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平成23年度県下統一標語 

「目指せ！日本一の地域企業力 

ふじのくにの商工会」 」 」 

喰い処飲み処 むろ井 
★チキンライスの中央にチーズを入れてトロ～リ。 

ケチャップあんかけのあっさり味。 ￥900 

伊豆の国市中條297－1〈949-7750〉 

明けましておめでとうございます。 

市民の皆様には、ご家族様お揃いにて輝かしい新春をお 

迎えのことと拝察し、心よりお慶び申し上げます。 

さて、伊豆の国市が誕生いたしましてから七年を経過 

し、第一次総合計画も後期基本計画に入りました。総合計 

画の将来像であります『自然を守り、文化を育む、魅力 

(ゆめ)ある温泉健康都市』の実現のため、前期基本計画に 

引き続き、三つの戦略と六つの基本方針の下に、主要施策 

を時代の潮流や環境の変化に適合した事業推進を計るべく 

取り組んでまいります。 

特に五つのプロジェクトを掲げ、相対的に資源を注力し 

て将来像の実現を目指します。 その一は『暮らしの力の 

強化』、安定した産業の振興を図ります。その二は『防災 

力の強化』、東日本大震災の教訓を生かし市全体の防災力 

を強化します。その三は『健康力の強化』、生き生きと暮 

らせる力を育みます。その四は『循環力の強化』、地域資 

源の循環を推進いたします。その五は『歴史資源活用力の 

強化』、郷土愛と誇りを醸成いたします。 

長らく低迷する経済情勢の中で、ＥＵ諸国の財政問題や 

米国政府の債務超過問題から急激な円高や国内企業の空洞 

化が進み、雇用環境は益々厳しいものとなっております。 

～〈オムナイスボウル〉は伊豆の国市商工会特産品開発委員会が開発した新メニューです～ 

本会特産品開発委員会(前田忠男委員長)では、12月20日、伊豆の国市大仁市民会館で、参加 

予定の7店のオリジナルの「オムナイスボウル」の発表会が行われました。望月市長など行政、観光、 

飲食の関係が出席、試食を行いました。本市特産のトマトを使ったオムライス風のご当地グルメで 

す。各店が工夫を凝らした「オムナイスボウル」はどれも他にはない逸品です。下記７店舗で販売を 

開始しましたので、ぜひ各店を回って「オムナイスボウル」を食べ比べて下さい。 

本委員会では、オムナイスボウル会の加盟店舗を募集しています。 

〈問合せ〉伊豆の国市商工会特産品開発委員会055-949-3090 

年頭のごあいさつ 

新年明けましておめでとうございます。 

平成24年の年頭にあたり、謹んで新春のお慶びを申し 

上げます。 

最近の経済情勢は、未曾有の被害をもたらした東日 

本大震災の影響や急激な円高又、グローバル化の進展 

等、各種の不安要素が顕在化しており、管内の地域企 

業を取り巻く経営環境はより一層、厳しさを増してお 

ります。 

このような状況の中、商工会では、地域経済活性化 

対策の一環として本年度も市当局のご支援を戴き本年 

度で４回目となる生活応援商品券「10％プレミアム 

付、総額１億円」を昨年9月より発売し、市民の皆様 

の生活を応援するとともに地元の消費拡大にも大きく 

貢献しております。さらに長引く景気低迷の影響によ 

る地域企業の円滑な資金繰りを応援する利子補給制度 

伊豆の国市商工会 

