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の出席がありました。

83

中止となりました。

理事長あいさつ

野でも可能じゃないかと思いました。県外から

ご家族で来られた場合、お子さんは昼間は郊外

で遊び、ご両親は長野の貸しオフィスで仕事を

する。これからは、家族旅行と仕事のめりはり

がなくなり渾然一体となった休暇の過ごし方が

増えてくるのではないでしょうか。

アフターコロナ時代には、新しいビジネス形

態が生まれてくるのではないかといわれていま

す。鑑みますと、ＮＵＰＲＩもコロナ禍の影響

によって、この半年なかなか動きが取れない状

態でした。しかし、そうした中にも新しい可能

えておりますので、皆様にもぜひお力をお貸し

性を探って、この会を盛り上げていきたいと考
大変な事態に直面しております。また、経済界

いただければ幸いでございます。
も立たないといった話も聞いております。ただ、
そんな最中にあって新しい動きが出ているのも
事実であります。
市村次夫理事長

しオフィスの売り上げが伸びており、一つのフ

では、コロナの感染予防対策が徹底している貸

たとえば、リモートワークの導入です。東京
会員の皆様には、日頃よりＮＵＰＲＩ活動に

ロアにいろいろなタイプの会議室が用意されて
さて、半年前までは思いもよらなかった新型

それを見て、私はこういう施設は小布施でも長

リのＺＯＯＭを使ってＷｅｂ会議もできます。

いるビルもあるそうです。そこでは、無料アプ
コロナウイルスの影響によって社会は混乱し、

います。

ご理解とご協力をいただき誠にありがとうござ

■ビジネスに観光に、

新しい動きが生まれる

でも先行きの不透明感が高まり、今後の見通し

今回は、新型コロナウイルスの感染を避けるため、講演会は次回へ持ち越しとなり、懇親会は

Ｉの活動使命に対する思いがさらに強まる絶好の機会となりました。

また、この日は加藤久雄長野市長をご来賓にお迎えし、ご祝辞をいただくとともに、ＮＵＰＲ

て承認されました。

画案、理事・監事選任の件について各部会長より説明が行われ、各議案とも出席者の拍手を持っ

市村次夫理事長のあいさつに続き、令和元年度の事業・決算報告と令和 年度の事業・予算計
2

けた配置や十分な換気などが行われた室内環境の中、役員・会員（委任状を含む）合わせて 名

会場は、新型コロナウイルス感染拡大の予防策が徹底され、全員マスク着用、座席の間隔をあ
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いつの時代もＮＵＰＲＩの使命を考え
アフターコロナに向けた時代の
新しい可能性をともに探る

令和２年６月22日
14時30分～
ホテル国際21にて開催

令和２年６月 日、
「第 回ＮＵＰＲＩ定時総会」がホテル国際 にて開催されました。

NUPRI定時総会
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部会活動事業報告・
令和２年度方針発表
■観光母都市ながの部会
善光寺の魅力を発信、
誘客につなげる
夏目副部会長

寺の神秘的魅力についてＮＵＰＲＩ独
自に掘り起こし、観光客誘致につなげ
ていきたいと考えています。
・長野周辺の山城の魅力発信
川
 中島合戦は、実は「山城」の取り
合いが主要な目的でした。長野周辺に
は、今も多くの山城が残されており、
大変魅力的な観光地となることから、
行政に山城の整備を提案、資料提供、
情報提供をしていきます。

