：15 ～ 17：15（土日・祝日を除く）

　長野県の要請（期間：① 8 月 9 日㈪～ 9 月 1 日㈬、
② 9月 2 日㈭～ 8日㈬）に応じて営業時間の短縮等に
ご協力をいただき、支給要件に適合する事業者の皆様に、
協力金を支給します。

■給 付 額	 売上の規模に応じて
	 1 店舗当たり 2.5 万円／日～ 7.5 万円／日
■申請書類	 長野県 HPよりダウンロード
	 地域振興局、商工会議所・商工会窓口で
	 受け取り
■申請期限	 ① 11 月 1 日㈪　② 11 月 15 日㈪
■お問い合わせ
長野県	新型コロナウイルス拡大防止協力金事務局
TEL.0265-75-0784（代表）
9：00 ～ 17：00（土日・祝日を除く）

　長野県の営業時間短縮又は休業要請（期間：8月 9日
㈪～ 9月 8 日㈬）の影響を受けたが、協力金の対象と
ならなかった事業者を支援します。

■給 付 額	 20 万円
■申請書類	 上田市 HPよりダウンロード
	 上田市役所、商工会議所・商工会窓口で
	 受け取り
■申請期限	 11 月 12 日㈮
■お問い合わせ
上田市商工観光部商工課　TEL.0268-23-5395
8：30 ～ 17：15 分（土日・祝日を除く）

支援金の名称 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

①月次支援金 終了 終了 終了 ９月30日 10月31日 11月30日

②長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金 終了（※） － 11月30日

③長野県新型コロナウイルス拡大防止協力金 － － － － 11月１日 11月15日

④上田市飲食店等緊急支援事業交付金 － － － － 11月12日

◆同じ月内で活用可能な支援金の組み合わせは①+④、② +③、② +④となります。
（※）月次支援金（4月～ 6月）を申請中の方は 10 月 29 日
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各 種 補 助 金 の ご 案 内各 種 補 助 金 の ご 案 内
事 業 再 構 築 補 助 金 　新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取り組み、事業再編又はこれらの

取り組みを通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援。

■申請期間　今後、2回程度の公募を予定　　　■申請方法　電子申請
■お問い合わせ　TEL.0570-012-088　9：00 ～ 18：00（日・祝日を除く）

主な申請枠 補助額（従業員規模により上限変動） 補　助　率

通 常 枠 100 万～ 8,000 万円 【中小企業】2/3（6,000 万円超部分は 1/2）
【中堅企業】1/2（4,000 万円超部分は 1/3）

緊急事態宣言特別枠 100 万～ 1,500 万円 【中小企業】3/4
【中堅企業】2/3

最 低 賃 金 枠 100 万～ 1,500 万円 【中小企業】3/4
【中堅企業】2/3

小規模事業者持続化補助金（一般型）

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

「gBizIDプライム」アカウントをご取得ください

経営計画作成個別相談会を活用ください
〈要予約〉

小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）　小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓や

生産性向上等の取組みを支援。
■補助上限　50 万円　　■補助率　2/3
■申請締切	 令和 4年 2月 4日㈮
■申請方法	 郵送、電子申請

　小規模事業者等が経営計画を策定して行う、ポス
トコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換に
資する取り組みや、感染防止対策費の一部を支援。
■補助上限	 100 万円
■補 助 率	 3/4
■申請締切	 令和 3年 11 月 10 日㈬
■申請方法	 電子申請　新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための取組

みを支援。
■補助上限	 1,000 万円
■補 助 率	 1/2（小規模事業者は 2/3）
■申請締切	 令和 3年 11 月 11 日㈭
■申請方法	 電子申請

　補助金申請に不可欠な経営計画作成を支援するた
め、専門家による個別相談会を開催します。
●日時	 令和 3年 10 月 25 日㈪・27 日㈬・29 日㈮
	 10 時～ 12 時／ 13 時～ 16 時
	 ※ 1者 1時間程度
●場所	 上田商工会議所　会議室
●講師	 中小企業診断士	 25 日　金丸　修一	氏
	 	 27 日　高司　浩史	氏
	 	 29 日　木内　孝信	氏
●内容	 各種補助金、経営全般に
	 関する相談をお受けします
●申込	 ・右の申込フォーム
	 ・当所中小企業相談所
	 　TEL.22-4500

■補助要件
①⒜ 2020 年 4 月以降の連続する 6か月間のうち任意の 3か月の合計売上高が、コロナ以前（2019 年、2020 年
1 月～ 3月）の同月の合計売上高と比較して 10%以上減少している。

　⒝ 2020 年 10 月以降の連続する 6か月間のうち任意の 3か月の合計売上高が、コロナ以前（2019 年、2020 年
1 月～ 3月）の同月の合計売上高と比較して 5%以上減少している。

②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定している。
③補助事業終了後 3～ 5年で付加価値額（又は従業員一人当たり付加価値額）の年平均 3.0%以上増加見込み。
■補助上限・補助率