加藤寛治 

「セーフティーネット貸付利子補給事業」についても昨年４月 

より実施し利用者が増加しております。 

又、商工会は、昭和３５年に「商工会の組織等に関する」法 

律が施行され、全国各地に設立され一昨年で５０年目の節目を 

迎えました。本年度は、更なる５０年のスタートの年と位置づ 

け静岡県商工会連合会では、商工会の原点に立ち返り商工会 

は、「行きます・聞きます・提案します」をキャッチフレーズ 

に掲げております。これを受け本会では昨年に引き続き、第２ 

段として市内の商工業者を巡回訪問する「企業訪問隊」を実施 

しており、昨年を上回る成果を上げております。 

地域及び商工会を取り巻く社会環境が急激に変化する中、 

「地域の総合経済団体」としての商工会の果たす役割りは大き 

く、静岡県下の統一スローガン「目指せ！日本一の地域企業力 

ふじのくにの商工会」のもと、伊豆の国市商工会が誕生してか 

ら６年目を迎える本年、合併効果を最大限に活かせる施策、事 

業に役職員一丸となって積極的に取組む所存であります。 

会員はじめ市民各位のご支援とご協力をお願い申し上げると 

ともに皆様にとりまして、新たな年が飛躍できる希望に満ち溢 

れる年となりますようご祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさせて 

戴きます。 

◇◇◇新年のご挨拶◇◇◇ 

伊豆の国市 

市長 望月良和 

地方行政にあっても、先行き不透明感が一層増しています。 

さらに追い打ちをかけるように自然災害が重なり、先の東 

日本大震災は、防災対策とともに原発事故によるエネルギ 

ーに対する警鐘という形で、今後の日本社会全体に深刻な 

事態をもたらしたと言えましょう。 

このように混沌とした社会にあっても本市行政が追及する 

『住民の福祉の向上』の役割は、益々重要なものとなって 

きています。本年の重要施策としては、防災対策を第一に 

掲げ、人口増を図るべく住宅政策の強化、観光施策のさら 

なる推進、医療充実に向けた諸施策の推進、商工業並びに 

農業による産地化などを予算化していきます。 

韮山反射炉が『九州・山口の近代化産業遺産群』世界遺 

産登録推進協議会の構成資産に候補になるなど、本市にと 

って明るい兆しも出てきております。このことはこれまで 

推進してきた施策が芽を出し、花を咲かせ、実を結ぼうと 

している好例であると思います。引き続き、市民皆様のご 

支援ご協力を是非お願い申し上げます。 

今年の干支は、辰(壬辰〈みずのえたつ〉)です。壬辰の 

年は『御時世が頂(いただき)の分水嶺(ぶんすいれい)から 

新世代へ大きく傾く』とあり、新時代への変化の年と言 

われています。本市の先人『江川英龍』は、まさに新時代 

を見越して生きた人物。彼の偉業を後世伝えるためにも、 

韮山反射炉の世界遺産登録を目指した新たな取り組みに着 

手いたします。また、後記基本計画の初年度でもあります 

ので将来像実現のため、より一層努力してまいります。 

結びにあたり、新しい年が市民皆様に素晴らしい年とな 

りますようご祈念申し上げまして、新年のあいさつとさせ 

ていただきます。 

開催日変更のお知らせ 平成24年1月の開催は1月12日（木）です 
＊どなたでもお申込みできます 

(経済ジャーナリスト) 

