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会長あいさつ 

 

美濃戸高原別荘地連絡会  

会長 中村敏昭 

 

令和２年が良い年になるようにと年頭に願い、

何の不安も持たずにいたところが未だかつてない

新型コロナウィルス禍が全世界を恐怖に巻き込む

形となりました。 

4 月 7 日の 7 都府県非常事態宣言に始まった 

不要不急の行動制限や３密回避が全国に広がり、

国民すべてが神経を擦り減らし感染の不安に  

襲われましたが、会員の皆様におかれては   

ご無事にお過ごしでしょうか。 

 幸い、5 月 14 日には長野県を含む 39 県で 

宣言解除となり、5月25日には首都圏1都3県と

北海道も解除となりましたが、ウィルスは撲滅 

できておらず、ワクチン開発も年越しになりそう

です。姿の見えない相手と今後どう戦う生活を 

送るべきか、日常の衛生管理と健康維持、それに 

適切な３密忌避の自覚などが肝要と言える     

でしょう。第2波・第3波の流行懸念もあり、 

 

 

 

 

 

 

 

少し治まっている今こそＰＣＲ検査能力と医療 

施設の更なる拡充、クラスター早期発見手法の 

開発に期待したいものです。 

 5 月Ｇ・Ｗにはルーティーンで美濃戸を訪れ

別荘の庭掃除に精を出すのですが、6月19日以降

にならないと大手を振って県境を跨ぐことが  

できません。5 月からの定例世話人会はネット  

での意見交換に変わり、夏の枯れ木感謝祭や総会

開催もこの会報がお手元に届く 6 月中には開催の 

是非が決定していると思います。（夏の原村朝市 

イベントは早々に開催中止となりました）暫くは

我慢の年となりそうです。 

 

さて、蓼科観光株式会社（以下、会社）との   

管理費値上げ交渉は解決を見ないまま、1 月には

60％値上げの請求書が会社から会員の皆様に届く

結果となりました。連絡会（以下、会）では、    

会社が主張する値上げ理由が非論理的で且つ     

一貫性がないことを終始訴え、会員の皆様に  

会主張の値上げ額（これまでの管理費金額に  

加えて 1 区画あたり 11,000 円の加算・税込み） 

での支払い要請をさせていただきましたが、  

下記にありますように多くの皆様から賛同の  

返答をいただきました。会員の皆様には改めて 

厚くお礼を申し上げます。 

会員に対するアンケート（会の方針と値上げ 

内容に対する賛同・不賛同・保留）の内容は、   

回答率が 64.7％・149 人となり、回答者中の賛同

割合は 83.9%にもなりました。（4 月 30 日現在・

人） 

 

連絡会会員数 230  

回答者 149（64.7％） 

賛同者 125（83.9％） 

不賛同者 4（ 2.6％） 

保留者  20（13.4％） 
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昨年末以降の管理費値上げ交渉に係る会の活動

ですが、これまでブラックボックスとなって    

いました会社経営内容や別荘地営業事業を   

財務諸表分析から明らかにさせることができ、 

これら資料から得られた改善要求書を去る   

3 月 3 日の 松島社長対談でぶつけることが   

出来ました。これらの収集・分析活動は会の役員 

及びオブザーバー諸氏による精力的な働きと、 

小澤弁護士からの適切なアドバイスを得て実施 

できました。この場を借りてお礼申し上げます。 

 

主な内容をダイジェストになりますが、   

報告させていただきます。 

  

①「管理費経費を賄うに60％値上げが必須という

会社主張への切り崩し」 

 

会が会社に対して 60％値上げ理由の論理的  

根拠の無さを法的に糾弾してきたアプローチ  

（管理規約条項違反、その他値上げ理由の裏付け

データ開示要求）の他に、財務諸表分析などから 

新たな反論要素を加えることが出来ました。 

会社が１月請求書に添付してきた平成 30 年度

部門別損益計算書に着目し、会社が事あるごとに

主張している「管理費コストが管理費収入では  

賄えない」表現に対して、「管理コスト」の構成   

要素を明らかにするため 14 項目の質問を会社に

ぶつけ、その回答を踏まえて分析結果を導き出し

ました。 

◆（結論）管理費部門に属する経費・販管費を

割り出し、管理費収入と対峙させた経常利益は僅

かなマイナス金額（▲348千円）でしかなく、会社

主張の60％もの値上げとは全く整合性がつかない

とともに、連絡会主張の管理費値上げ額 1 区画

11,000 円（税込み）×434 区画分が加われば   

平成 30 年度数値に重ねると営業利益で  

１,400 千円、 経常利益で 4,002 千円の黒字と 

なり、十分賄えることになるのです。 

 

