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９月記者懇談会 

 

令和２年９月 25 日（金） 

 午前 11時 203会議室  

 

 

 

 

町長月間予定 総務課 

・月間行事予定の説明 

 

町の主なトピックス（担当課ＰＲ分） 

・農家応援直売会について（産業振興課 未来農戦略係） 

8 月 22 日に町内北部の一部の畑で、特に果樹を

中心とした大きな降雹被害がありました。 

降雹により傷がついたつがるから始まり、紅玉、

シナノスイート、ふじ、ぶどう等が次々と収穫期

を迎えます。 

これらは、傷がついているということで市場で

は引き取られない、もしくは廃棄代相当額で引き

取られてしまうということになり、農家の方の収

入に大きく影響します。 

丹精込めて作った果物等を出来るだけ皆様にも

知っていただきたい、そして味は変わらないということで何とかしたいと、8月 29日から

それぞれの旬に合わせての直売会を開催しています。 

1 点チラシの訂正をさせていただきますが、シャインマスカットについては傷が酷すぎて

出荷できない状況ですので、代わりに巨峰、ナガノパープルを出荷する予定とのことです。 

大勢のお客様にご来場いただいており、直近の 9月 19日（土）の開催では、3農家で合

計約 15 万円の売り上げがありました。 

こういうことを繰り返し、出来るだけ農家にとって励みになるようにしていきたいと思

っています。 

 （資料に基づき説明） 

 

・博物館特別展について（町郷土博物館） 

毎年、文化祭シーズンにあわせて秋の博物館特別展を開催しており、今年も郷土博物館

で開催します。 

出席者：みのわ新聞、長野日報、伊那ケーブルテレビ、信濃毎日新聞 

事務局：毛利、山口、那須 
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「やっけーでごしてー暮らし？～ひとむかし前の暮らしから考える～」という、近年の

便利で快適な暮らしの中において、明治から昭和前半のここでの暮らしを振り返ってみよ

うということでの展示になります。 

会期は 10月 17日（土）～11 月１５日（日）、入館料無料、休館日は月曜日です。 

三日町に以前おられた郷土史家・小川守人氏のご遺族から昨年度寄贈された、小川守人

氏の書き残した資料の展示です。先人がどのようなことを考え、どのようなことを大切に

してきたのかということを考える機会になればと思います。 

また、ウェブ特別展として町ホームページに部分的な掲載や特別展の内容の４０％くら

いを収めたリーフレットを無料配布しますので、時間がない方、新型コロナウイルス感染

症が心配な方は、こちらもご利用いただければと思っています。 

 （資料に基づき説明） 

 

記者） リーフレットは、どこで配布されるのでしょうか。 

  ⇒ 博物館に置き、無料配布します。500 部作成し配布したいと思っています。 

 

記者） 町ホームページに専用のページを作るのですか。 

  ⇒ 町ホームページからクリックすると、特別展の内容が見られるようにする予定

です。 

 

展示物は文書が主ですが、それに関連する民具等がありますので、そういった

物を展示し、本文をわかりやすく伝えたいと思います。 

 

・もみじ湖イベント等について（商工観光推進室 観光係） 

 今年で第 5回になる 10 月 31 日（土）開催のもみ

じ湖ウォーキングについて説明します。今年はもみ

じ湖１周コースをイベント広場からの８Km に変更

し、密を避けるため定員 200 名としました。また、

対象は南信地域の方に限らせていただきました。参

加費については、今まで小学生以下無料でしたが、

拡大し中学生以下無料としました。参加記念品は、

温かいミニ毛布を用意しています。新型コロナウイ

ルス感染予防対策のため、受付時間を 4 ブロックに

分けてのスタートとします。 

同日開催の東箕輪地区の実行委員の皆様によるみのわもみじ湖フェスティバルでは、多

くの出店が予定されており、今年は上伊那農業高校の皆様の出店もあります。 

 

初めての企画ですが、10 月 31 日（土）にもみじ湖ドライブインシアターを行います。
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こちらはコロナ禍において３密を避けるイベントということで企画したもので、「SING/シ

