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新たな事業への取り組みで販路開拓の
補助金を活用する事業所を紹介します!
を活用して新たな事業展開や販路開拓を実施してい
今回紹介する事業所は、平成 30 年度に補助金が採
択され事業を実施している７事業所を紹介します。
小規模事業者持続化補助金は、平成 26 年度より継

全国各地の商工会議所・商工会が窓口となるため、
補正予算（平成30年度実施）では今回紹介する7事業
所を含めた市内事業所が採択され、事業を実施してい
ます。

続して公募が実施された補助金メニューであり、日

現在では、従来メニューの一般型の公募から、新型

本商工会議所が事務局を担当しているものです。こ

コロナ対応を実施しながら販路開拓を行う事業所の皆

の補助金は小規模事業者を対象としており、新たな

様のためのコロナ特別対応型も公募をしております。

事業展開のため経営計画を作成し、その計画に沿っ

ご活用を検討されている、詳細を聞きたい、などお気

て販路開拓に取り組む費用の 2 ／ 3（上限 50 万円）

軽にお問合せください。

整体+フィットネス Lakuness（ラクネス）
子育て世代のママに向けた
フィットネスの提供

Comment

女性専用 整体とフィットネ
ス が融合した施設です。
整体で身体の歪みを整え運
動効果を効率的に引き出すこ
とを目的としています。また、
スタジオレッスンの 他 にオン
ラインレッスン など生 活スタ
イルに合わせた会員の種類を
お選びいただけます。

お問い
合わせ

●補助金を活用した販路開拓
子育てのママ世代に向けた
フィットネスプログラムの提供。
未就学児のお子様と一緒に
ピラティスや有 酸 素 運 動など
楽しく取り組 んでいただけま
す。また、会員様同士のコミュ
ニティー の 場としても大 きな
役割を果たしています。

茅野市宮川1121 TEL.78-7639
ホームページ●http://lakuness.com/
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株式会社オノウエ印刷

はりきゅう ふじもり治療院
女性のための温熱治療と
低周波治療サービスによる健康作り

を補助するものです。
当所でも、経営計画支援を実施しており、平成29年度

る事業所を紹介します。

茅 野 商 工 会 議 所

編集発行人
印
刷

小規模事業者持続化補助金採択事業所の事例紹介

今回の特集記事では、小規模事業者持続化補助金

行

毎月15日発行 〒391-8521長野県茅野市塚原1-3-20
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蓼科養蜂合同会社
「からだよろこぶ森のごちそう」
国産蜂蜜にこだわり北の大地北海道まで

Comment

昭和8年創業以来、国産純粋
はちみつを品質にこだわり続け
採取しています。
春秋は信州蓼 科、夏は北海
道、冬は三重と豊かな自然を求
めてミツバチと旅し、自然の恵
みとミツバチに感 謝をしなが
ら、日々心を込めて蜂蜜の生産
に取り組んでいます。

お問い
合わせ

●補助金を活用した販路開拓
当社一番人気のアカシアをは
じめ、数種類の蜂蜜を用意して
います。また、お手軽にお求めい
ただけるようスティックほか各種
サイズでも用意しております。
店 頭 販 売・電 話 注 文・イン
ターネットでの注文を承ってお
ります。

茅野市米沢４１９５ TEL.７２-３２５３
ホームページ●http://hananonagomi.com

Comment

低周波治療とは、医療などで用いら
れる言葉で「微動電流」を意味します。
そのため、電流の刺激はまったく感じ
取れないのが特徴です。 この微動電流
を身体に流すことで、傷ついた細胞を
修復し、細胞を活性化させる効果が期
待されます。スポーツ後の筋疲労回復、
筋肉痛、また顔面周辺や創部周辺への
治療にも適しています。

お問い
合わせ

●補助金を活用した販路開拓
働く女性の健康に関してお客様
の健康状態や気分に合わせた鍼灸
治療を実施するため温熱治療機、
低周波治療を導入することで、治
療時間が短く疲労回復に即効性の
ある新サービスを提供しておりま
す。自律神経が整い、美容にも効果
的ですので是非ご利用ください。