　「小規模事業者持続化補助金」「事業再構築補助金」といった
各種補助金の申請については、電子申請が主体となっております。
　これらの電子申請を行うためには、国が運営する「gBizIDプ
ライム」アカウントが必要となります。これは、1つの ID・パ
スワードでインターネットでの様々な行政サービスを受けられ
るアカウントです。この「gBizIDプライム」アカウントの発行
には、公式HPでの必要事項入力の後、所定の書類を郵送して
3週間以上の時間がかかります。補助金活用に向けお早めに ID
発行手続きをお願いいたします。

「gBizID」公式サイト 
https://gbiz-id.go.jp/top/
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新たな事業へのチャレンジを支援

　中小企業庁によると、事業を見直し現在の業態を変えていかなければ生き残っていけない企業が約 50%あると
の分析が発表されています。
　商工会議所では国の政策に基づく新たな補助金として、新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編等、
挑戦する分野で補助事業終了後 3～ 5年後で付加価値額の年率平均 3%以上の増加を達成することを条件とした事
業再構築補助金の計画策定の支援を実施しています。
　これまでに 2回の採択結果が発表され、　当所より 2件の事業再構築補助金が採択されました。

①　ヘルシー焼肉（sai 菜）
事業計画名　「信州地産地消【リアルとデジタルの融合型 IoT 精肉店の開設】」	 （第 1回申請分）

②　㈱みすず綜合コンサルタント
事業計画名　「音響測深機とモバイル 3Dスキャナーを活用した新計測サービスの提供」	 （第 2回申請分）

　当所では、各種補助金申請について支援しています。お気軽にお問合せ下さい。上田商工会議所　☎0268-22-4500

コロナ禍で輸入ストップ !  補助金活用で顧客の信頼回復
小規模事業者持続化補助金（令和2年度補正予算コロナ特別対応型）採択事業所紹介

事業所名	 株式会社N.A.S
所 在 地	 長野県上田市新町 44
	 TEL.0268-38-4119　FAX.0268-38-4165
	 URL:http//www.memolub.jp

　株式会社N.A.S はヨーロッパ製品潤滑装置の輸入販売
代理店として、国内の風力発電装置へグリース潤滑剤を
供給しています。2020 年 2 月コロナが発生しヨーロッ
パでのロックダウンが始まり工場が停止。3月に物流
ルートが途絶え輸入することができなくなり、国内風力
発電装置の会社に多大な迷惑をかけてしまいました。そ
の後も飛行機便は 8月まで正常化されませんでした。そ
うした中で海外仕入れに頼っていては売上げも、顧客も
なくなると危惧していたところ、商工会議所より情報を
頂き即、応募いたしました。

　「輸入に頼らず内製化を確立、グリース潤滑剤をカー
トリッジへ充填装置」潤滑剤グリースメーカーの協力を
仰ぎ、専用グリース充填機を購入しました。補助金を活
用することで早めの対応ができ、現在では充填機の稼働
状況も去年の 5月、6月、7月と比較すると徐々に回復し、
一番は失いかけていた顧客との信頼関係が安心、安全な
供給体制により戻ってきている状況です。

（代表取締役　中澤賢一）

海外より輸入しているカートリッジグリース 購入した自動グリース充填装置

●日時：９月６日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 上田地域産業展について
⑵	 令和 3年度会員大会開催について
⑶	「たべるカー上田」テイクアウト応援事業につ
いて

⑷	「デジタルプレミアムチケット」事業（案）に
ついて

⑸	「新型コロナ『デルタ株』と闘う県民共同宣言」
について

正副会頭会議　報告　（第41回）

事業再構築補助金採択事例紹介

職員採用のお知らせ

【10 月 1 日付　新規採用】

経営支援課　神﨑　　久

　職員人事は以下のとおりです。よろしくお願いいたし
ます。
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初のオンライン初のオンライン
上田地域パッケージ型インターンシップを開催 !上田地域パッケージ型インターンシップを開催 !

　9月 13 日～ 17 日及び 9月 27 日～ 10 月 1 日の両期間、上田市、上田商工会議所及び上田職業安定協会は、大
学生を対象に、初めてオンラインでの『パッケージ型インターンシップ』を開催しました。将来上田地域で就労を
希望する学生を支援する企画で、地域の複数企業を訪問して行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影
響により、全てをオンラインで開催しました。
　今回、県内外から 18 校 33 名の学生が参加し、上田市役所・上田商工会議所・上田地域の民間企業 12 社との交
流を通じて、上田地域、企業の魅力、将来性等について理解を深めると共に、パソコンの画面を通じて、上田地域
や会社の抱える課題解決にも熱心に取り組んでいました。最終日にはグループワークやインターンシップでの成果
発表が行われ、栁澤会頭（上田職業安定協会長）からは「ご自分の夢の実現に向けて、着実な一歩を、この上田か
ら踏み出して頂きたい」との激励の言葉と修了証伝達について報告がありました。

※参加した学生からは、以下のような感想（抜粋）が寄せられました
・初めは、公務員しか考えていなかったのですが、パッケージ型イ
ンターンシップに参加させて頂き、他にも様々な良い企業が上田
地域にはあるのだなと学ばせていただきました。
・上田地域で活動している企業のお話を深くお聞きする中で、やり
たいこと、向いていることなど、自分の将来ともう一度向き合う
きっかけとなりました。
・魅力的な企業の方々と出会えたことで、自分の中の上田地域に対
する愛情がさらに深まり、上田地域で就職をしたいという気持ち
が強くなりました。