ング」というアニメの日本語吹き替え版で、ご家族、若者等でご来場いただけるというこ

とでこの作品を上映します。開場が 16：30 で開映が 18：00、料金は車 1台当たり 1,000

円で、定員は 80 台としています。音声は FMラジオを使用します。お申し込みは町観光協

会窓口や町観光協会ホームページのエントリーフォームからお願いします。 

 

 今年も町観光協会フォトコンテストを行います。新規に動画部門を試行的に開催したい

と思っています。動画部門の詳細は現在設定中ですので、今後、町観光協会ホームページ

で確認していただきたいと思います。ユーチューブに掲載できる作品ということで募集し、

DVD、CDR 等の媒体で応募していただきます。若者の皆様を中心に箕輪の魅力を発見して

いただきたいという主旨で新たに始めますので、よろしくお願いいたします。 

 （資料に基づき説明） 

 

 記者） エントリーは、いつからですか。 

⇒ ウォーキング、ドライブインシアター共に、10 月 5日（月）9 時からになりま

す。 

 

記者） もみじ湖夢ウォーキングについて今年は先着 200 名ですが、例年は何名ですか。 

   ⇒ 約 300名の応募がございました。 

 

記者） もみじ湖フェスティバルでの上伊那農業高校の生徒の出店は、どのあたりにな

りますか。 

⇒ 酪農展示コーナーで、ビーフジャーキーを販売したいと伺っています。 

 記者） 上伊那農業高校の生徒が出るのは、初めてのことですか。 

⇒ そのとおりです。 

また、各地でいろいろなイベントが中止になっていることから、このイベント

に出店したいという問い合わせは多いです。 

記者） もみじ湖フェスティバルの実行委員会は、どこの地区の皆様ですか。 

 ⇒ 箕輪ダムの地元であります東箕輪地区の北小河内区、南小河内区、長岡区の皆

様が中心となります。 

 記者） チラシに携帯番号記載されている方が代表ということでしょうか。 

⇒ そのとおりです。小河豪さんという方が代表ですので、詳細につきましては小

河様にお問い合わせください。 

 

 記者） ドライブシアターの主催は、町観光協会ということですか。 

   ⇒ そのとおりです。町からの補助があり町観光協会主催で開催します。 
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 記者） フォトコンテストの募集は、いつからでしょうか。 

⇒ 写真は本日から開始ということでお願いします。 

動画については、もうしばらくお待ちいただき、町ホームページで詳細を公開

しますので、よろしくお願いします。 

 

記者） イベント開催日の 10 月 31日（土）は、例年紅葉の色づき具合はどのくらいで

すか。 

⇒ 例年 10月中旬に色づき始め 11月上旬には見頃を迎えます。昨年は特に遅かっ

たのですが今年はもう色づき始めているので、例年並みに 11 月上旬には見頃を迎

えるのではと予測しています。 

 