〈伊豆長岡支所〉 

＜プレス発表の様子＞ 

四季彩菜 しゃろう夢 
★ご飯はかんきつ類の炊き込みご飯。ソースは 

グリーンカレーソース （翠王さつま芋の葉使用） 

温野菜・きゅうりの佃煮付 ￥1,000 

伊豆の国市南條480-7 〈055-949-8006〉 

ぱすた屋 REB 

★【辛口】リゾットのトマトファルシ。自家製のチリソー 

スで、ちょっとピリ辛な味わい ￥1,000 
★【甘口】チキンライスそっくりのお米シリアルが詰ま 

ったトマトのコンポート。良質の牛乳と卵で仕上げた 

アングレーズソースで味わうスイーツバージョン ￥780 

伊豆の国市南條728-1〈055-949—8867〉 

美味酒房 ろさん 
★カレー風味のスパイシーライスが中に入ってい 

ます。卵の上にカレー味ソース、甘みとスパイス 

を楽しむ１品に。 ￥980 

伊豆の国市古奈366-2〈055-947-2484〉 

和食処 青あらし 
★具材に柿や芋を詰めてトマトを丸ごと揚げ 

ま した。《要予約》 ￥700 

伊豆の国市田京271-33〈0558-76-9077〉 

LOOSE 
★中にはバターソテーしたキノコと玉ネギ。 

ソースはくり抜いた中身とバルサミコのソースで 

あっさりと食べていただけます。 ￥600 

伊豆の国市田京264-39〈0558-76-8529〉 

串特急 大仁駅前店 
★昔の子供の頃に戻った演出をさせていただきま 

す。お楽しみに!!ソースにもこだわっています。 

￥580 伊豆の国市大仁448-3 

〈0558‐76-2323〉 

◎毎月第2金曜日開催 

【申込先】市観光商工課 要電話申込・1/31締切 

２０１２年地域経済の展望！～これからの中小企業の生き方～ 
テレビ朝日「サンデーフロントライン」「ビートたけしのTVタックル」などの報道番組で 

お馴染みの須田慎一郎氏を迎え、２０１２年の経済動向について、わかり易くお話を 

していただきます。この機会にぜひご聴講ください。 

●主催：伊豆の国市商工会 

●共催：三島田方法人会 韮山支部・伊豆長岡支部・大仁支部 

1961年東京生まれ。 

日本大学経済学部卒 

業。執筆活動を続ける 

傍ら、テレビ朝日「ワイド 

スクランブル」、「ビート 

たけしのTVタックル」、 

読売テレビ「たかじんの 

そこまで言って委員会」 

他、テレビ、ラジオの報 

道 番 組 で 活 躍 中。ま 

た、内閣府、多重債務 

者対策本部有識者会 

議委員を務める 

◆開催日時 平成２４年１月２４日（火） 受付１８時～ 開演１９時～ 

◆開催場所 伊豆の国市総合会館アクシスかつらぎ 多目的ホール 
◆定 員 １２０名（先着順、要予約） 

◆お申込み 電話・ＦＡＸでお申込み下さい。 

◆お問合せ 伊豆の国市商工会本所 電 話 ０５５－９４９－３０９０ 

ＦＡＸ ０５５－９４９－２７４０ 

講師：須田慎一郎 氏 

●ぱすた屋REB（南条） 
※裏面広告もご覧ください 

使用期限 平成24年2月28日（火） 
☆期限までにご使用下さい。 

プレミアム商品券 

取扱店が追加されました 

加盟44店舗の情報が一目でわか 

るマップができました。店舗や商品 

のカラー写真や電話番号、営業 

時間を掲載。是非、マップをご利 

用下さい。 

■日時/平成24年2月9日(木)13時より 

■会場/韮山時代劇場 映像ホール 

■講師/今井ひろ子（兵庫県香美町ジオパ 

ーク推進員、NPOたじま海の学校副代表） 

ー ジオパークで地域を元気に！ー 

★入場無料・どなた 

でも参加できます。 

入場無料 

（要予約）



【朝寒天パッション 

フルーツ】 
寒天とは思えないとろ～り 

感。日本版ヨーグルトとし 

て、朝食のお供にいかがです 

か？（１個 １９８円～） 

伊豆の国市吉田563 

℡：0558-76-2524 

【三色まんじゅう】 
伊豆長岡名物「温泉まんじゅ 

う」、地酒の酒粕を使った「酒 

粕まんじゅう『坦庵』」、つぶ 

あんの「よもぎまんじゅう」で 

す。(１個 ６０円) 

伊豆の国市南条1609 

℡：055-949-0634 

㈲佳月園 ㈲ハシバ 

山ト食品㈱ ㈲食彩フーズ 【フルーツゼリー】 
ゼリーというよりは、生の 

フルーツを食べている感触 

です。[ 販売予定商品 ］ 

伊豆の国市長岡460-1 

℡：055-948-1358 

⑯ - １１ ⑯ - １２ 

⑯ - １３ 
⑯ - １４ 

(観光名物開発委員会より) 

【唐辛子などの 

スパイス(３種)】 
国内各産地で契約栽培した国 

産唐辛子を発売しています。 

高品質・低価格！ 

伊豆の国市守木266-1 

℡：0558-76-1248 

㈲東海香辛料 Ｊｕｎ－ｓｕｎｂｅｒｒｙ ｆａｒｍ 
【ギフト用紅ほっぺ】 
超大粒で最高級の紅ほっぺを、 

オリジナルギフトボックスにて 

全国へお届けいたします。 

(1パック[6～15個]3,500円 他) 

伊豆の国市原木1189-12 405号 

℡：055-949-1385 
⑯ - １５ 

⑯ - １６ 

平成24年1月 3日(火) 

食彩トレイドフェアにて出店された各事業所（伊豆の国市 １６店舗）の自慢の商品について 

ご紹介します。（※今回は、⑯－１１から⑯－１６までの商品を紹介させて頂きます。） 

【うずわ味噌】 
駿河湾でとれたソウダガツオと 

大葉を味噌に練り込んだ、保存 

料一切無しの自然食品。内浦、 

長浜地区の郷土料理です。 

( １４０ｇ ３５０円～ ) 

伊豆の国市富士見865-1 

℡：055-948-0427 

◆工業・建設部会視察研修 ◆商業部視察研修 

◆長岡商工祭２０１１ ◆秋の収穫祭 

http://www.jun-sunberryfarm.com/ http://www.t-spice.net/ 

〈住まいのリフォーム博〉 〈信州小布施〉 

〈長岡商工祭 抽選会〉 

時間：午前10時～午後3時 

(雨天決行) 