②「別荘地の現状認識、課題、経営上の諸問題の 

指摘」 

 

過去 5 年分（平成 26 年度～30 年度）の    

財務諸表開示を 1 月末に会社に認めさせ、   

損益計算書・貸借対照表の分析を進めました。 

◆（結論）平成 27 年度に若干の黒字であった 

以外は赤字基調ですが、その主たる要因は   

所有不動産の営業不振です。販売促進に向けた 

組織体制が機能しておらず、地権者から返上  

された土地も含め、今春の所有空き区画数は  

65区画にもなっていることが判明しました。勿論、

販売に不向きな区画が以前から 30 数区画含まれ

ますが、これらの空き区画を新規購入層販売に 

結び付けていれば会社はとっくに黒字転換が  

出来ていました。故に、これらの手持ち区画の  

販促努力が会社にとっての喫緊の課題になる  

わけです。管理費 60％もの値上げ主張が筋違い 

ということが一目瞭然 でした。 

◆（同）人件費比率が高いのも問題です。   

平成 30 年度で見ると、総売上額 54,046 千円に 

対し、給与、役員報酬、法定福利費、福利厚生費 

などの 比率が51.6％にもなっています。健全企業

では 30％止まり、労働集約的サービス業でも  

30～40％で抑えるのが常識だそうです。会社が 

管理費値上げの要因に管理人 1 名増員を打ち  

出していたのは、やはり本末転倒であった   

わけです。 

◆（同）株主資本比率が低いことや長期借入金

が多いこと、水道施設大規模修繕工事に伴う  

資産増加から生じる減価償却負担増をカバーする

利益追求が今後必須な課題であることも明白に 

なりました。 

 

   
           （御柱道より阿弥陀岳遠望） 
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③「美濃戸高原別荘地の活性化に向けての提案」 

 

別荘地の活性化と改善を図り、新たな住人にも

多く加わってもらえるように当地の魅力を   

発信する方策と行動計画を提言しました。 

柱は３点で 

◆「環境良化と整備」では、別荘地を小奇麗に 

整備し、自然環境をより進化させる9項目の他、

別荘地モニュメントや道路愛称の追加等を。 

◆「PR の促進」では、美濃戸高原別荘地の   

魅力を周辺別荘地との差別化も含めて 5 分野で

抽出させ、会社と会双方のHPで推進する。 

◆「販売促進」では、仲介業者とのタイアップ

や、販売物件表示の充実、案内ツールの整備等   

10の項目提示を行いました。 

 

 

④「会社の管理費値上げに対する会員アンケート」 

 

1 月に会員の皆様にご依頼しましたアンケート

では前述にありますように、多くのご賛同と    

ご意見をいただき、ありがとうございました。 

会社の 60％管理費値上げに対するご意見では、

「不当である」という内容が圧倒的でしたが、  

「管理レベルは現在の内容で十分」、「管理会社を

替えてみたらどうか」、「値上された際のプラン  

説明が全くない」などをいただきました。この  

集計データも会社には提示いたしました。 

 

以上が会社へ行なった分析報告と改善提案と 

なります。新型コロウイルス禍で 5 月 25 日まで 

休業した会社から 5 月 28 日現在の反応は    

ありませんが、2019 年度決算内容も 6 月には  

確定する時期ですので、松島社長が経営改革と  

早期の販売促進策を確実に打ち出して黒字化への

道筋をつけていくか否か、また管理費値上げ問題

の決裂をどう収束するつもりか、慎重に対処して

いきます。 

連絡会では会社のどのような動きに対しても、

皆様の支援を得ながら論理的な交渉スタンスを 

引き続き継続して対処していきますので、   

今後とも皆様からのご支援をどうぞよろしく  

お願いします。 

                      

 

【ご報告の追加】 

 