・イクボス・温かボスセミナー等について（企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

 この取り組みにつきましては、平成 29年の女性活躍井戸端会議で提言され取り組んでい

ます。平成 30 年に町で先ず宣言し取り組み、一年目は製造業を中心とした８社が宣言をし

ています。昨年は町議会や福祉事業所を中心とした方に宣言をいただきました。今年度に

つきましては、地域産業において女性の活躍があまり進んでいない分野である土木や建築

業を対象に実施します。 

 1 回目は 9月 28 日（月）13：30 から産業支援センターみのわで、イクボスとはどのよ

うなものかということをまず導入のセミナーとして行います。こちらには長野市にありま

す高木建設株式会社から常務取締役の高木亜矢子様にお越いただいての講演となります。

また、事例報告として高木建設株式会社で勤務されている 2 人の女性にも参加いただき、

具体的にどのようなことをしているかというお話をしていただきます。 

2 回目は 10 月 27 日（火）の 13：30 からになります。こちらは「男女共同参画の視点

からのまちづくり」ということで、長野県建設部 都市・まちづく課長の高倉明子様を講

師に迎え、ご講演いただきます。また、高倉明子様とサポートオフィス アン代表の竹内

正美様を迎えてパネルディスカッションを予定しています。竹内様は、サポートオフィス

アンの代表であるとともに長野県議会議員でもあります。同日になりますが、町民を対象

にした男女共同参画セミナーを行いたいと考えています。こちらにつきましては、引き続

き竹内様を講師として「親子関係に有効なアンガーマネジメントとコーチング術」という

ことでご講演いただきます。新型コロナウイルス感染予防の関係でなかなか外出が出来な

いとか、学校も不定期になってきているということで親子関係がなかなか上手くいかない

という悩みの声も聴かれていますので、これをいかに働きかけとか気持ちの持ち方で上手

く回していくかというようなことを学ぶことになっています。こちらは 18：30からで定員

40名、小さなお子様がおられる方も参加できるように託児を用意しています。 

また、そのほかの取り組みとしまして、今年度も「女性のための起業・就業セミナー」

を開催します。10月 20日（火）～12月 8 日（火）までの全 4 回のセミナーとなっていま

す。こういった状況下で離職を余儀なくされる女性の方達も多くおられます。その中で今
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後会社という組織に属さず自分で働くということをこの機会に検討される、そんな方を対

象としたセミナーとなっています。 

（資料に基づき説明） 

 

町長コメント 

 いくつかイベントが出来る状況になってまいり

ましたが、大きなイベントは以前から中止になって

いますので、なかなか思うようにいかないというの

が現状であります。 

 新型コロナウイルス感染症への対応ですが、感染

の拡大防止という意味では官も民もそれぞれ徹底

されてきていると思っています。日常的な対応が、

それぞれマスクの着用とか消毒の徹底とかされて

いますので、それが当たり前の日常となってきており、町としてはイベントとか行事の開

催につきましては、基本的には原則実施に切り替えていきたいと考えています。これから

実施を検討するようなものにつきましては、そういった方向で考えていきたいと思います。

但し、これは感染状況にもよりますし、個別の事例にもよると思いますが、方向としては

社会活動とか経済活動とか消費の拡大という意味では、元どおりとはいきませんが、感染

対策を徹底してやっていきたいと考えています。 

 政権が代わりまして、私どもの地方自治に大きく影響してくることは今のところ見えな

いのですが、中でもひとつ、不妊治療の問題ですとか結婚支援ですとか、いわゆる少子化

対策に繋がるようなものが国の施策に出てきているということで非常に期待しています。

不妊治療につきましても例年２０件～３０件くらい補助をしているということもありまし

て、これは国、県の補助に町が上乗せということになりますが、そういったことが診療報

酬の中で出来るということになれば 1歩も 2歩も前進ということになりますので、実際に

治療をされているご夫婦につきましては朗報だと思います。出来るだけ早くそういったこ

とになっていただきたい。私たちの立場から言えばもちろん出生数を増やしたいというこ

ともありますが、本当に困っている皆様に朗報になればと思います。結婚支援も色々議論

されていると思いますが課題はあるのだと思います。こういうところまで税金が入るとい

うことについて、ある意味否定的な方もいるようでありますが、やはり結婚・婚姻が進ま

ないと出生・子育てというところには行きませんので、そんなところに力点を置き施策を

していただければと思います。 

 もう 1点、デジタル庁を作ることは国でやっていただければ良いのですが、自治体での

デジタル化というものが進んでいない部分があります。これは役場の中での話で、印鑑の

問題もそうですが、そういったこととあと課題は、パソコン、子供達のところへは小中学

校へ 10 月にほとんど入ることになり、それはそれで進めていきたいわけですが、休業にお

ける自宅学習とか、休業ではなくても自宅に持ち帰りパソコンを使う場合の環境整備をど
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うしていくかという問題があります。まだ全ての調査が教育委員会の方で行われていない