場所：市内大仁区 

「大仁梅林」及び 

「大仁神社境内」 

(伊豆箱根鉄道大仁駅より 

徒歩5分） 

※会場付近に駐車場が 

ないため、大仁駅前有料 

駐車場をご利用ください。 

道祖神まつり 

道祖神は賽の神(さいのか 

み)とも呼ばれ、一般に村 

の入口にあり、旅の安全 

祈願や、外部から村に疫 

病が侵入するのを防ぐと 

言われています 

長岡地区役員が建立の7体 

の道祖神に参拝を行いま 

す。ぜひ一度ご覧下さい。 

①アクシスかつらぎ前 

②古奈あやめ湯前 

③マックスバリュ長岡店前 

④長岡2分団詰所前 

⑤市役所別館前 

⑥長瀬入口 

⑦江間いちごセンター前 

毘沙門天大祭 

だるま市 

時間：朝７時～ 

場所：奈古谷毘沙門堂 
（伊豆の国市奈古谷1790） 

【昨年の様子】 

毘沙門天は国清寺の鎮守 

で、七福神の一人です。奈 

古谷の国清寺毘沙門堂で毎 

年1月３日早朝(７時～) 

に開催され、だるまが販売 

されます。 

平成24年1月13日(金) 

■開催日時：1月28日（土） 

■場 所：①湯らっくす公園特設会場 

1４：０0～ ・弓道家の弓の実演 

・地元中学生による鵺踊り 

・餅まき ・豆まき ・模擬店 等 

②古奈温泉パレード 1６：０0～ 

・福豆を配りながらのパレード 

鵺ばらい祭 
「鵺厄除け札」販売 

平成24年１月28日(土) 

ジュン サンベリー ファーム 

歴史的遺産を活かした 

町づくりで人気の長野県 

北信濃地域の町。 

個別税務相談会のご案内 
無 料 

（要予約） 

平成24年 

2月18日(土)・19日(日) 

女性部主催の寄せ植え講習会を実施しました。参加者それぞ 

れ植え方や配色を意識して、真剣に取り組んでいました。 

◆女性部 寄せ植え講習会 

特賞の景品は液晶テレビ32型！ 

今年の特別企画のテーマは「3.11 

後の新たな住まい・リフォーム 

家族で考える安全・安心・絆」 

(観光名物開発委員会より) (観光サービス部会より) (青年部より) 
あいにくの雨でしたが、 

会場はにぎわいました。 

おおひと梅まつり 

－1月の主な行事、講演会予定など－ 
・1/04 本会仕事始め/市賀詞交歓会 

・1/08 青年部第10回全体会議・祝賀会 

・1/12 建築無料相談(伊豆長岡支所) 

・1/13 道祖神祭（伊豆長岡支所） 

・1/14 JAいちごまつり出店（女性部） 

・1/16 駿豆地区新春広域懇談会(沼津) 

・1/17 地区連税務部会 

・1/19 女性部常任委員会 

・1/23 本会役員顔合わせ会 

・1/24 新春特別経済講演会(アクシスかつらぎ) 

・1/24 県連新春祝賀会・表彰式(静岡) 

商工会青年部では鵺ばらい 

祭会場にて厄除け「鵺之破 

魔 札」を、 

販売致しま 

す。是 非、 

お買い求め 

下さい。 

★ご注意★相談内容により実施日が異なります。※１・※２を参照してお選び下さい。 

本会顧問税理士による個別税務相談会を開催致します。不安なこと気 

になることありましたら是非お申込み下さい。（時間：いずれも９時～１６時） 

※１ 帳簿のつけ方から贈与・消費税・ 

事業継承・税務などの相談会。 

※２ 個人で決算・確定申告書を作成 

されている方を対象に決算申告書 

の確認のみ行います。 

◆(本所 韮山) ℡055-949-3090 
担当顧問税理士 西井誠税理士 

日時：平成２４年２月８日（水） ※１ 

３月２日（金） ※２ 

◆(伊豆長岡) ℡ 055-948-5333 
担当顧問税理士 松井努税理士 

日時：平成２４年２月２２日（水） 

３月１日（木）・３月１２日（月） 

すべて※１・※２どちらも可 

◆(大仁) ℡ 0558-76-3060 
担当顧問税理士 鈴木尚剛税理士 

日時：平成２４年２月１７日（金） 

２月２７日（月）・３月６日（火）すべて※２ 

12月19日
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