「人づくり」から考える「ものづくり」
ビジネススクール　オンラインスクーリング実施

　当所では、人財育成を通し企業活動に貢献する
ことを目的に、㈻産業能率大学の協力を得て毎年
ビジネススクールを開講しています。9月 4日㈯、
9月18日㈯に、第 34 期同スクールのスクーリン
グをオンラインで実施しました。オンラインスクー
リングでは、通信テキスト教育で得た知識をより
実践的に身につけるための講義や、受講者同士の
グループワーク・発表が行われました。マネジメ
ントコースでは、管理者としてより成果を高める
ための職場課題の検討や、目標管理、OJT 計画作
成などを体系的に学び、生産（ものづくり）コー
スでは、品質、納期、コストなど観点から効率的
な生産現場をつくるための製品工程・作業者工程
分析等の手法について、「人財育成」を軸に考え、
ワークを織り交ぜながら研修が行われました。

　9 月 27 日㈪、法務・金融
部会役員会（小山智部会長）
が開催され、10 名が出席し、
今年度事業のすすめ方につい
て協議しました。
　会議では当部会からの上田
市への提言事項を協議し、コ
ロナ禍の出口に向けたきめ細かい支援策の策定について要望す
ることとしました。
　今後の事業としては、日本銀行松本支店長を講師に迎える「経
済金融セミナー」、1月開催の「新春講演会」の日程の他、部
会として参加する上田地域産業展オンラインコンテンツの動画
を試聴し内容を確認しました。動画ではコロナピンチをチャン
スに頑張る企業紹介や今後の展望について、また事業承継支援
についてもご紹介しておりますので、是非ご覧ください。

法務・金融部会部会だより

法務・金融部会  労務管理セミナーのご案内
～ウイズコロナ時代の労務管理体制～

　テレワーク導入など新たな働き方から生じた課題解決等、
これからの労務管理のポイントについて解説いたします。
お気軽にお申込みください。
■日時	 10月27日㈬13：30～15：00（希望により個別相談あり）
■場所	 上田商工会議所　5Fホール
■講師	 特定社会保険労務士　飯森 美雪	氏
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商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

小料理屋 　禅美庵（YUZUMIAN）上田市本郷 631-2  1 階
Tel.0268-71-0123

中塩田小学校東側にオープン。暖簾をくぐると木の香かぐわしい和空間が広がる…自慢は
注文を受けてから炊き上げる釜飯。旬の具材を載せた数量限定の釜飯はランチタイムも楽
しめる。カウンターで氷見直送の鮮魚を使った本日のお奨めや四季の味をオーナーが厳選
した全国の日本酒で愉しむのもいい。名前の「禅美庵（ゆずみあん）」には、禅の心をもっ
て心和やかにおいしいお料理を味わってほしいとの意味が込められている。
カウンター4・小上がり3　広い駐車スペースあり
【営業時間】ランチ11：30～14：00　夜17：00～22：00　【定休日】木曜日

ラーメン専門店 　麺道千鶏 上田市神畑 254-1
Tel.070-4023-1631

県道65号線沿いにオープン。和を基調とした店内は、落ち着いた雰囲気が漂う。オープ
ンキッチン方式で、調理風景を見ることができ、味だけでなく、ラーメンを楽しめる空間が
広がる。客席はカウンターのみの9席で、一人一人の顧客に、細やかな接客サービスを提
供する。お薦めのメニューは、中華そば、塩中華そば、煮干し中華そばなどで、千羽の鶏を
感じるような奥深い鶏清湯スープが特徴。ワンタンにも力を入れる。製麺技術があり、将
来は、自家製麺も視野に入れる。駐車スペース有。
【営業時間】昼11：00～ラストオーダー14：30、15：00閉店、夜17：00～ラストオー
ダー20：30、21：00閉店。但し、スープがなくなり次第、終了。【定休日】月曜日

まちのコイン「もん」
私たちはこうやって使っています !

　上田駅から徒歩 15 分、
「中央 3丁目」の交差点
から一本入った道沿いに
佇む、自家焙煎珈琲店
「亀山珈琲焙煎所」。まち
のコイン「もん」を、集
客や広報のツールとして

使っています。店主の亀山陽介さんにお話を伺いました。
Ｑ　導入したきっかけは?
　上田商工会議所の会報をきっかけに、地域に貢献でき
るコミュニケーション手段として興味を持ち導入しました。

Ｑ　まちのコイン「もん」利用してみて
　最初は、どのようなチケットを作れば来客につながるか
手探り状態でしたが、固く考えず気軽に活用しようと、「店
内の装飾のお手伝い」や「古い雑誌との引き換え」・「珈琲
脱臭剤との交換」など、お手伝いや本来捨ててしまうもの
の提供などでチケットを作成しました。また、来店のきっ
かけづくりと、ユーザーのたまった「もん」の使い道として
「ドリップパック1個を600もんで交換」というチケットを
作り、すでに20名ほどが利用しています。これをきっかけ
に焙煎珈琲の美味しさを知ってもらえたら嬉しいです。