茅野市ちの２６１５-１A TEL.55-6210
ホームページ●https://ermitage-harikyu.jimdo.com/

ハーティブレイン
新ホームページとパンフレットによる
販路開拓と拡大

Comment

記憶法と人間学の「アクティ
ブ・ブレイン・セミナー」を、長
野 県 初 の 認 定 講 師として 3 年
前に始めました。10歳から80
代の方まで「覚えられる、忘れ
ない」脳の使い方を知り、自分
に自信が持てた！と好評をいた
だいています。

お問い
合わせ

●補助金を活用した販路開拓
販路拡大のために、このセミ
ナーを企業の社員教育として導
入していきたいと考え、以前は
自作していたホームページとチ
ラシをウェブ制作会社で作成し
ました。きちんとした仕上がりで
企業への信用度が増し、導入へ
の足掛かりとなりました。

茅野市玉川 TEL.090-8329-9471
ホームページ●https://www.hearty-brain.com

手打ち蕎麦切り蓼山亭

オーベルジュ赤煉瓦

大木 庭木 支障木 ツリーケアの専門店 株式会社 木葉社

自家栽培ソバの生産量と品質の向上
とそれに伴う販路拡大

車山高原のペットと泊まれる宿。新規顧客の集客
に向けてホームページをリニューアルしました。

日本初のアカマツ茶、山の恵み商品の
量産化体制構築による販路開拓

Comment

Comment

Comment

当店はそばの自家栽培・自家
製粉で王道の手打ち十割蕎麦
のみ提供しています。ソバ生産・
加工・提供とひとり六次産業を
実践していますが、蕎麦の美味
しさは原材料で決定します。当
店の十割蕎麦は、つるりとした
のど越し、シャキシャキした歯
応えが自慢です。

お問い
合わせ

●補助金を活用した販路開拓
今回は肥料散布用のコンポキャス
ターとソバの乾燥の時に必要な石抜
機の購入のため補助金を使わせてい
ただきました。これによりソバの生産
量が増加し、石の混じらない玄そばを
作ることができました。全量１等の玄
そばは、付き合いのある蕎麦店から好
評を頂き、販売量も増えています。

茅野市茅野市米沢１７４-１ TEL.８２-３３２２
ホームページ●http://www.lcv.ne.jp/~ryouchi

車山高原にてペットと泊まれ
る宿泊施設を経営しておりま
す。家族同然のペット（主にわん
ちゃんです）と客室はもちろん
のこと、レストランも同伴して
いただき、ペットと一緒に高原
のリゾートでのゆったりとした
時間をお楽しみいただいており
ます。

お問い
合わせ

●補助金を活用した販路開拓
お客様のほとんどがリピーター様
なため、HPには力を入れていなかっ
たのですが、補助金を利用してHPを
一新し、情報がわかりやすく、予約も
スムーズに行えるようになりました。
リピーターのお客様だけでなく新規
のお客様に向けてのアピールもでき、
集客アップにつながっております。

茅野市北山3413 TEL.68-3330
ホームページ●http://aubergeakarenga.com/

当地 域 初のアーボリカルチ
ャー（樹木業）企業として歩ん
で来 た 当 社は、樹 木 の 伐 採・
剪定だけでなく、診断や治療、
植栽計画などの樹木管理を行
う、木 の 専 門 家 で す。林 業 や
造園 業といった枠にとらわれ
ず、先 進技 術で地 域の自然の
価値を引き出しています。

お問い
合わせ

●補助金を活用した販路開拓
一般の方々の山への理解と
関心を深め、山の潜在的な価値
を見える化するための新ブラン
ド「yaso」で開発した日本初の
アカマツ茶の量産体制を構築
し、世界へ向けて販路を開くべ
く、大型乾燥機の導入で製造過
程のネックを解消しました。