会報原稿を送稿した後、6 月 4 日に松島社長  

から私に電話が入りました。要点は 2 点で   

「①会社あてに会から要求された経営改革、販促

手段具体化、別荘地の将来ビジョン等の回答を 

コロナ禍の影響で秋口まで待ってほしい②60％ 

値上げ管理費をお支払いいただいていない会員の

方に事務的ですが今後差額分の督促状をお送り 

する」でした。 ①の事項回答があって初めて双方

話し合いの場も作れるところですのに、社長が 

②の送付を言い出すなど、私は社長に食い下がり、

会として対抗手段も取る旨糾弾しました。値上げ

管理費で会の方針に賛同いただいた会員の皆様に

無用なご心配を掛けませんよう、6 月の世話人会

で小澤弁護士のご意見も仰いで善後策を決め、 

会員の皆様にお便りさせていただきます。暫く 

お待ちください。            

 

 

お知らせ 

 

◆ 第24期前期 世話人会活動報告 

 

         事務局長 加留部則彦（Y-45） 

 

4 月より第 24 期に入りました。前期（4 月～  

6月）の世話人会活動について報告します。 

なおオフシーズンの１～３月には本年 1 月に会社

より60％アップのままの管理費値上げの請求書が

全地権者に配布されたことを受けて会員の皆様 

には連絡会の方針（1 万円アップ）について   

ご説明しご賛同頂くべくお願いと共に賛同・  

不賛同のご意志確認のハガキを送付させて頂き 

ました。また、3 月 3 日の会長、オブザーバー   

による社長面談（本社訪問）のための資料作り  

などを実施致しました。（詳しくは会長ご挨拶を 

ご覧ください） 

第 24 期第 1 回世話人会（5 月 3 日予定）は    

新型コロナ肺炎禍の為開催することが出来ず  

止むを得ずネット会議となりました。初めての 

経験でご迷惑をお掛けした点もありましたが  

以下の議題を討議しました。 
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① 管理費値上げ報告 

② 水道施設大規模修繕工事に関する報告 

③ 事務局提案事項の検討依頼 （・世話人 

交通費支払の件 ・会費請求方法の変更 

・定例世話人会開催方法の見直し） 

④ 管理事務所との情報交換会における要望事項、 

  質問事項の件 

⑤ 2019年度決算案 2020年度予算案について 

⑥ 2020年度 活動方針（案） 

 

議事録をホームページに掲載しましたので   

ご覧ください。 

 

6 月 7 日の第 2 回世話人会もネット会議に   

変更させて頂きました。 議題は以下の通りです。  

 

① 管理費値上げ問題（会社の回答待ち） 

② 美濃戸別荘地活性化（同上） 

③ 蓼科観光情報交換会（同上） 

④ 第24期活動方針の進捗状況 

⑤ 枯れ木感謝祭の開催是非 

⑥ 総会の通常開催スタイルの是非 

 

【連絡会活動内容変更について】             

 

新型コロナウイルス禍の影響がやや落ち着き、

緊急事態宣言は解除されましたが第 2 波の様相も

あり、東京アラートも発令されました。今後の活動

内容を以下の通りとさせていただきます。 

① 7月 5日（日）第 3回世話人会はネット会議

とします。 

② 8月1日（土）枯れ木感謝祭は中止とします。 

③ 8月2日（日）第24回総会は会場での開催を

中止とします。議案をご自宅に送付いたしますの

で、賛否をご記入の上ご返信ください。 

尚、送付は 7 月中旬の予定ですがご自宅以外の 

住所に送付ご希望の方は 7 月 10 日までに事務局

までご連絡ください。 

また、その後の日程につきましても流動的です。 

ご協力よろしくお願いします。 

 

     
（ホテイラン） 

会員投稿 

 

◆ 信州との深～い縁 

 

N-80 篠崎 誠子 

 