Ｑ　まちのコイン「もん」をこれから
導入する皆様へ !
　難しく考えず、ハードルを低く考
え、遊び感覚で使うことが一番。来
店のきっかけや広報手段としてぜひ
多くのお店に利用してもらい、流通
が多くなると嬉しいです。
（所在地：上田市中央 5-6-26）

全国 860 万人の会員に無料で広告宣伝 !
ベネフィット・ステーションにご登録ください !
　もんプロジェクトでは、㈱ベネ
フィット・ワンが提供する有料制
会員制福利厚生サービス「ベネ
フィット・ステーション」を皆様
にご紹介しています。
　「ベネフィット・ステーション」とは、企業・団体が福利
厚生や顧客サービス充実のために入会することで、登録事
業者からの特典を受けられるプラットフォームサービスです。

〈ここがポイント !〉
①約 860 万人の会員へアプローチできる広告サービス
　全国約 11,600 社・団体、約 863 万人の利用者に直接、
自社の商品・サービスを宣伝することができます。
②掲載料無料の豊富な告知媒体
　広告掲載料は、サービスを受けたい企業・団体からの会
費と商品・サービスを提供したい事業者からの基本登録料
を中心に運用されており、広告掲載には費用がかかりませ
ん。HP・アプリ・メールマガジンや会報誌、キャンペーン
など幅広い種類の媒体に無料で宣伝を掲載できます。
③ブランド価値を損なわない掲載媒体
　有料で入会している会員限定のマーケットのため、高
価格・高付加価値※の商品・サービスにも需要が多くあ
ります。また、特別な値引き・特典付加をしても、一般
市場で値崩れを起こしません。

※広告宣伝に際し、各社での追加特典や割引などをご検討
ください。

　 今回、上田市内の企業に限り、基本登録料
55,000 円（税込）が永年無料となります !※　この
機会にどうぞご検討ください。

※上田商工会議所窓口を通じ、令和 4 年 3 月末日までお申
し込みいただいた分のみが対象
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「健康経営®」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。

 

アクサ生命保険株式会社
長野支社 上田営業所
〒386-0024 上田市大手1-10-22
TEL 0268-22-3164

事業所の福祉向上に   福祉制度キャンペーンが始まります。 10/1～11/30まで

　当所は会員事業所の福祉向上のために、10 月 1 日から 11 月 30 日までアクサ生命保険㈱と協調連携し「福祉制度キャ
ンペーン」を実施します。
　「福祉制度」は、経営者・役員の保障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。
　期間中、アクサ生命保険株式会社担当社員と商工会議所職員がお伺いした際には、面談のお時間をいただきますよう
よろしくお願いいたします。

◆どんな福祉制度があるの ?
　お客様のニーズに幅広く応えられるように、「死亡保障」「積立」「入院」

「先進医療」「介護」「がん」「就業不能」などを保障する制度があります。
最近では、健康状態に不安のある方向けの商品や新型コロナウイルス感
染症に対応した商品や死亡保障を準備しながら将来の資産形成が期待で
きる商品もご用意しております。

◆福祉制度のメリットは ?
　福祉制度は商工会議所会員の皆様
のための保険です。保険商品によっ
ては団体・集団料率が適用され、非
会員の方よりもお安くご加入するこ
とができます。

◆どんな人が利用できるの ?
　商工会議所の会員事業所にお勤め
であれば、事業主だけではなく従業
員の方も契約者としてご加入できま
す（この場合、被保険者はご家族で
も可能です）。

～
上
田
商
工
会
議
所

福
祉
制
度
に
つ
い
て
～

◆上田商工会議所福祉制度ってなんですか ?
　福祉制度は商工会議所で運営している基本共済「生命共済制度」や「特
定退職金共済制度」以外の各種保険制度のことを言います。アクサ生命
の様々な保険種類の中から福祉制度として商工会議所が導入した制度で
す。お客様の様々なニーズに応えられるように現在では約 20 種類の福
祉制度があります。

振替日が近づきましたらご確認、ご準備をお願いいたします。

会議所共済会議所共済
口座振替のお知らせ口座振替のお知らせ 今月は 1010月月2222日㈮日㈮ です。

健康経営セミナー開催
　9 月 28 日 ㈫
当所生命共済加
入者還元事業、
全国健康保険
協会	長野支部、
アクサ生命保険
㈱の共催により、
Zoom配信によ
る「【With コロ

ナ時代の健康経営】健康経営セミナー」が開催されました。

　第 1部では、アクサ生命保険㈱健康経営エキスパー
トアドバイザーの高野進氏を講師に迎え、『健康経営』
が事業所の経営にもたらすメリットを「With コロナの
中での健康経営」に着目して講演しました。『健康経営』
は、従業員の皆さんが健康に過ごすことで生産性の向上
を目指すだけでなく、新規採用においても重視される、
SDGs に対応した経営指針です。
　また第2部では、「健康経営優良法人2022認定に向けて」
と題して、全国健康保険協会	長野支部の田邉剛一氏によ
り、健康経営の取組に対する認定制度として『健康経営
優良法人 2022』の取得について説明がありました。
　当所では、事業所の業績アップにつながる健康経営を
推進してまいります。