茅野市ちの236-7 TEL.78-6931
ホームページ●https://www.mokuyousha.com

NEW LIFE LAUNDRY

マツモトキヨシ様

茅野長峰店

本 社
〒391-8580 長野県茅野市本町西 4 番 25 号

茅野市玉川長峰４６０５−１

TEL（0266）72-7221

FAX（0266）72-8790

松本営業所 〒390-0821
長野県松本市筑摩 4 丁目 22 番 19 号

TEL（0263）24-2340

FAX（0263）24-2341

塩尻営業所
〒399-0711 長野県塩尻市片丘 7378

FAX（0263）87-2551

http://www.tutihasi.co.jp/

HP アドレス

諏訪地域合同就職説明会を開催

運動公園

日曜・祝日
も営業

■本社：茅野市本町西
☎72-2288
■たてしな店：茅野市豊平山寺 ☎73-4455
■原支店：原村中新田
☎79-2919

食の支援に

大物洗い 羽毛布団カーペット 洗濯物をお預かりして洗濯、乾燥、たた
んでお客様にお返しするサービスです。
こたつ掛け など
ＯＫ！

女性会

コインランドリー ＆ 洗濯代行

女性会フードドライブ事業

新米・古米
買い取り実施中

明治 27 年創業・機械のお求めは、アフターサービス安心の地元・専門店で！！

㈱マルモ機械

スチールチェンソー

MS170（30.1cc バー 30 ㎝ )
特
円（税込）より

21,700

53,600 円（税込）
特

㈲入倉米穀

43,800 円（税込）

刈払機・特売中！！

新ダイワ RA3026（25.4cc）

スチール
Shop

特

スチール・ハスクバーナ・ゼノア・
共立・新ダイワ

39,800 円（税込）
特

共立・新ダイワ
サービス
指定店
ゼノア BC222ST（21.7cc）

世界の超一流メーカーチェンソー
スチール FS23（21.4cc）

家庭用から
プロ用まで

フードドライブ事業に参
画している。
本年度は年２
回
︵８月、２月︶
開催するこ
ととなっており、今回は通

諏訪地域労務対策協議
会は先月 日︵金︶
、茅野市
民館にて来春の大学等新卒
者
︵既卒３年以内含む︶
を対
象とした諏訪地域合同就職
説明 会を開催した。
新型コ
ロナウイルスの影響で３月
と６月に予定していた合同

諏訪地域に本 社や事業
就職説明会が中止となり、
今回についても開催間際ま 所を置く企業が参加し、来
で懸念をしていたが、会場 場学生は午前と午後で延べ
情勢
内の密接を防ぐため、参加 数１０７名となった。
企業を午前と午後に分ける として、新型コロナウイル
ことや、飛沫感染防止シー ス感染症が広がる前は売り
トの設置、検温等、感染防止 手市場であったが、企業側
を講じて開催にこぎつけた。 の採用枠の縮小や採用を一
旦止めている企業等あり、
学生たちは就職活動に苦戦
している中、関心のある企
業のブースを回り、説明を
熱心に聞いていた。
今後の新型コロナウイル
スの影響がどのようになる
かは不透明であるが、例年
のような就職説明会の開催
ではなく、今回のように感
染防止対策を講じるなど、
今後の説明会の開催の在り
方について、更なる検討が
必要になってくる。

デイリーストア様

テンホウ様

当所女性会
︵小林佐由美
会長︶は地域振興委員会
︵金子悦子委員長︶が中心
となり、平成 年 度より
算４回目となった。
先月７
日に女性会会員から集め
たお米やおもち、スナック
菓子、レトルト食品、カッ
プ麺等︵賞味期限が3カ月
以上の食品︶が合計１１５
品集まり、まいさぽ茅野市
へ寄贈した。
フードドライブとは家
庭で余っている食品を、地
域の福祉団体や施設など
に寄贈する食品ロスを減
らす活動。
小林会長と金子委員長
は﹁会員の間でフードドラ
イブ活動が浸透し、今回、
過去最多の食品の寄付が
あった。
これからも女性会
の事業として継続して開
催していきたい﹂
と話した。