たいと考えています。
長野中心市街地を着物で練り歩く「花

本
 事業は、善光寺ゆかりの隠れた魅
力があることを再認識していただき、

なく中止となりましたが、来年の５月Ｇ

新型コロナウイルスの影響によってやむ

遊歩～牛に引かれて善光寺参り～」と「信

ます。また、長野地域に点在する「山城」

地域に愛着と誇りを持っていただくこ

Ｗ期間には花遊歩を開催できればと思っ

・
「善 光寺ゆかり、隠れたるパワースポッ
トめぐり」事業の継承

にも焦点をあて、信州の豊かな自然と組

とを目的として行っています。御開帳

ています。その時には思い切りアピール

本部会では、一貫して知られざる善光

み合わせて紹介する中で、
〝ながの〟で

が１年延びた中、コロナ終息後には皆

して楽しいイベントにしたいと考えてい

今年度は、御開帳・宿坊がテーマ

■ここ掘れ！長野調査隊

す。

州シルクロードを巡る旅」は台風 号や

の滞在時間の延長、リピーター客の増加

さんの意見も頂戴しながら進めたいと

ますので、ぜひご協力をお願いいたしま

寺の魅力の発信を目的に事業を進めてい

を図り、長野市を起点とした広域観光の

考えています。

■「第９回花遊歩～牛に引か
れて善光寺参り～」

更なる充実につなげる活動に取り組んで
います。
・善光寺の神秘的歴史の掘り起こし
善
 光寺には、あまり知られていない
奥深く神秘的な歴史があります。霊場
としての善光寺、数々の行事など善光