「信州に関わる内容で」という投稿の依頼で、連続

ではどうも・・・と躊躇したのですが、私で    

良かったらということで投稿を引き受けました。 

戦後は本屋など無くて貸本屋が実家の 3 軒隣に 

ありました。１，２冊座り読みしてから本を借りる

のが好きでした。フクちゃん、サザエさん、   

少女心を誘うかっこいい騎士が登場する漫画が 

中心でした。貸し本屋さんはのんびりした人で 

誰でも好きに出入りして買わずに帰る人がいても

何も言いませんでした。学校に入るとおんぼろ 

とはいえ図書館があり読書好きの私は夢中で読み  

ました。長じて家の手伝いをして得たお金を  

貯めて文庫本に夢中になったり、自分で給料を 

もらう身になって全集なども手に入れては小説の

世界に没頭し、主人公の身に起こる不孝に涙を 

流したり登場人物と主人公が織りなす物語の展開

に心ときめかせて時を過ごしていました。現職中

は子どもたちとの格闘の日々で、悩みの解決の 

ための実践書に首ったけの日々を過ごして   

いました、疲労のためによれよれ状態で本を読む

余裕はありませんでした。兄・姉・弟計 9 人が  

ひしめくような生活で、父の給料は数日で消えて

しまうのでした。給料日翌日には米屋、酒屋、  

（味噌屋）魚屋、八百屋、そのほか多数が集金に 

来るので一気に貧乏状態ですが、給料とりという

ことで付け買いができました。教師に     

なりたかった私は、父が退職することになったら

退学するほかないということを知らされて   
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いました。幸いギリギリセーフで卒業することが

できました。 

一方、貧しさには違いがありますか、お金には 

縁がない生活だったと言うことでは「連れ」との 

共通点がありました。と言いますのも、「連れ」は

貧農の末っ子として農繁期はあれこれの仕事を 

しなければならなかったのです。家族の重要な 

一員として幾つもの仕事を手伝わされて育ち  

ました。農閑期になるやいなや近所の川で釣りを

したり、子守りを頼まれたのに甥っ子を木に  

縛って自分は自由に遊んでいたそうです。今では

「兄弟ですか」と言われるほど「連れ」と顔かたち

が似ていて映像関係の趣味も共通しています。 

自由奔放、好奇心旺盛、破壊しては再生する   

電気製品の組み立てが好き、論理的思考の大切さ

を会得し、（自己主張強しの傾向あり）スポーツ 

好き、歌声サークルに所属して歌がうまい人  

として私の前に現れました。 

そろそろ八ヶ岳との深～い縁に話を進めます。

「連れ」の姉たちが貧農生活からの脱出をめざし、

「女に教育は必要ない！」という父親の言葉に 

「こんな先の見えない貧乏暮し、狭い世界で  

生きるなんて嫌だ。未来は自分たちの努力で  

決める。教育こそ自由な生き方を保障するもの」 

という信念に燃える女性たちでした。そのトップ

ランナーが「連れ」を何かと引っ張り上げた一番上

の姉でした。長姉に続けとばかりに２人の姉も 

貧農生活からの脱出に成功しました。勿論、末っ子

の「連れ」も姉たちに続けと18歳で家を出たとの

ことです。3 人の姉と「連れ」は信州の一軒家を 

借りて勉学にいそしみました。姉と「連れ」の夏場

の合宿生活を3年間続けたそうです。 

八ヶ岳への登山も実施され、姉はふくらはぎを

痛めて「痛い！痛い！」の連発だったとのこと。 

阿弥陀・横岳・硫黄・赤岳・千畳敷カールなどなど。

私は学生時代に乗鞍岳に登ったきりで、「故郷の 

山はありがたきかな・・山は遠くで見るもの思う 

もの」体力欠乏症なのだからと、さっさと諦めて 

いました。「連れ」は15、6歳の頃に腎臓を病んで

長くスポーツを止められていましたが、信州で 

スケートをして体に変調をきたさなかったら  

スポーツ解禁と医者に言われ、スケートに   

チャレンジしました。幸い変調をきたさず、それ 

以来、テニス部や野球部に入って思う存分   

スポーツを楽しむことができたそうです。そんな

わけで信州は「連れ」にとって幸運をもたらしてく

れる土地であり思いも深い所なのです。 

私達の出会いは結婚にいたり、2 番目の姉が  

信州に縁があって私達一家は夏場に 2 泊 3 日の 

泊まりをさせてもらったり、1 番目の姉の別荘を

１週間借りたり、泊まりに行ったりもしました。 

子供たちも信州行きを唯一の楽しみにしていて、 

従弟同士の繋がりも深まっていきました。（なんと

なんと長男は信州に数日借りた一軒家で予定通り

に授かったのでした。）43 歳になる息子は今でも

お盆の時期には従兄や姉たちに会いたくて夏場 

暮らしている私達の住む「ひぐらし亭」に    

家族揃ってやって来ます。 

夏になればみんなに会える！登山ができる！ 

釣りができる！バーベキューができる！」と  

期待に胸ふくらませてやってくるのが習慣です。

孫達も信州のおいしい空気、緑の美しさ、釣り人に

なれるひと時を満喫して帰って行きます。 

 