夏の夜空にエール花火
女 性 会 免疫アップのヘルスケア
医療関係者への感謝の思い
セミナー開催
地域経済の再生を願う
新型コロナウイルス感
染症の拡大により市民生
活や地域経済に大きく影
響が及んでおり、地域の活

動や、この日 開 催 予 定で
あった茅野どんばんを始
めとする数多くのイベン
ト等が中止縮小を余儀な
くされ、多くの事業所が売
り上げの減少など厳しい
経営環境にあり、医療機関
においても緊張した日々
を送っています。
そこで、早期終息、市民
の元気回復、地域経済の再
生・活 性 化 を 願 う ととも
に、医療関係者への感謝・
激励の思いを込めた花火
を全体で約４５０発打ち
上げ、一カ所５分程度で２
号〜４号玉を 発ほど打
ち上げた。
市民が自宅から
あまり移動せずに見られ
るよう場所を分散し、人が
密集しないよう求めるな
ど感染防止を呼び掛けな
がらの打ち上げとなった。
75

TEL（0263）87-2550

（茅野環境館そば）

21

当 所 と 茅 野 市 は 先 月８
日夜、市内６カ所をリレー
する形式で 分にわたり
花火を打ち上げた。
30

長峰ボデー様

長峰中

合同就職説明会の様子

花火打ち上げの様子【長野日報社提供】

ナーを先月 日︵水︶にカ
フェ・ア ン ダ ン テ に て 開
催した。
講師に、ライフク

リニック蓼科院長の麻植
ホルム正之氏を招き、
﹁免
疫アップのヘルスケア〜
街の元気は女性から〜﹂を
テーマに開催されたこの
セミナーには、女性会会員
名が参加した。
セミナーでは、クリニッ
クのクライアントに対し
ての治療や健康づくりに
ついての考え方を冒頭で
紹介いただき、その後、女
性ならではのアンチエイ
ジングを目的に腸内細菌
についてや水素吸入療法
の効果等について講義が
なされた。
また、当日会場では、新
型コロナウイルス感染症
対策として、参加者に対す
るマスクの着用、入場時の
検温、フェイスシールドの
準備など行い、セミナーを
開催した。
13

長峰

御柱街道

まいさぽ茅野市へ食品を寄贈する様子
セミナーの様子

TEL0266-72-2312

お問合せ

30

当所女性会︵小林佐由美
会長︶は研修委員会︵朝倉
律 子 委 員 長︶企 画のセミ
26
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本日
（9/15 10：00）
から申込開始 購入対象者

茅野市在住 または、
茅野市にお勤めの方（年齢制限なし）

※前回申込した方も申込可能

使えるお店

茅野市内の店舗・事業所で

取扱店ポスターのあるお店 420 店舗以上

☆随時ホームページで公開していきます

（令和2年8月27日現在）

ハガキの投函によるお申込みや、
商工会議所へ直接お越しになって
のお申込みはできません。（新型コロナ3密対策）

ご注意下さい

予約申込方法
申込者

インターネットにて申込

お電話 にて申込

または

茅野商工会議所ホームページ専用
お申し込みフォームよりお申し込みください

フリー
ダイヤル

http://www.chinocci.or.jp/

申込限度

0120-079-215 ください

へお電話

申込期間／令和2年9月15日㊋ 〜令和2年9月20日 ㊐
受付時間／10:00〜15:00

申込期間／令和2年9月15日㊋10:00〜
令和2年9月30日㊌17:00まで

【先着順】

お一人様 10セットまで
※一人１回のみ申込可能。家族皆で申込OK!