待たされた分だけ、
次回の開催にご期待を

竜野調査隊長

州〟の大切な遺産として意識していただ

トを開催、着物の技術と伝統文化を〝信

ることから、着物をテーマにしたイベン

表される着物はまさに県の伝統文化であ

シルク大国信州において、絹織物に代

き出すとともに、長野地域の観光振興の

な視点で調査・探索し、新たな魅力を引

魅力スポットや歴史遺産をもう一度新鮮

よく知っているはずの長野地域の隠れた

も引き続き私たちが長年暮らしてきて、

テーマに開催を検討しています。今後と

善光寺第２弾として、御開帳・宿坊を

き、継続的に発展させていく機運を高め

鈴木事務局次長
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高く、 月に行われる収穫祭は信州観光の

にはマスコミにもリリースし、多くの市

ホームページ上に掲載するとともに、時

調査隊活動につきましては、ＮＵＰＲＩ

含めてサロンの講師としてふさわしい人

聴きたい」
「ニュースで話題の人」等を

また、会員の皆さんには「この人の話を

いもお汲み取りいただけたらと思います。

い街になりますように、ＮＵＰＲＩの思

ており、農業の継続発展や地域の活性化に

園株式会社では、後継者の兆しが見えてき

法人化した農地所有適格法人おんびら農

で、継続して販売していく予定です。また、

に、減農薬を打ち出した「三水米」も評判

一つとして受け入れられています。さら

いただいているので、長野市が素晴らし

民の方に長野の隠れた魅力を熱き思いで

がいましたら、ぜひとも部会事務局まで

つながることを願い、取り組んでいます。

一助としていきたいと考えております。

発信し、共有化を図ります。

ご一報をいただきたいと思います。

■中心市街地活性化活動

■スポーツ振興部会

まちづくり長野等へ意見具申や提案を積
極的に行っていきたいと考えています。

■新産業創出部会

４つのコンセプトで
中心市街地を活性化

■わいがやサロン活動部会

ノベーションして紹介する仕事をしてい

ＮＵＰＲＩでは、ずっと「住み良い元

岩野部会長

ていた試合もようやく７月に開幕を迎え、

新型コロナウイルスによって中断され

熱い応援をお願いします

ます。新しいビジネス、生活様式という

気な街づくり」を目指して活動を継続し

Ｊ３では第３試合から有観客のゲームが

講師を招いて、街づくりの参考に

ことでは、今後ますます長野が注目され

ていますが、やはり行政との連携がうま

始 ま り ま し た。 ス タ ジ ア ム の キ ャ パ シ

掛谷副部会長

●ＡＣ長野パルセイロ及び
レディースチーム支援活動

倉石理事

新たに理事に選任されました倉石智典
と申します。私は、建築、設計、不動産

ると思っており、ＮＵＰＲＩの活動に少

くできないと街づくりは進みませんので、

ティはマックス５０００人とのことですが、

業に携わり、主にまちなかの空き家をリ

しでも尽力できればと考えています。

中心市街地活性化活動とタッグを組んで、

長年にわたり開催してきた採れたて野

長野商工会議所では、
「中心市街地活

④参加したくなる街、の４つをコンセプ

菜市ですが、高齢化問題で後継者を育て

ぜひ会場まで足を運んでいただきたいと

トに中心市街地の活性化に焦点を絞って

ることができなかった反面、地域の活性

街づくり関連の講師を招いていきたいと

活動を行っています。現在、①上信越道

化や地域住民の利便性、街の賑わい創出

性化協議会」を設け、①訪れたくなる街、

須坂長野東インター北側、②上信越道更

等は達成されましたので、今年４月末を

思います。今年はＪ１・２・３ともに昇格・

埴インター西側、③権堂ヨーカ堂問題が

持ちまして 年の幕を閉じさせていただ

考えています。今日は加藤市長にも来て

鷲澤部会長

事業を継承し、
農業後継者を育てる
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②住みたくなる街、③歩きたくなる街、

あり、加えてもんぜんぷら座ビルの老朽

きました。
りんごの木オーナー制度は 回目を迎
えた長期継続活動で、県内外からの評価は

20

化問題対応に対し、今年度もＮＵＰＲＩ
として会員間や専門家との話し合いの機
会を設ける中で、行政や長野商工会議所、

14

降格がなく、来年は２チーム少ない状態
からのスタートとなりますので、かなり
期待できるかもしれません。また、女子
では２０２１年９月からプロリーグのＷ
Ｅリーグが始まります。当チームも現在、
参加を悩んでいるところだということで
すが、またご報告したいと思います。

■公開講演会開催事業
鈴木事務局次長

年２回「公開講演会」を開き、地域活
性化をテーマにした講師やその時々の社
会情勢等時宜にかなった旬の講師をお呼
びして、公開で開催しています。毎回、
大勢の長野地域の皆様に参加いただき、
ＮＵＰＲＩの「地域貢献活動」の一つと
なっています。本日も定時総会に合わせ
て、国際山岳医の大城和恵氏をお呼びす
る予定でしたが、新型コロナウイルス感
染症防止のため延期とさせていただきま
した。大城さんには来年２月の全体懇談
会でお話しいただきたく考えていますの
で、どうかご期待ください。

事務局より

加藤 久雄 長野市長

来賓の加藤久雄長野市長より、
ごあいさつをいただきました。
  

皆さん、こんにちは。本日は、お招き
ありがとうございます。
現在、新型コロナウイルスの感染が拡
大する危機のさなか、全国いたるところ
で自粛警察やマスク警察といったコロナ
自警団の動きが広がっています。マスク
の不着用を非難する人、列に並んで間隔
を取らない人を糾弾する人など様々で、それが正義だと思ってやっています。
私は、昨年の 号台風以来、職場と自宅を往復する以外には飲みにも行かない、
ゴルフにも行かないという日々を過ごしていましたが、左肩のケガのために整骨
院に行ったところ、新型コロナウイルスの濃厚接触者になってしまいました。そ
の後のＰＣＲ検査で陰性が確認されましたが、健康観察期間が終わるまでは家か
ら一歩も外に出ませんでした。世間からは、濃厚接触者ということで誹謗中傷も
受けました。言っている人は、それを誹謗中傷だとは思っていません。なにも考
えずに言っているだけ。それが、こちらに伝わることによって誹謗中傷になるん
です。皆さん誹謗中傷はいけないことだと言っているけれど、気がつかないうち
に誹謗中傷しているわけですね。今回、そういうことを身に染みて感じました。
さて、長野市では新型コロナウイルスの感染拡大対策として、万全の体制で臨
んでいます。ＰＣＲ検査については、医師会のご理解をいただき、１日 検体の

るかもしれません。その際には随時、

はコロナ禍の状況によって変更があ

業計画を練りましたけれど、これら

皆様のご健勝とＮＵＰＲＩの益々のご発展を祈念して私のあいさつに代えさせて

敢に取り組み、社会に向けたご提言をしていただきたいと願っています。最後に、

活動の両立が課題となるでしょう。ＮＵＰＲＩにおかれましては、その課題に果

新型コロナウイルスによる経済への影響は深刻です。今後は、感染防止と経済

検査が可能になりました。

緊急理事会または緊急総会を開く予

いただきます。

80

定ですので、ご承知おきください。

各部会長とともに令和２年度の事
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