   
                       （新緑の美濃戸池） 

ところで、どういう経過で「ひぐらし亭」を入手

したかの話に移ります。 

私が 47 歳ごろのことでした。一番上の姉が 

「誠子さん、丁度いい別荘が売りに出されている

から見に行くといいわ」と電話があり研修旅行 

から帰ってきた夫に言うと、数日後にはワゴンに

乗って候補の別荘を２軒見に行きました。「連れ」

はルンルン状態で「ここだ！展望台もあるし、建物

は校倉造りっぽくて狭いがいいのが見つかった！」
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喉から手が出るほど欲しい思いは人をパワー全開

にするものだと思いました。不動産に関する法律

本を必死に読み必要な手続きなどをノートに整理

し、入手までの時間はあっという間のことでした。 

二人で貯めた通帳のお金を見てため息が出る  

私でしたが、「え～い！どうにかなるって！」と 

腹をくくりました。境界あたりにあった手ごろな

石に私たちの懐具合からしても「そのひぐらし亭」

がいい！と珍しく意見が一致してペンキで   

ひぐらし亭と書きました。 

 取得して５年後の 51 歳で退職することになろ

うとは予想もしていませんでしたし、退職して  

9 年後には、自宅からアパート生活になり、更に 

一戸建ての中古物件にペットともども引っ越す 

ことになろうとは想定外のことだらけでした。 

（元の家は愛着もあって手放せないで「連れ」の 

住民票は移さずに自治会にも名を連ねていて役が

回ってくると大変です。いつか何かの災難の時に

は役立つと信じて環境整備の努力はしています。） 

 まったくもってその日暮らし亭にふさわしい 

生活。「でも、健康ならいいじゃんか。ひぐらし亭

がありさえすれば心ゆたかに暮らせるじゃん。」と

心底思う。（深谷ことば） 

 深谷の友人、学生時代の友人、私の兄夫婦・姉 

夫婦が木々に囲まれ、山々に抱かれて自然に  

とけあって暮らす生活をいっとき味わって元気に

なって帰る姿は、この別荘地の心地良さを証明 

してくれています。しかも、連絡会との繋がりが 

持てるということもかけがえのない財産であると

つくづく思っています。グレタ少女の「地球破滅へ

の警告」は人類の課題であることを我が身のこと

として日々の生活を点検していこうと思います。

そのことが愛する八ヶ岳と共に生きるということ

なのだとも思っています。その「ひぐらし亭」よ、

元気でいておくれの心境なのです。増築を重ねて

きましたが、本体は築45年ですから危なっかしい

です。この危なっかしさもまた愛着を抱かせて 

くれて実に愉快です。 

 「連れ」は右肩の腱 4 本のうち 2.5 本を断裂  

してしまい、群馬県にある慶友病院で手術を受け

ました。２カ月が過ぎてお箸も持てなかったの 

ですが、リハビリ通院のおかげもあって回復に 

向かっていますが、自力で信州に出向くのは運転

の練習をしてからということになってしまい  

ました。この文章を読んで聞いてもらったところ、

「俺が書いた方がもっと当時の景色や環境が手に

取るように伝わるんだが・・美濃戸の池までの道が

どんなだったかとか・・人々の暮らしぶりがどうだ

ったかとか・・・」それもそうだろうと思います。

何せ 60 年近い間、信州の山々や、御柱と言えば 

腰痛も忘れて村民の如く綱を全力で大声あげて 

引っ張り、木やり歌まで歌い、知り合いの家に  

上がりこんでは旧知の友のごとく息盛んに大声で

ワイワイしゃべって憚らずの人ですから・・・・。 

私たちも、あと何年自動車で「ひぐらし亭」に  

通えるか不明ですが、いずれ自然に還るまでは 

この八ヶ岳に抱かれて人間らしい生活を    

過ごしたいと思っています。 

 「信州との深～い縁」が伝わりましたでしょう

か？  おっちょこちょいの私達ですが末永く 

よろしくお願い致します。 

 

＜短歌七首＞ 「八（やつ）と呼ばれて」 

  

☆  山荘に現れては去ってゆく 

  八と呼ばれて一冬過ぎぬと 

☆  氷点下15度の地でいかにして 

   生きて来たのか黒毛の八は 

☆ 疾風の如く駆けて期飛びつきぬ 

   眼そらさぬ雄々しき雌犬 

☆ 女子高生「可愛すぎる」と撫でてゆく 

  「蘭」はすっかりこの地に慣れて 

☆ 白線を姿勢崩さず歩きおり 

  花などさらさら見向きもせずに 

☆ 菜の花の小道を私と散歩する 

  歩調を合わせ付き添うように 

☆ 夏来れば八ヶ岳なる故郷で 

  「八」に戻って駆け巡りたり 

 