※一回のお電話でご家族分のお申込み可能

先着順のため、お電話が混み合いつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

☆10,000セットに達し次第終了

お一人様10セットまで

事務局

申込者に引換ハガキを送付

申込者

ハガキに記載された指定期日までに引換ハガキを持って指定場所にて
一括現金にてご購入ください ※クレジットカード他、キャッシュレス決済不可

申込用フォーム

10月上旬より随時発送

申込方法、詳しくはこちら

http://www.chinocci.or.jp/

●販売期間／引換ハガキがお手元に届いた日から１２月３０日まで（土日祝日を除く）※プレミアム商品券を騙る詐欺
等にはご注意ください。
●販売場所／茅野市内１０カ所の郵便局 ※簡易郵便局不可（各郵便窓口営業時間内）

地域産業と共に躍進する

SUWA KAMOTU

【営業品目】
電気・エアコン・床暖房・蓄熱床暖房・太陽光発電システム・
電話通信・放送設備工事

諏訪貨物自動車株式会社

◀太陽光パネル設置例

本社／〒391-0001 長野県茅野市ちの 3442-1
TEL 0266-72-2125 FAX 0266-72-2127

▼ 照明器具取付例

茅野バス観光㈱
〒391-0013 長野県茅野市宮川 4313-1
TEL 0266-73-5858 http://www.chinobus.com/

ご相談受付中 !
新型コロナの影響で資金繰りにお悩みの方
事業者にとって資金繰りは非常に重要な業務です。
新型コロナの影響で資金繰りにお悩みの方、
資金計
画の策定・実績管理等ご支援いたします。
TEL : 0266-72-5060

1-40

税理士法人柳澤会計
HP はこちら↑

本 社 長野県茅野市塚原二丁目 4 番 3 号（〒391-0002）
TEL：
（0266）
72-4158
（代）／ FAX：
（0266）
73-5881
営業所 諏訪
（営）
：
（0266）
52-4158 ／ 下諏訪
（営）
：
（0266）
27-2788
岡谷
（営）
：
（0266）
21-5270 ／ 塩尻
（営）
：
（0263）
51-8116

ちの会議所ニュース

(4) 第567号

プレミアム付商品券再販売分 本日︵9/ ︶から申込開始 詳しくは３面をご覧下さい

参加費無料！

ＧビズＩＤ概要および 登録説明会

各種補助金の申請を検討されている事業主の方へ
2020年4月より特定の法人を対象とした一部の電子申請が義務化されました。それと同時にGビズIDの利
用範囲が社会保障手続きの電子申請まで拡大されます。
また、一部の補助金が電子申請に切り替わっており、今後ほとんどの補助金が電子申請になることが想定
されます。

GビズIDの基礎知識や使い方、取得方法を説明し、GビズIDの運用開始に伴っ
て知っておくべき情報をお伝えします。
コロナウイルス感染症の発生状況によりリモート講義になる場合もあります。
リモート会議になった場合、個々に連絡いたします。

日時：令和２年１０月７日（水）10：00〜12：00
会場：下諏訪商工会議所 ３F 大会議室
講師：長野県よろず支援拠点 チーフコーディネータ 高見康昭氏

説明会

第１部

GビズID
概要および
登録説明会

10：00〜11：30

参加の際は、
コロナウイ
ルス感染症対策のため、
マスクの着用などの対策
をお願いします。

①GビズIDとは

・概要、用途、メリット ・取得することで可能な申請

②GビズIDの取得方法

・アカウントの種類について ・具体的な登録について

質疑応答

第2部

プログラム

11：30〜12：00

ビジネスに便利な信州まつもと空港をご利用ください
松本から札幌
（新千歳）
、神戸、福岡に定期便が運航しており、10月4日までは札幌
（丘珠）
線も運
行しています。
出張の際は、無料駐車場500台完備の信州まつもと空港をぜひご利用ください。
【〜10月24日】

（季節運行便）
（9/2〜10/4）

松本⇒神戸 神戸⇒松本
9：55 ▶11：00 10：20 ▶11：20

松本⇒神戸 神戸⇒松本
9：50 ▶10：55 10：00 ▶11：00

●信州まつもと空港利用促進協議会
（事務局：長野県 松本空港
利活用・国際化推進室）
☎026-235-7019
合わせ先
●ＦＤＡコールセンター ☎0570-55-0489
（7：00〜20：00）