㈱日誠イーティーシー
〒386-0042　上田市上塩尻941-1　TEL.0268-25-6161

モーター・コイル製品の開発・製造
試作から量産まで対応

セラミック断熱塗装&一般塗装
断熱塗装と一般塗装の併用で快適空間に
工場・倉庫・一般住宅施工承ります
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商工会議所LOBO調査
（早期景気観測調査）

2021年
調査結果８月

調査対象
全国336商工会議所2737業種組合等

【建設業】
従業員DI値が改善傾向、
販売単価はほぼ横ばい、
その他の項目は悪化傾向

【製造業】
販売単価・従業員DI値が
改善傾向、資金繰りはほ
ぼ横ばい、その他の項目
は悪化傾向

【卸売業】
仕入・従業員DI値が改善
傾向、販売単価はほぼ横
ばい、その他の項目は悪
化傾向

【小売業】
販売単価DI値が改善傾向、
資金繰り・従業員DI値は
悪化傾向、その他は項目
はほぼ横ばい

【サービス業】
従業員DI値が改善傾向、
仕入・販売単価DI値はほ
ぼ横ばい、その他の項目
は悪化傾向

ＬＯＢＯ調査は、商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気観」を全国
ベースで毎月調査し、その集計結果をリアルタイムに情報提供することを目的としています。

業況DIは、感染急拡大により悪化。先行きは、感染収束が見通せず、厳しい見方続く。

詳しくは日本商工会議所のホームページでご覧いただけます。 http://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html

全産業
業　況 売　上 採　算 仕入単価 販売単価 資金繰り 従業員

前年同月比
▲ 29.4 ▲ 22.5 ▲ 28.9 ▲ 40.0 1.6 ▲ 19.4 11.4

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 32.3 ▲ 29.6 ▲ 33.3 ▲ 38.9 2.0 ▲ 21.9 12.9
DI＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合）
全産業合計の業況DIは、全産業合計の業況DIは▲29.4
前月比▲5.3ポイントを見込む。
◦新型コロナウイルス変異株の感染急拡大により、緊急事態宣
言とまん延防止等重点措置の期間延長・対象地域の拡大が
実施された。これに伴う帰省を含む外出自粛やイベントの中止、営業制限等の影響により、客足が減少した百
貨店などの小売業や、観光関連を中心としたサービス業の業況感が悪化した。また、鉄鋼や木材などの原材料
価格の上昇、東南アジアの感染拡大による部品調達難が製造業、建設業など幅広い業種における業況の押し
下げ要因となっている。業況回復に向けた動きが見られていた中小企業の景況感は、厳しい状況が続く。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	防災・減災を中心とした公共工事が堅調に推移する一方、民間工事の受注低迷や木材・鉄

鋼などの資材価格上昇による収益圧迫が続き、悪化。
【製　造　業】	鉄鋼などの原材料価格上昇の影響が続くほか、自動車関連では半導体不足や東南アジアに

おける新型コロナウイルス感染拡大による部品の調達難から、受注・生産が低調となり、悪化。
【卸　売　業】	内食向けの飲食料品が堅調なものの、半導体不足による生産調整が見られる自動車関連製

造業からの受注が鈍化し、悪化。また、建設業関連では、建築資材の価格上昇が収益を圧
迫しているという声も聞かれた。

【小　売　業】	在宅時間の増加により売上が好調なエアコンなどの家電や、内食需要に下支えされた飲食
料品は堅調に推移する一方、緊急事態宣言等による外出自粛や営業制限に加え、8月中旬
の天候不順の影響を受け、客足が減少した百貨店などの売上が低迷し、悪化。

【サービス業】	デジタル投資の恩恵を受けたソフトウェア業は引き続き堅調なものの、緊急事態宣言等に
よる営業制限に加え、夏休みの帰省を含む旅行自粛の動きが広がり、売上が低迷した飲食・
宿泊業が全体を押し下げ、悪化。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、▲32.3　今月比▲2.9 ポイントを見込む。
・ワクチン接種の進展による経済活動正常化に期待する声が聞かれる一方で、新型コロナウイルスの感
染収束が見通せず、長引く受注・売上減少や客足回復の遅れから、業績悪化の継続を懸念する企業は
多い。また、世界的な半導体不足による生産調整や、鉄鋼などの原材料価格上昇分の価格転嫁の遅れ
などもあり、先行き不透明感は強まっており、厳しい見方が続く。

景況天気図

とくに好調
（50≦DI）

好　調
（25≦DI＜50）

まあまあ
（0≦DI＜25）

不　振
（▲25≦DI＜0）

きわめて不振
（DI＜▲25）

●定例相談日程表　中小企業相談所では定例相談を開催しております。どうぞご利用ください。

●お申し込み方法　開催日の 7日前までに上田商工会議所中小企業相談所（TEL.22-4500　FAX.25-5577）宛にお申し込みください。
●感染症防止のため、ご相談の際はマスク着用のうえ、お越しください。
　また、明らかにご体調が悪い場合、ご連絡いただき、ご来場をお控えいただきますようご協力お願いします。