ようでありますので、その状況を見ながらということでありますが、1 割、2割の方は Wi-Fi

環境が整っていないということのようでありますので、それらをどのような形でフォロー

出来るか教育委員会で検討するように伝えてはありますが、そういう点を見ながらやって

いきたいと考えています。 

 また、新型コロナウイルス感染症の関係で、10月 6日（火）に町内の経済関係の皆様に

お集まりいただき経済連絡会を開催したいと思っています。町内の経済、雇用の状況につ

いて判らない部分が正直あります。融資とか金融の面ではかなり止まっているというか 1

回目が終わったというかそういう状況になっていて、企業間格差がかなり出てきているの

ではないかというのが相談員からの報告から見える状況です。情報共有、情報交換という

意味で町内の金融、または関係団体にお集まりいただき意見交換をし、施策に繋がるとい

うものが出てくれば、そこから実施をしていきたいと思っています。 

 もう 1点、町長予定の 10 月 26 日（月）に箕輪進修高校の振興協力会の話がありますが、

高校再編問題について箕輪町としては今まで特段対応してきていません。来春、県教育委

員会が発表する総合技術高校と総合学科高校この 2 本が出てきまして、箕輪進修高校の扱

いと言いますか今後の在り方がどうなるのか私たちにとりましても非常に関心のあるとこ

ろであります。特に多部制・単位制はこれからも実施をしていくことに変わりはないので

すが、多様な生徒たちの学びというものを多部制・単位制の中でどうやって行くかという

ことが 1点。もう 1 点はクリエイト学科、工業系の学科があるわけですが、それがどのよ

うな方向になるのか。総合技術高校の中では農・工・商を１つにしていくというのが第１

次案でありますので、それらがどんな方向になっていくのか。これは進修高校だけではな

く他の職業学科の高校もそうなのですが、その中で旧箕輪工業高校として運用されて、そ

してこの地域の企業の技術者を輩出してきた実績ですとか、この箕輪町をとりまく製造業

の状況というものを見たときに一定の中堅技術者を作っていかなければいけないというこ

とは変わりありません。それを今の体制からどのように県教育委員会がしていくのか、私

達はどのように望んで行くのかということを考えなければいけませんし、必要に応じて意

見具申を県教育委員会に対してしていかなければいけない時期に来ていると思っています。

とりあえず関係の皆様にお集まりいただいて、学校長も含めて皆様に来ていただき、必要

があれば県教育委員会にものを申していくというように考えています。もう、来春に結論

が迫っていますので、それからまた議論が始まるのですが、学校の名前が出てしまいます

ので、それまでの間に私達として、地域として望むことは申し上げていきたい。そんな会

議を予定しております。また、いろいろな面でご協力いただきながら、地域の高校でもあ

りますので、町としても話をしていきたいと考えていますので、皆様のご協力をお願いし

ます。 

 

 記者） 日程ですが、安全安心パトロール隊が始動して 1 年になりますが、町長として

のお話を伺います。 
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 町長） 次回の定例記者懇談会で、1 年間の総括を発表する予定です。 

     初めての取り組みでしたが私としましては、警察官の OB に午前・午後、特に子

どもの見守り、通学路等の見守りですとか、道路の維持・修繕の必要な場所等に

つきまして自ら実施をしていただいたということで、雰囲気的には道路がかなり

きれいになったというように思っています。これはまだ道路が老朽化しているも

のがありますので簡単にはいきませんが、そういった意味では町の道路や水路の

安全という意味では成果があったと考えています。 

これを数字で示しどこまで良くなったのか示せないのかと言っているのですが、

なかなか難しいようです。少なくとも常に毎日パトロール隊が回っているという

ところはないわけでして、町の安全・安心には大きな寄与をしていただいている

と思っています。今の対応・体制でとりあえず当面は続けていきたいと思ってい

ます。具体的なものはそちらの方に聞いてみてください。 



 

 

定例記者懇談会次第 

 

令和２年９月 25日（金） 午前 11時 00分 

箕輪町役場  203 会議室 

 

１ 開会 

 

 

２ 町長月間予定 

 

 

３ 町の主なトピックス 

・農家応援直売会について（産業振興課 未来農戦略係） 

 

 

 

 

・博物館特別展について（町郷土博物館） 

 

 

 

 

・もみじ湖イベント等について（商工観光推進室 観光係） 

 

 

 

 

・イクボス、温かボスセミナー等について（企画振興課 若者・女性活躍推進係） 

   