2020年度

テレワークに関心があり導入を検討されている事業主の方へ
新型コロナウイルス感染症対策や働き方改革の実現に向けてテレワークの準備はできています
か？

テレワークの概要、用途、メリット、導入にあたっての準備、手順、どのような業務
に適するのか等の講義を通して自社に適したテレワークの導入の支援を行いま
す。
コロナウイルス感染症の発生状況によりリモート講義になる場合もあります。
リモート会議になった場合、個々に連絡いたします。

参加の際は、
コロナウイルス感染症対策のため、
マスクの着用などの対策をお願いします。

13：30〜15：30

①テレワークとは

・総論として概要、用途、メリット ・テレワークに適する業務

②環境整備に関して

・ハードウェア、ソフトウェア ・セキュリティーに関して

テレワーク
導入支援

③仕組みとルール作り

セミナー

第2部

相談会

・質疑応答、意見交換
15：30〜16：30 ・個別相談会（要予約）など当日の状況に合った相談会

定員：１５名 ●締切：１０月２日
お問い合わせは、TEL.0266-23-2345 岡谷商工会議所 広域専門指導員（竹中）

【諏訪エリア商工会議所：岡谷商工会議所
（拠点）
、
茅野商工会議所、諏訪商工会議所、下諏訪商工会議所】

行政書士は、
こんな“困った”を解決します。
暮らしのお困りごと
①相続について知りたい→残されたご家族が困らないよう、
プロの視点から相続についてア
ドバイスします。
また、相続財産の調査や遺産分割協議書の作成も行います。
②遺言書を作りたい→遺言は法律で定められた要件を満たす必要があります。みなさんの
遺志が正しく伝わるよう、行政書士が遺言書作成をお手伝いします。
③契約書を作りたい→大切な約束を書面に残すことは、後のトラブルを予
防するためにも大切です。行政書士は契約書作成代理を行います。
④自動車の登録手続をしたい→自動車の購入や、引っ越しによる登録変
更など、忙しいみなさんに代わって行政書士が管轄の運輸局や警察への手続、書類作
成を行います。
⑤日本国籍を取得したい→日本国籍の取得にかかわる法務大臣への帰化申請や、
さまざま
な審査書類作成など、各種手続のアドバイスやお手伝いをします。
⑥土地活用について相談したい→自分の土地であっても、都市計画法や建築基準法、農地
法といった関連法規に注意が必要です。土地利用の手続、各種申請もご相談ください。

