
第57回 社員総会 資料

一般社団法人　豊科開発公社

令和4年5月24日



日　時　： 令和4年5月24日　午後2時00分から

場　所　： ビレッジ安曇野　第2研修室

次　第　 

1 開会のことば

2 理事長あいさつ

3 議長就任

4 議事録署名人選出

5 議　事

第１号議案　：　令和3年度事業報告、決算報告

第2号議案　：　役員の選任について

第3号議案　：　理事長の年棒減額について

その他

6 閉会のことば

第57回 社員総会　次第



　第1号議案

令和3年度事業報告、決算報告

自　　　令和3年4月 1日

至　　　令和4年3月31日

１．　　　庶務概要

　総会ならびに理事会は次のとおり招集され、それぞれの付議事項を審議したうえ承認された。

総会・理事会 招集月日 招集場所 　　　付　議　事　項

　第148回理事会 R3.5.26 ビレッジ安曇野

　第56回社員総会 R3.5.26 ビレッジ安曇野

　第149回理事会 R3.12.21 ビレッジ安曇野

　第150回理事会 R4.3.29 ビレッジ安曇野

２．　　社員の状況について

　安曇野市

　株式会社　八十二銀行

　株式会社　長野銀行

　あづみ農業協同組合

　武蔵野市

３．　　役員の異動

職　　名 異動事項

監　事

監　事

（１）令和2年度事業報告、決算報告

年　　月　　日

高嶋　雅俊

細萱   賢  

太田　 寛　

鎌﨑　孝善

（２）役員の選任について

久田　裕治

氏　　名

松下　玲子

千國　　茂 

西澤　仁志

松下　正樹

（３）理事長の年棒減額について

社　　　　員

1.　令和3年度上期事業報告及び収支について

１．第56回社員総会提出議案について

1.　令和2年度事業報告、決算報告

令和3年度事業報告

2.　役員の選任について

3.　理事長の年棒減額について

赤澤　哲也

令和3年5月26日

理　事

理　事

   大杉　由加利

田川　良太

　 吉田　美千代

代 表 者

1.　令和4年度の事業計画（案）及び

収支予算（案）について

2.　令和3年度決算見込み

就　任

退　任



４．　　事業の概要

（１）　　ビレッジ安曇野の管理・運営

　　イ．　　ビレッジ安曇野管理運営の受託

 令和3年度 増　　減 対前年比　

宿泊利用者 3,473 1,075 145%

風呂利用者 67,230 12,569 123%

日帰り宴会、食事利用者 3,232 69 102%

日帰り研修、体験利用者 2,306 1,047 183%

総利用者 76,241 14,760 124%

　 徴収委託された使用料 Ｒ3年度 増 減 対前年比　

44,179,244 14,250,620 148%

　　ロ．　　各種体験事業

（宿泊農業体験）

1．　　玉ねぎ掘り取り体験   6月19日　～　20日 3 人

2．　　野沢菜漬け体験  11月27日　～　28日 8 人

3．　　手づくり味噌体験   2月26日　～　27日 ※中止 0 人

4．　　わさびの花摘み体験   3月26日　～　27日 0 人

11 人

（日帰り農業体験）

1．　　信州そば打ち体験 3 人

2．　　わさび漬け体験 0 人

3．　　わさびの掘り取り体験 0 人

4．　　玉ねぎ掘り取り体験 0 人

5．　　稲刈り体験 0 人

6．　　野沢菜漬け体験 8 人

7．　　手づくり味噌体験 0 人

8．　　わさびの花摘み体験 3 人

14 人

25 人

宿泊農業体験者　合計

農業体験参加者　総数

29,928,624

61,481

日帰り農業体験者　合計

2,398

（人）

（宿泊・入浴売上）

令和2年度

Ｒ2年度

54,661

3,163

1,259



　　ハ．　　交流事業

1．　　あかしや祭り 5月23日

2．　　重柳納涼大会 8月15日

3．　　重柳大収穫祭 11月3日

12月4日～1月31日

5．　　ふるさと特急便 会費　　６，０００円 （年会費１２，０００円）

夏の便　　　 117 件 7月17日 発送

冬の便 95 件 12月11日 発送　

6．　　武蔵野市セカンドスクール受け入れ

　　・ 第６中学校　

生徒68名、引率者12名　計80名

・農家民泊 中止

4.　   2022. Ａｚｕｍｉｎｏ.光のページェントの開催

入浴者又安曇野市以外の観覧者を含め １２，７７６人の皆さんよりご高覧いただきました。

　市民有志による手づくりのイルミネーションの飾り付け（16年目）で、家族や宿泊利用者、

10月24日 ～27日

　次年度の開催については現在未定です。

※　規模を縮小し実施

※　中止

※　中止



（２）　　あづみ野ガラス工房の管理・運営

　　イ．　　あづみ野ガラス工房の運営

令和3年度 増　　減     対前年 

21,987 12,898 242%

  　ロ．　　ガラス工芸体験

1．　　吹きガラス体験 2,521

2．　　期間限定ガラス体験、土日祝日体験（小物作り） 341

（ ＧＷ、夏休み 258 小物作り 83 人　）

3．　　団体体験 722

（ リューター 685 絵付け 37 人　）

  　ハ．　　芸術文化振興事業

67

  　ニ．　　メディア出演　

　　ホ．    企画受注生産

598個 8月6日 納品

1個 10月15日 納品

 　 へ．　　作品展開催、出展

関川　

塩田

寺松

若色

安藤

安藤、塩田

寺松

関川　

安藤、寺松

関川　

若色

寺松

塩田

　　