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

次回開催日程  10月 26日（月）午前 11時 00分 203会議室 





日付 曜日 時間 内容 場所 担当課
問い合わせ

先

1日 木 9：30～11：30 公民館講座「包みボタンのネックレス」講座 文化センター 町公民館 79-2178

8：30～14：30 公民館講座「陶芸（後期）」講座 文化センター 町公民館 79-2178

みのわテラス（仮称）オープン 旧にこりこ一帯 産業振興課 内165

第13回 天竜健康ウォーク 天竜公園発着 実行委員会 79-2178

10：00～12：00 梨オーナー　収穫 選果場～各園 産業振興課 内165

9:00～10：00 農家応援直売会 地域交流センター前広場 産業振興課 内165

4日 日 10:00～14：00 町公民館若者チャレンジ講座「組立式ビザ窯作り」講座 地域交流センター・交流広場町公民館 79-2178

13:30～ 連絡事務嘱託員長会 役場 総務課 内106

13：30～16：00 公民館講座「陶芸（後期）」講座 文化センター 町公民館 79-2178

6：00～15：00 公民館講座「陶芸（後期）」講座 文化センター 町公民館 79-2178

10:00～ 公民館ふきはら大学10月講座「組立式ビザ窯作り」講座地域交流センター 町公民館 79-2178

7日 水

8日 木 9：30～11：30 公民館講座「包みボタンのネックレス」講座 文化センター 町公民館 79-2178

9日 金 13：30～16：00 公民館講座「陶芸（後期）」講座 文化センター 町公民館 79-2178

10：00～12：00 りんご名入れ会 選果場～各園 産業振興課 内165

10：00～15：00 第13回全国カデ・エペフェンシング選手権大会 社会体育館 文化スポーツ課 70-6601

10：00～16：00 (仮）ものづくりフェスタ 文化・地交センターほか 商工会と商工係 96-8300

19：00～20:00 秋の天体観察会 博物館 博物館 79-4860

10：00～15：00 第8回全国ジュニア・エペフェンシング選手権大会 社会体育館 文化スポーツ課 70-6601

9:00～18：00 日本の太鼓ジュニア講習会 文化センター 文化スポーツ課 70－6602

12日 月

13日 火

14日 水

15日 木

16日 金 8：30～17：00 公民館おやじ学級10月講座「館外研修」 高遠方面 町公民館 79-2178

9：00～10：00 農家応援直売会 地域交流センター前広場 産業振興課 内165

17日～11月15日 博物館特別展 博物館 博物館 79-4860

8：30～17：00 公民館なでしこ学級10月講座「館外研修」 町公民館 79-2178

9：00～11：00 第８回　交流菜園（菜園終了に向けて） 長田菜園 産業振興課 内165

10：00～15：00 第15回みのわもみじカップフェンシング大会 社会体育館 文化スポーツ課 70-6601

19日 月
15:00～16：30
18：30～20：00

企業向けクラウドソーシング導入セミナー（２回） 産業支援センター 企画振興課 内233

8：30～17：00 公民館けやき学級10月講座「館外研修」 町公民館 79-2178

10：00～12：00 女性の起業セミナー① 産業支援センター 企画振興課 内233

21日 水 9：00～11：25 鶴亀講座 交流センター 国保医療係 内136

11日 日

令和２年10月行事予定表

10日 土

2日 金

5日 月

6日 火

3日 土

17日 土

18日 日

20日 火



日付 曜日 時間 内容 場所 担当課
問い合わせ

先

14：00～14：30 ふれ愛あそび 子育て支援センター「いろはぽけっと」 こども未来課 ７１－１５６０

8：30～17：00 公民館ふきはら大学院10月講座「館外研修」 町公民館 79-2178

23日 金

もみじ湖紅葉祭/もみじ湖ライトアップ開始～11/23 箕輪ダム末広広場 商工観光推進室 内157

10：00～ 出会いイベント　お香づくり 文化センター 企画振興課 内234

町民マレットゴルフ大会 ながたの森マレットゴルフ場 文化スポーツ課 79-2178

9：00～10：00 農家応援直売会 地域交流センター前広場 産業振興課 内165

25日 日

26日 月

13：30～ イクボス・温かボスセミナー 産業支援センター 企画振興課 内234

18：30～20：00 男女共同参画セミナー 産業支援センター 企画振興課 内234

28日 水

29日 木
（65）第45回みのわ町民文化祭（10/29～11/3）
展示のみ。ステージ発表は未実施。

交流センター 公民館 79-2178

30日 金