商工会議所の会員さんのお力に行政書士がなれるよう日々努力して
いきますので今後とも宜しくお願い致します。
雑草が激減し︑逆に花が増える等︑休日に家に居るとい

うことは︑
こんなにも生活環境︑生活空間に変化をもた

長雨・日照時間不足が要因で野菜の生育が悪く︑八ヶ岳

え︑親孝行︑妻孝行をすることですかね︒また︑今年は︑

行政書士に関すること［シリーズ その2］

らすものかと驚いています︒今︑出来ることは︑外出を控

いつになったら平穏無事な生活が戻ってくるのでしょ

山麓周辺の生産者にも甚大な被害を及ぼしていること

うか︒私 自 身︑
コロナ禍の影 響で休日はほとんど自 宅で

過ごし︑休日の使い方が激変しました︒今までは畑仕事

も悪 影 響を及 ぼしています︒
コロナウイルス感 染 症︑熱

Ｔ・Ｋ

に加え︑野 菜の値 段 高 騰により飲 食 店 並 びに消 費 者に

二〇

食べるだけのダメ息 子でしたが︑今 年は畑を耕し︑苗を

三

など興味もなく︑母親が汗水流して育てた野菜を採って

所﹀茅野市塚原一

中症︑野菜高騰等々︑頭を悩ます事が多過ぎますね︒

︿住

話﹀七 二
二 八 〇 〇

︿電

植え︑収穫して食べる︒自分で言うのもなんですが素晴

茅野商工会議所

資源保護と環境保全のため、
植物性インキを使用しています。

日
種別

程

（各回10：00〜17：00）※1講座のみの参加も可能です。
講座
番号

講座名

参加料
（税別）

11/10 ㈫

11

（機械系1・2級学科編／茅野）
機械保全技能検定受検準備講座

￥19,000

11/11 ㈬

24

（機械系1・2級実技編／茅野）
機械保全技能検定受検準備講座

￥19,000

級

開催日

学科編

1・2級

実技編

1・2級

会

場

茅野商工会議所 大会議室（茅野市塚原1-3-20 TEL.0266-72-2800）
師

テキスト
・機械系・学科編：
「2020年度版 機械保全の徹底攻略〔機械系・学科〕」
・機械系・実技編：
「2020年度版 機械保全の徹底攻略〔機械系・実技〕」
※該当のテキストをすでにお持ちの場合でも、当講座参加料からの書籍代金相当額の値引きには応じ
かねますので、あらかじめご了承ください。上記のテキストの他、補足資料を教材として使用します。

お申し込みは、
茅野商工会議所ホームページ内の新着情報をご覧ください。

らしい息 子に変 身！親 孝 行ができています︒更に︑庭の

お問い合わせ

！
！

参加対象
「機械保全技能検定」のうち、機械系保全作業を受検される方々

日本能率協会コンサルティング 機械保全技能検定受験準備講座 講師陣

④補助金、等の活用、他

プログラム

開催にあたって

講

・勤怠管理、業務スケジュール、予算管理
・就業規則、実績評価

機械保全技能検定 受検準備講座

本講座は、
「機械保全技能検定試験」の機械系保全作業を受検される方を対象
とし、合格に向けて技能教育のエキスパートが過去の出題を徹底分析して、出題
傾向と学習のポイントを、効果的に解説します。

機械系

日時：令和２年１０月７日（水）13：30〜16：30
会場：岡谷商工会議所 ３F 講堂
講師：長野県よろず支援拠点 コーディネータ 白濱和彦氏、辻 麻友氏、小松康邦氏

セミナー

松本⇒福岡 松本⇒福岡 福岡⇒松本 福岡⇒松本
12：45 ▶14：35 16：25 ▶18：15 7：50 ▶9：15 10：45 ▶12：10

松本⇒新千歳 新千歳⇒松本
11：35▶13：10 14：00▶15：50

国家検定『機械保全技能士』試験合格を目指せ!!

テレワーク導入支援セミナー

第１部

松本⇒丘珠 丘珠⇒松本
14：45 ▶16：20 11：50▶13：30

【10月25日〜3月27日】

お申し込みは、
茅野商工会議所ホームページ内の新着情報をご覧ください。

参加費無料！

松本⇒福岡 松本⇒福岡 福岡⇒松本 福岡⇒松本
14：25 ▶16：05 16：25 ▶18：05 7：55 ▶9：25 12：25 ▶13：55

松本⇒新千歳 新千歳⇒松本
11：50 ▶13：30 14：15 ▶15：55

お 問 い

・質疑応答、意見交換
・個別相談への予約（よろず相談会）

定員：１５名（会場）ZOOM参加可能です ●締切：１０月２日

15

令和2年9月15日

主

催

株式会社 日本能率協会コンサルティング
共

催

茅野商工会議所・茅野市精密工業連合会・茅野・産業振興プラザ
参加申込規定
＜参加料＞19,000円／1名（消費税別）

＜定員＞20名

※昼食の提供はございません。※参加料には、テキスト
（資料）が含まれております。
※プログラム等変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

＜参加お申込み方法＞

https://www.jmac.co.jp/seminar/ から「TPMコンサルティング関連セミナー」へ
お問い合わせ先

㈱日本能率協会コンサルティング 東京オフィス
電話：03-4531-4314 E-mail：seminar@jmac.co.jp

アクサ生命保険株式会社
松本支社 諏訪営業所
〒���-���� 諏訪市小和田南��-� 諏訪商工会館�F
TEL ����-��-����（代）

アクサ生命保険株式会社
諏訪営業所 茅野分室
〒���-���� 茅野市塚原�-�-��
TEL ����-��-����

茅野商工会館�Ｆ