相談内容 開催日時 専門相談担当者

経営（予約制） 随　時
10：00 ～ 15：00

（一社）長野県経営支援機構
中小企業診断士

法律（予約制） 10 月 20 日㈬
13：30 ～ 15：00

長野県弁護士会上田在住会
弁護士

登記（予約制）
※オンライン併用

11 月 5日㈮
13：30 ～ 15：00

長野県司法書士会上田支部
司法書士

金　融
※原則オンラインのみ

随　時
10：00 ～ 15：00

㈱日本政策金融公庫長野支店
相談員

相談内容 開催日時 専門相談担当者

税務（予約制） 11 月 5日㈮
13：30 ～ 15：00

関東信越税理士会
税理士

労　務 11 月 5 日㈮
13：30 ～ 15：00

長野県働き方改革推進支援センター
社会保険労務士

不動産鑑定
（予約制）

11 月 5日㈮
13：30 ～ 15：00

NPO法人コンティニュー
不動産鑑定士

発明（予約制） 12 月 9日㈭
13：00 ～ 16：00

（一社）長野県発明協会
弁理士および知財アドバイザー
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相談所インフォメーション
　　上田商工会議所　　　　　　　　中小企業相談所より10月

10月1日から消費税インボイス制度の登録申請書の受付が始まりました!

マル経融資（小規模事業者経営改善資金貸付）のご案内

「ものづくり補助金」8次公募の申請しめきりは11月11日です !

　令和 5 年 10 月 1 日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。適格請求書発行事業者
（登録事業者）のみが適格請求書（インボイス）を交付することができます。
　それにともない、登録申請書は、令和 3 年 10 月 1 日から提出が可能となっています。令和 5 年 10 月 1 日
から登録を受けるためには、原則として、令和 5 年 3 月 31 日までに登録申請書を提出する必要があります。

◆お問い合わせ
　消費税軽減税率インボイス制度電話相談センター　0120-205-553（受付時間　9：00 ～ 17：00（土日祝除く））

　「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」（通称「ものづくり補助金」）は、中小企業・小規模事業
者等が今後複数年にわたり、相次いで直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイ
ス導入等）等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロ
セスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
　現在は第 8 次応募となっており、申請しめきりが 11月 11日㈭となっています。
　既に申請に向けて動き出している方、これからの申請をご検討の方はご注意ください。
　特に、jGrantz による web での電子申請のみの受付となっていることをはじめ、制度変更
もございます。公式 web サイト・公募要領などを必ずご確認ください。
〈低感染リスクビジネス枠について〉

　新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を
引き上げ、営業経費を補助対象とした「新特別枠」として低感染リスク型ビジネス枠が新たに設けられ、優先的に
支援を受けられます。

　当所では、小規模事業者の方向けに「マル経融資制度」を取り扱っています。これは当所が審査を行い、日本
政策金融公庫に推薦する制度融資です。当所会員の小規模事業者であれば、ご利用いただけます。
　詳細につきましては、当所中小企業相談所窓口（TEL.0268-22-4500）までお問い合わせください。
※従業員数が商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）の場合 5 人以下、製造業・その他の場合 20 人以下の事業者

　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近 1 ヵ月間等の売上高または過去 6 ヵ月（最近 1 ヵ月を含む）
の平均売上高が前 3 年のいずれかの年の同期と比較して 5% 以上減少している（またはこれと同様の状況にある）
場合、別枠 1,000 万円の範囲内で当初 3年間、通常の貸付金利から 0.9%引き下げる特例措置を受けられます。

〈マル経融資のポイント〉
●年 1.21% ※ 1の低金利・借入期間固定の安心感　※ 1 令和 3 年 10 月 1 日現在
●無担保・無保証
●最大 2,000 万円※ 2 までの借入金額　※ 2 運転資金・設備資金の合計



社会保険　
労務士法人 酒井総合事務所

〒386-0033  上田市御所 601-1

企業のチャレンジ

労働・社会保険を
トータルサポート

上田商工会議所の生命共済制度
★1口1,800円～と割安な掛金★24時間保障
★1年更新★余剰金は配当金で給付★従業員
の掛金は必要経費に★各種見舞金･助成金制
度が充実★各種健診が割安に★温泉
施設等の割引券がもらえる等
お得な制度です。
お申込み&お問い合わせは、

上田商工会議所　TEL22－4500
引受保険会社：アクサ生命保険株式会社
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このコーナーは、会員企業の情報
をご紹介します。掲載してみたい
とお考えの事業所の方は、総務課
までご連絡下さい。
◎広告ではありませんので、掲載
は無料です。

Members Network 229

キッチンカー貸し出します♪
期間限定の店舗してみませんか?  1日だけの出店でもOK!