もみじ湖夢ウォーキング/みのわもみじ湖フェスティバル 箕輪ダム末広広場/イベント広場 商工観光推進室 内157

もみじ湖ドライブインシアター 箕輪ダム末広広場/イベント広場 商工観光推進室 内157

大正大学地域実習受入終了 企画振興課 内233

31日 土

22日 木

27日 火

24日 土
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添付資料 有  無 

１ 名  称  令和 2年度特別展 

「やっけーでごしてー暮らし？～ひとむかし前の暮らしから考える～」 

２ 会  期  令和 2年 10 月 17 日（土）～11 月 15日（日） 

３ 会  場  箕輪町郷土博物館 

４ 開館時間  9：00～17：00（入館は 16：30 まで） 

５ 休 館 日  月曜日 

６ 入 館 料  無料 

７ 開催主旨  近年、私たちの暮らしは大変便利で快適なものとなっています。お金があれば好き 

なものを買うことができ、機械化の進展によって大変効率的で快適な暮らしができ 

るようになっています。一方で、激しい競争により心を病む人は増大し、貧困・格 

差も問題になっています。また、急速なグローバル化によって人や物資の往来が盛 

んになった反面、感染症の脅威は深刻化しています。 

こうした中、ひとむかし前（明治～昭和前半頃）の郷土の人々は、今では思いもよ 

らないような暮らしをしていました。この特別展では、こうした「やっけーでごし 

てー」（手間がかかり疲れる）イメージがある、ひとむかし前（明治～昭和前半頃） 

の暮らしを垣間見ることを通じて、明日を考える機会としたいと思います。 

８ 展示内容  郷土史家 故・小川守人氏（1907～1983）が書き記した膨大な資料（記録）の 

一部を、実物資料・写真資料等とあわせて紹介します。 

９ 刊 行 物  リーフレット（A4 版、4 色印刷、12頁、500 部） 

ポスター（B2版、カラー、100部） 

チラシ（A4 版、カラー、3000 部） 

10 そ の 他  新型コロナウイルスの感染防止のため、博物館における展示のほか、ＨＰ及びリ

ーフレットによる特別展（概要展）も実施します。 

 

表題の件について、下記のとおり開催いたしますので、お知らせします。 

箕輪町役場 郷土博物館 プレスリリース  
令和２年９月２５日 発信 

教育委員会 箕輪町郷土博物館 
(館長) 小池弘郷 (担当) 柴 秀毅 
電 話：０２６５－７９－４８６０ 
ＦＡＸ：０２６５－７９－４８６０ 
Ｅ‐mail：hakubutsukan@town.minowa.lg.jp 

令和 2 年度 箕輪町郷土博物館特別展の開催について 

箕輪町 
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イクボス・温かボスセミナー等について 

企画振興課 若者・女性活躍推進係 

 

１．取組みの概要 

   平成 29 年度、女性活躍井戸端会議で提言をされました「イクボス・温かボス宣

言」について、箕輪町として取り組むとともに、町内企業への普及を進めています。 

 

２．箕輪町のこれまでの取組みについて 

  ・平成 30 年 5 月町内の企業等団体の模範として、箕輪町が率先して取り組みをス

タート。町長以下、副町長、教育長、課長が宣言 

  ・平成 30年 11月 製造業を中心とした 8社が宣言 

  ・令和元年 11月 町議会議員、福祉事業所等 12事業所 49人が宣言 

 

３．今年度の取組みについて 

  地域産業において女性参画が進んでいない分野である土木・建築業を対象に、女性

が活躍している企業の取組みを学びます。 ※県共催事業 

 

【第１回】 

 日 時：９月 28日（月）13：30～15：00 

 会 場：産業支援センター 研修室 

 日 程：13：30～ セミナー「建設業での女性活躍とワークライフバランス」（仮） 

講師 高木建設株式会社 常務取締役 高木亜矢子 様 

   14：15～ パネルディスカッション 

        高木建設株式会社 常務取締役 高木亜矢子 様 

営業部   小林明日香 様 

建築部   保科 百花 様 

     15：00  終了 

【第２回】 

 日 時：10月 27日（火）13：30～15：00 

 会 場：産業支援センター 研修室 

 日 程：13：30～ セミナー「男女共同参画の視点からのまちづくり」（仮） 

講師 長野県建設部 都市・まちづくり課長 高倉 明子 様 

   14：15～ パネルディスカッション 

         長野県建設部 都市・まちづくり課長 高倉 明子 様 

         サポートオフィス アン代表 竹内 正美 様 

     15：00  終了 



2020.09.25_記者懇談会資料 

 