（燕市吉田産業会館／新潟県）

・ ワークショップ「Ｓ＆Ｎ」集中講座 （SCRATCH&NOISE／長野県）

・ グループ展「十人十色・ガラス展」 （横浜赤レンガ倉庫／神奈川県）

・安曇野市高齢者記念品　

・ 個展「～Step Up～」 関川 葵  展 （KATAKOTO GALLERY／神奈川県）

・その他　企業など

・ 工芸都市高岡クラフトコンペティション2021  入選 （御旅屋セリオ／富山県）

・ 第3回北近江サケグラス公募展 （慶雲館本館／滋賀県）

（北アルプスブルワリー／長野県）

（ｷﾞｬﾗﾘｰｱｰﾄﾎﾟｲﾝﾄ／東京都）

蕎麦猪口

人　　　（対前年379.6％）

人　　　（対前年220.1％）

人　　　（対前年587.9％）

　春休み親子体験（小学生36名、保護者31名） 人　　　（対前年 72.0％）

・信越放送「ものづくり大賞ＮＡＧＡＮＯ」 大賞トロフィー

（高橋節郎記念美術館／安曇野市）

・ グループ展「GLASS WORKS 2022 Ⅱ」 （ギャラリー田中／東京都）

・ ｓｅｌｅｃｔ ｂｅｅｒ ｇｌａｓｓ 安藤、若色、塩田、寺松、関川

・ TOKYOハンドメイド祭 （TOKYO／東京都）

・ 第16回燕市美術展覧会　工芸・彫刻部門　市展賞

・　　　　　　　〃

（富山市ガラス美術館／富山県）

・ 第三回香十香皿デザインコンテスト　　　 奨励賞

・ グループゆう展　　　　　　　　　　

　　　　　　　〃

・ 第75回新潟県美術展覧会2021 工芸部門  入選

（人）

来房者数

（香十銀座本店、二寧坂店／東京都、京都府）

入選　　塩田・寺松・関川

令和2年度

・市民タイムス掲載　複数回

9,089

（朱鷺ﾒｯｾｳｪｰﾌﾞﾏｰｹｯﾄ／新潟県）

・ Ｎｅo 2021展

・ 第10回そば猪口ｱｰﾄ公募展　　 優秀賞



（３）　　産直センターの管理・運営

　　イ．　　イベント事業

1．　　武蔵野市 アンテナショップ麦わら帽子，安曇野特売フェアイベント 毎月第3土曜日

2．　　東福岡市 友好交流都市福岡市東区「博多どんたく港まつり」物販 中止

　　　　3．　　真鶴町 中止

4．　　武蔵野市 中止

5．　　東金市 中止

  　ロ．　　安曇野市ふるさと納税お礼の品の発送 1,014 件

  　ハ．　　安曇野新鮮野菜詰め合わせ「野菜BOX」の発送　 541 件

（４）　　あづみのコミューンチロルの管理・運営

　　イ．　　あづみのコミューンチロルの運営

令和3年度 増　　減  対前年 

10,823 2,584 131%

  　ロ．　　企画展、コンサート

12/1 ～12/25

・ 後藤郁子　切り絵作品展  1/6 ～　1/31

・ 豊田恭子　うつわ展  2/2 ～　2/28

・ ﾁﾛﾙ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ VOL.3　【早春の夜のピアノ＆尺八ライブ】  3/5

「むさしの青空市」物販

千葉県東金市「産業祭」物販

・ ＣａＦ2　ＪＡＺＺ　ＬＩＶＥ 11/13

・ 秋のおでかけ展 10/6 ～10/25

・ アトリエか猫のバック展

 6/10 ～　7/4

 5/22 ～　6/7

※今年度は商品の発送のみで対応しました。

神奈川県真鶴町「豊漁豊作祭」物販

（人）

・ 春のおでかけ展  4/1　～　5/17

8,239

令和2年度

来場者数

・ 中島仁 Trio Live featring 望月慎一郎．橋本学

11/14

・ 冬の贈りもの展

・ 「花のかおり・お香のかおり」　　武藤公夫　作品展 

10/27～11/23

・ クァルテット・クァドリレンマ（四刀論法四重奏団）  3/20

 7/14 ～　8/9

　

・ 「線で奏でるJazz」　  徳持耕一郎　作品展

・ 井崎正治展 

・ チロル7周年特別企画　ミズ文芸館　ミズテツオ展覧会  9/1 ～　9/30

・  ＪＡＺＺ　ＬＩＶＥ　Androqynous Ensemble Autumn Tour 2021

   

 4/11



（５）　　あづみ野ガラス　北工房の管理・運営

 　 イ．　　作品展（展示販売）

4/29～5/11

5/19～5/25

6/2 ～ 7/9 

6/12～7/4 

8/18～8/24

9/18～11/7

9/28～10/3

11/3～11/7

11/3～12/10

3/16～3/29

1/3～4/3 

（地場産業振興センター／石川県金沢市）

・ 安曇野スタイル （安曇野市内他）

・ 信州池田クラフト展 （北アルプス展望美術館／池田町）

・ 卑弥呼下関店13周年記念祭 （下関大丸店内テナント／山口県）

・ ガラスの器三人展 （ギャラリーシュタイネ／安曇野市穂高）

・ そば猪口アート展

・ おひなさま展 （ギャラリーぬく森／安曇野市穂高）

・ 全国手作りガラス展

・ 日本のガラス展（工芸協会） （代官山ヒルサイドフォーラム／東京都）

・ ガラス作品展

（高橋節郎美術館／安曇野市穂高）

・ ガラスのかたち展（工芸協会） （日本橋三越本店／東京都）

（ギャラリーぬく森／安曇野市穂高）

・ ガラスの波紋（工芸協会） （新宿小田急百貨店／東京都）※コロナの為中止