THE PITH（ザ  ピス）
〒386-0034　上田市中之条576-1（設置場所）
TEL.0268-75-5975　【SNS】@thepith2014

【営業時間】10：00～19：00　【定休日】木曜日
【WEB】http://thepith-store.com

　THE PITHプロデュー
スのオリジナルけん引
トレーラー APARK（ア
パーク）　コロナ禍で
影響を受けた方やチャ
レンジしたい方を応援
いたします。今まで
色々な飲食店さんや、

アクセサリーや古着、コーヒーなどの販売も行いました。
詳しくは theapark.jp で検索♪

穀蔵
〒386-0003 長野県上田市上野2338
TEL.0268-21-8000

【営業日】金土日月11：00～18：00

　日本で初めて国産小
麦・無添加パンを手掛
けた店で修業して以来、
一筋に天然酵母パンを
究めてきました。長野
県産 100% の小麦粉
を自家製粉し、3 種の
自家製酵母で発酵した

パンは、大地の恵みが生きた素朴ながら深い味わいです。

一　　途

Unity 0268 Shop
〒386-0012　上田市中央4-11-11
HP/SNS　https://tamaifruit.com/

【営業時間】10：00～18：00　【定休日】火曜日

上田を売り込む「Unity 0268 Shop」
　玉井フルーツ店がプロデュースする柳町のお
店です。商品だけでなく背景にある「上田」を売っ
ています。店内ではチーズ工房カプレットのヤ
ギチーズの販売が始まりました。チーズは近隣
でヤギ農法（除草）にて育てているヤギの乳か
らも製造しています。ドライフルーツとの相性
も抜群です。店内には上田紬の商品や小物もい
ろいろと揃えております。明治期の蔵を改装し
た店内の雰囲気もとても素晴らしいです。ぜひ
柳町の Unity 0268 Shop へおでかけください。

からあげ専門店がOPEN!
からめる からあげ『からまる』

　元祖ニュータンタンメン本舗・とん
かつ丸勝を運営する㈲大吉から、から
あげ専門店が新登場 ! とんかつ丸勝内
に併設 OPEN しました。外はザクっ中
はジュワッとジューシーなこだわりの
からあげに 9 つのフレーバーからお好
みの味をからめて食べる新感覚のから
あげです。さらに現在 OPEN 記念で元
祖ニュータンタンメン本舗でも期間限
定販売中 ! 是非お立ち寄りください。

有限会社　大吉
〒386-0002　上田市住吉103-14
TEL.0268-75-8601

【営業時間】11：00～15：00／17：00～21：00（月曜定休）
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新入 員 ご会 の 紹介
事業所名 所在地 電話番号 営業内容

上田民芸社 上田市緑が丘 1丁目 23-2 23-4332 観光地の土産物品の製造、販売
喫茶ソシアル 上田市住吉128-2		上田セントラルビル2F-1 21-0688 カラオケ喫茶店
愛 上田市中央2丁目11-9		新新ビル101号 － スナック
ことぶき商店 上田市天神 2丁目 4-60	1F1A 75-5927 菓子製造・小売
sugar	MochA 上田市真田町長 4299-1 75-9761 菓子製造・販売
atelier	Natur 上田市下室賀 484-1 090-4181-6641 ネイル等サービス業
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、ぜひご紹介ください。ご紹介先には職員がお伺いさせていただきます。

『パートナーシップ
構築宣言』の更なる拡大に向け

専用ホームページを開設！
　日本商工会議所では、大企業と中小企業による「新た
な共存共栄関係の構築」を図るため、昨年６月に創設され、
官民挙げて取組みを推進している『パートナーシップ構築
宣言』に関する専用ページ（解説ページ）を開設しました。
　これまでに全国で 1,330 社を超える企業が宣言してい
るところですが、宣言企業の更なる拡大を目指し、宣言
に必要な情報を１ページに集約した専用サイトを作成い
たしました。WEB サイトではパートナーシップ構築宣
言の仕組みや目的などの動画、各地企業の取組事例など
をご覧いただけます。

専用ホームページURL：
　https://www.jcci.or.jp/partnership/

information 雇用関係助成金　　　　　
　　　個別相談会のご案内

　雇用管理制度の整備、有期契約労働者の無期雇用への
転換等、高齢者や障害者雇用に関して措置を講じる事業
主様向けの助成金に関する「個別相談会」を開催します。

■日　時：	10 月 28 日㈭　10：00 ～ 15：00
■場　所：	ハローワーク上田　2階会議室
■対象助成金：	65 歳超雇用推進助成金
	 （65 歳超継続雇用促進コースを除く）
	 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
	 特定求職者雇用開発助成金
	 キャリアアップ助成金
■申込方法：	TEL もしくは、下記HPより申込書を印刷して

郵送またはEメールにてお申込みください。
	 https://www.jeed.go.jp/location/shibu/nagano/
	 E-mail:	nagano-kosyo@jeed.go.jp
■お問合せ先：	独立行政法人
	 高齢・障害・求職者雇用支援機構	長野支部
	 高齢・障害者業務課【吉野・青木】
	 〒 381-0043　長野県長野市吉田 4-25-12
	 TEL.026-258-6001　FAX.026-243-2077
■主　催：	独立行政法人
	 高齢・障害・求職者雇用支援機構	長野支部
■共　催：	長野労働局・各ハローワーク
	 https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/

長野県内の最低賃金のお知らせ
　最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最
低額を定め、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に
支払わなければならないとされている制度です。
　長野県内の事業場で働く全ての労働者と、労働者を一
人でも使用している全ての使用者に適用される「長野県
最低賃金」が、令和 3年 10 月 1 日から時間額 877 円に
改正されました。この機会に、ぜひ賃金の確認をしてみ
てください。
　なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に