その他男女共同参画事業案内 

 

１．男女共同参画セミナーについて 

  地域へ男女共同参画を促進するため、県と共同でセミナーを開催します。 

 

 日 時：10月 27日（火）18：30～20：00 

 会 場：産業支援センター 研修室 

 日 程：18：30～ 親子関係に有効なアンガーマネジメントとコーチング術 

講師 サポートオフィス アン代表 竹内 正美 様 

     20：00  終了 

 参加料：無料 

 定 員：40人 （託児５人まで） 

 

２．女性のための起業・就業セミナーについて 

 自分らしい働き方の選択として、企業に属さず自ら起業を目指す女性を対象とした

セミナーを開催します。 

 

日 時：10月 20日・11月 10日・11月 24日・12月 8日 10：30～12：00 

 会 場：産業支援センター 研修室 

 参加料：無料 

 定 員：各回 12人 （託児あり） 



【男女共同参画セミナー】

アンガーマネジメントとは・・・

コーチング術とは・・・

2020年

10

ン

チンンーチチンコ

ンガ マ トアン トとトと

コーコーーココーーコーチチーチチチチンーー

ガーマンガ マネジメーマネマネジマ メントアンアンガアンガーガーマーガー ジメンジメジメジジマ メントンガ ンン

月27日（火）
18:30~20:00

※18:00受付

会 場 産業支援センターみのわ研修室
上伊那郡箕輪町大字中箕輪10286-1

参加料 無 料

定 員 40名 ※先着順
※定員になり次第締め切り

【申込み方法】

箕輪町役場 企画振興課

TELか右記二次元バーコードよりお申込みください。

【お問合せ】箕輪町役場 企画振興課 0265-79-3111（内線 234）
【主 催】箕輪町 【共 催】長野県

託 児 ５名まで
1歳から未就学児までの託児を設けます。
お申込み時にお伝えください。

0265-79-3111

竹内 正美

 長野県千曲市生まれ坂城町在住。
メーカーの人事部・人材サービス企業にてコー
ディネーター・インストラクター・カウンセリング
などを経験し独立。
「今の自分を変えたい」と思う方を、コーチング・
カウンセリングなどを用いて、優しく強くサポート
し、企業・学校・行政の相談室などで人気。
家族構成は、夫・息子・娘。

怒りやイライラといった感情を

上手にコントロールして

適切な問題解決やコミュニケーションに

結びつけるスキルのこと

相手が本来もっている能力と可能性を

最大限に発揮することを目的として

相手が自ら考え行動を促せるよう

手段を引き出すコミュニケーションスキルのこと

自粛生活にも負け
ない！

イライラもクリアに
！

親子関係に有効な親子関係に有効な

「アンガーマネジメント」「アンガーマネジメント」

「コーチング術」セミナー「コーチング術」セミナー
と

（サポートオフィス アン代表）

　コロナ禍で、親も子どもも今までと違う生活を過ごしています。　コロナ禍で、親も子どもも今までと違う生活を過ごしています。
変化した環境の中で、家庭のコミュニケーションは取れていますか？変化した環境の中で、家庭のコミュニケーションは取れていますか？
「自粛が長く、スイッチが切り替わらない子どもをやる気にさせたい」「自粛が長く、スイッチが切り替わらない子どもをやる気にさせたい」
「イライラを溜めずに気持ち良く明日を迎えたい」「イライラを溜めずに気持ち良く明日を迎えたい」
そんなあなたに、すぐに使える２つのスキルを学んで、明日からのそんなあなたに、すぐに使える２つのスキルを学んで、明日からの
ワークライフバランスを快適にするヒント満載のセミナーです。ワークライフバランスを快適にするヒント満載のセミナーです。