   
（ズミ） 
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インフォメーション 

 

◆メール会員の皆様へ： 

 

「会費納入方法：総会案内書送付方法変更について」 

 

日頃会にご協力いただきメールにてご連絡させて 

いただいておりますこと誠にありがとうございます。 

経費、労力共に大変助かっております。しかしながら

ここ数年会費未納の問題が浮上してまいりました。 

全会員の一割以上の方が未納の状態となって   

おります。また、総会の出欠委任にご返事の    

いただけない方が全会員の半数に迫っております。

会費につきましては未納のご連絡を差し上げると 

振込先が分からないとのご連絡をいただくことも  

あります。その原因の一つとしてメールでのご連絡は

ついお忘れになってしまうのではないかと考え   

ました。そこで、定期総会のご案内を、通常メール 

会員の方はメール添付にて差し上げておりますが、

今回から全会員様に郵送で差し上げ、振込票・  

出欠委任状の葉書を同封いたします。しかし今まで

の振込方法、出欠委任状の出し方がお分かりの方は 

無理に振込票、委任状を使っていただかなくて結構

です。あくまで少しでも会費の納入率を上げるため、

会費の振込み方法をお忘れの方、また総会の成立

に必要な出欠委任状の回収率を上げたいとの目的

でございます。メール会員の皆様には重ねての  

ご協力をお願いすることになりますが、よろしく   

お願いいたします。 

              連絡会事務局  安藤 

 

◆「世話人会」新メンバー募集中（再掲） 

 

連絡会会員の皆様のご意見により幅広く耳を   

傾けるとともに、会としての活動をより円滑に進める 

ために、「世話人会」の新メンバーを募集して   

います。最初はオブザーバー参加でも、また毎回 

話人会に出席できなくても OK です。事務局や   

お近くの世話人にお声掛けいただくか、下記E-mail

でお申し込みください。管理費問題がピークを   

迎えているいまこそ、是非ご一緒に! 

 

 

 

◆「連絡会新規会員」をご紹介ください。（再掲） 

 

最近、新たに美濃戸高原別荘地の仲間となられた

方々をお見かけします。現・連絡会会員の皆様の 

声に加え、新たにこの自然あふれる憩いの地を  

求めて来られた方々からも貴重なご意見をいただき、

より良い別荘地の環境づくりに役立てたいと考えます。

お近くに新たな同好の志を見かけられましたら、  

是非連絡会のご紹介と入会資料お届けのお誘いを

お願いいたします。 

事務局やお近くの世話人にお声掛けいただくか、     

下記 E-mail でお知らせください。資料等を早速  

ご手配いたします。 

 

◆「会員名義変更・退会のご連絡」のお願い   

（再掲） 

日頃は連絡会の活動へのご理解・ご協力を賜り、  

ありがとうございます。諸般のご事情により名義変更

または退会される場合は、お手数ですがメールか 

電話で事務局宛にご連絡ください。名義変更の  

場合は「名義変更届」をメールまたは郵送させて  

いただきますので、ご返信・ご返送ください。    

連絡会を円滑に運営していくために、ご協力のほど、

よろしくお願いいたします。 

 

美濃戸高原別荘地 連絡会事務局 

TEL ： 080-1086-4884 （加留部） 

E-mail ： admin@minoto.jp 

 

編集後記 

 

「対岸の火事」とも思われた新型コロナ禍は、あっと  

いう間に世界中を席捲するパンデミックとなり、未だ終息

には程遠く、社会も経済も困窮しています。混乱を極める

医療現場を支え、インフラを維持し、日々の生活を成り 

立たせてくださっているキーワーカーの皆様には心から

の感謝と称賛の声を送りたいと思います。在宅・リモート

勤務となり、県境を跨ぐ移動の自粛からやっと先日美濃戸

に戻ると、カレンダーは３ヶ月が経ち、そこかしこの  

名残雪から、万緑満てる季節に移っていました。ようやく

移動制限も緩和されましたが、人出が戻るにはまだ暫くの

時間を要すでしょう。皆さま、どうぞ健康に留意して   

お過ごしください。お元気なお顔が拝見できる日を   

楽しみにしております。      （NK-1野々村） 

mailto:admin@minoto.jp