対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、
通勤手当及び家族手当などは含まれません。
　また、最低賃金の引き上げに向けた中小企業への支援
制度（業務改善助成金や相談窓口）がありますので、是
非ともご活用ください。
【問い合わせ先】

　長野労働局労働基準部賃金室（TEL.026-223-0555）
　上田労働基準監督署（TEL.0268-22-0338）



植物油インク使用
再生紙を使用しています

●発行  令和3年10月5日 　●発行所  上田商工会議所　〒386-8522　長野県上田市大手1-10-22　☎（0268）22-4500
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企業を起こす企業を起こす

●上敷免工場（明治40年頃）〈所蔵：深谷市〉

●ホフマン輪窯6号窯〈所蔵：深谷市〉

　現在の埼玉県深谷市血洗島の農家の長男として生まれた渋沢栄一は、尊王攘夷運動に奔走した後、幕臣となり
パリ万博に出席する第15代将軍徳川慶喜の実弟・昭武に随行して渡欧。帰国後、維新政府の一員として新たな社
会・経済制度の調査・立案に当りました。明治6（1873）年以降は一貫して民間の立場を貫き、世の中のために奔走しま
した。
　民間人となった栄一が最初に手掛けたのが日本で最初の近代的銀行「第一国立銀行」の経営です。「国立」は
「国法に立脚、すなわち政府が定めた国立銀行条例に準拠」する銀行という意味で、資本や経営は民間の合本組織
です。ここを手始めに紙幣や新聞等の洋紙製造のために抄紙会社、また、地元深谷でも日本煉瓦製造会社を立ち上
げています。
　抄紙会社は、文明開化の進展のためには印刷業を起こして、紙幣の流通・新聞・雑誌の刊行が必要と考えた栄一
が、洋紙の国産化のため明治6（1873）年合本組織で設立しました。同8年、栄一は王子に工場を建設し、外国人技師
を招いて、操業を開始。当初は、技術上の問題から損失が大きかったのですが、栄一の縁戚の大川平三郎を渡米さ
せて技術を学ばせ、品質向上を図りました。この間製紙業の重要性と将来性から損失補填のために増資を行いまし
た。同26年王子製紙となり発展しました。
　日本煉瓦製造会社は、明治20（1887）年、栄一らが中心となって、瓦生産
が盛んで原料の粘土が採れ、舟運により東京への輸送が見込まれる上敷
免（深谷市）に工場建設を計画、認可されました。翌年、辰野金吾により設
計された工場が清水組により完成、栄一は初代会長となりました。ドイツ人
技師ホフマン考案の「ホフマン式輪窯」により操業を開始。最盛期には6基
の窯で生産されました。やがて、需要の増大に舟運では対応できず、工場
から日本鉄道深谷駅まで専用鉄道を敷設して各地へ輸送されました。煉
瓦には「上敷免製」の刻印がうたれブランドとなり、各地の建築材として使
用されました。旧信越本線碓氷第三橋梁、東京駅丸の内駅舎などにその
煉瓦を見ることができます。
　このほか、紡績・倉庫・鉄道・海運・造船・鉄鋼・セメント・ビール・保険・ホテ
ル・劇場など、枚挙に暇がないほど数多くの会社を創設、また育成をし、関
係した企業は500社を超え、近代日本の発展に大きな功績を残しました。

参考 ： 埼玉県立歴史と民俗の博物館「渋沢栄一のまなざし」

「渋沢栄一の四字語」書道作品募集
渋沢栄一が実業家として独自の商業道徳を示した「四字語」を題材にした書道作品を募集しています。奮ってご応募ください。

■募集内容　　「渋沢栄一の四字語」の書道作品（上記十選の中から選んでください。）
■応募資格　　どなたでも応募可　　　■作品サイズ　　半切1/4縦・八つ切（約 縦68.2cm×横17.3cm）
■応募点数　　ひとり２点以内（２点の場合は異なる「四字語」を選んでください。）作品には「四字語」1点と氏名を自署。
■募集期限　　令和３年１０月３１日㈰ 消印有効　　　■結果発表　　令和３年１１月上旬 予定
■応募方法　　作品と「住所･氏名（ふりがな）･年齢･性別･職業（学生の方は学年）･電話番号」を記載した紙を添えて、封書で
　　　　　　　下記まで郵送してください。
■入選賞品　　上田市内商店街の商品券 5,000円分 （学生・一般合わせて３０名以内に進呈）
■応 募 先　　〒386-8522　上田市大手1-10-22　上田商工会議所内 上田市商店会連合会「渋沢栄一の四字語」書道選係
　　　　　　　TEL.0268-22-4500   FAX.0268-25-5577
■主　　催　　上田市商店会連合会　　　■共　　催　　上田商工会議所

「渋沢栄一の四字語」十選
士魂商才「しこんしょうさい」　　　貨殖富貴「かしょくふうき」　　仁義道徳「じんぎどうとく」　　　正径事業「せいけいじぎょう」
忠恕一貫「ちゅうじょいっかん」　　有無相通「うむそうつう」　　　刻苦励静「こっくれいせい」　　智能才幹「ちのうさいかん」
修身斉家「しゅうしんせいか」　　　独立不羈「どくりつふき」

近代日本経済の父　渋沢栄一