講師紹介

※状況によりオンラインで開催する場合があります。

（内線 234）



本チラシに記載のセミナー等の内容、開催日、開催時間は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。最新の情報は上記URLのウェブサイトをご確認ください。本事業で受け付けさせていただいた個人情報はイーキュア株式会社の個人情報の取り扱いに基づき適切に管理させていただきます。
詳細は次のURLをご覧ください。https://www.ecure.co.jp/support-entry/support-request-rule/

自分らしい働き方を探してみませんか？

【無料】女性のための
起業・就業セミナー

そんな不安を「そうすればいいのか！」に変えてもらえる講座を
ご用意しました！参加して新しい働き方をぜひ見つけてください!

産業支援センターみのわ
箕輪町大字中箕輪10286-1（箕輪町役場向かい）
TEL.0265-96-8300

●開催時間

●無料託児をご利用いただけます

●各回定員：12名
お早めにお申し込みください。
各回にお申し込みいただけます。

ご予約時にお申し込みください。「持ち物：着替え・おむつ・使用済みのおむつ入れ・お尻ふき・飲み物・食べ物」

●自分の得意なことや手元にあるものを活かしたい！
●何からはじめればいいのだろうか・・・
●同じような想いをもっている人がもしいたら会いたい！
●うまくいかなかったらどうしよう・・・

Seminar  for  women

受付：10:15～

●開催場所

箕輪町
MINOWA TOWN

松本市島立 830-11
TEL：0263-40-0234主　催 受託先箕輪町

MINOWA TOWN

パソコン・スマートフォンからも
ご予約いただけます。【予約フォームへ自動転送されます。】

https://minowa.town

202009-1000-M40 designed by freepik

お申込み
必要です！

新型コロナウイルスの感染防止策について
●少人数定員で開催

●テーブル、椅子等のアルコール消毒

●手袋着用によるテキスト配布

当日受付時に検温をさせていただきます。
開催日において制限となる体温以上の方は
ご参加いただけません。予めご了承ください。

●必要な換気量（1人当たり毎時30㎡以上）を確保
換気の悪い密閉空間を避けるため、窓、ドア等を開放するほか、気温や部
屋の状況によっては、HEPAフィルター仕様の空気清浄機により空気清浄
も行います。

●参加者、スタッフのマスク着用・検温・消毒
当日は参加者、スタッフともに、マスクの着用、入室時の検温、手の消毒を
行っていただきます。ご協力お願いいたします。アルコールアレルギーの方
向けに塩化ベンザルコニウム消毒液もご用意しております。

会場のテーブルや椅子は、開催直前にアルコール、塩化ベンザルコニウム
等の消毒液散布、拭き取りを行い、会場の消毒を実施します。

スタッフが素手で触れることが無いよう食品製造や医療現場で使用され
ているゴム手袋を着用し各自のテーブルへ設置します。

密集を回避するため、会場内への入室人数を制限するとともに
1テーブル１名での座席とし、受講者間の間隔を広く取ります。

・122020 火8 起業を安定させるヒント
起業した方、これから起業を考えている人向けのお仕事を安定させるためのヒ
ントを考えます。個人事業主が安定するために必要なヒントなどもご紹介。

一人での起業も、会社も一緒

火・112020 24 起業をみんなでシミュレーション
少し具体的に机上の起業をしてみよう。
意外と現実的なものが見えてきたりするものです！

漠然とした起業イメージを少し具体的に考えよう！

雇用される以外の道を参加者全員で妄想を膨らませてみましょう！
他者の考える理想の働き方を聞いて、自分の考えを整理してみよう。

・112020 火10 就職しない働き方の妄想
プチ起業からはじめる妄想を楽しもう！

就業、起業、雇用、委託、内職、正社員、パート?色 あ々る働き方について
知っておこう！今後の働き方計画が広がる可能性がある学びの講座！

働き方について押さえておこう！
コロナ後だって大きく変わることはない！

10:30-12:00

・102020 火20

●お問い合わせ・ご予約先 お気軽にお問合せください

0120-916-224
携帯電話からご利用頂けます。受付時間：9:30-17:00【土・日・祝日を除く】


