
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  伊豆の国市商工会会報  №61 
 発 行 伊豆の国市商工会  

 発行人 会長  土屋 龍太郎 
 URL http://www.izunokuni.org/ 

発行日  平成26年7月1日  

電話 055-949-3090(本所代表) 

 E-mail izunokuni@dolphin.ocn.ne.jp  

 平成26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」」」   

8/1 

(金) ～第６５回 きにゃんね大仁夏まつり～ 荒天時 

8/5(火) 

恒例となりました８月１日の「きにゃんね大仁夏祭り」は今年で第６５回を数え、更に内容を充実してまいります。 

この祭りは大仁地域、地元商店街、観光協会の協力により開催されており、近年では8000発の花火が打ち上げられる

ほどになりました。また商店街では商工会員による出店が盛大に並び、数々のステージイベントが行われます。 

まだ大仁の夏祭りをご覧になったことのない方は、ぜひ一度お越しになって下さい。 ＊ 花火大会(大仁)１９：３０ ～ ２０：３０ 

        

                 

    午後２時００分～ 

       

          韮山狩野川まつり2014   8月3日（日）      

   伊豆長岡温泉戦国花火大会 8月4日（月） 

   豪華景品多数            ～抽選会参加方法～ 

①抽選券の取得方法 

 7/31の新聞折り込みの歩行者天国チラシに印刷された大

抽選券引換券又は、お楽しみ前売り券についている大抽選

券引換券をまつり当日に抽選券とお取替えします。   

お楽しみ前売り券は7/12より大仁石井米店、長屋書店、杉

村百貨店、平井精肉店の4店舗にて1枚¥1,000(¥1,300分使

える)で販売。販売総数は100枚。売切れ次第終了。              

②抽選券引換は8/1まつり当日14時30分～歩行者天国本部

＜石井米店横駐車場＞にて行います。             

尚、会場付近は駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用下さい。 

伊豆の国市アンテナショップ 
８月３日伊豆長岡駅前にOPEN 

◎対象：伊豆の国市商工会全会員（一部業種を除く） 

◎補助件数：先着50事業所、１事業所5,000円を上限。 

◎FMいずのくにのCMの制作料は¥5,000～です。 

◎申請方法：申請書は商工会HPや商工会窓口に用意 

 してあります。 申請には『FMいずのくに』のCM制作費 

 の領収書が必要になりますので、大切に保管して下さい。 

＜お問合せ・申込み＞ 
伊豆の国市商工会 TEL055-949-3090 FAX055-949-2740  

FMいずのくに TEL 055-940-0877 

¥5,000補助
します!! 

 伊豆の国市商工会では、反射炉プロジェクトの一環として、伊豆の国市ならではの逸品を『伊豆の国反射炉

ブランド』に認定する事業を開始しました。現在も申請の受付中です。また、７月１０日には申請のあった商

品（食品・製品・サービス）の審査会を開催し、８月３日には審査会にてブランド認定された商品を集め、  

２０１５年３月迄の期間限定のアンテナショップを開店します。 

 伊豆の国反射炉ブランドをまとめて購入するチャンスです。是非ご利用下さい！！ 

伊豆の国市アンテナショップ伊豆の国市アンテナショップ伊豆の国市アンテナショップ   
 

場  所：伊豆長岡駅ロータリー前（つず美湯元園とエール学園の間）  

開 店 日：平成２６年８月３日（日）１５時 OPEN（予定） 
取扱品目：伊豆の国反射炉ブランド認定品を常時２０種類以上販売予定 

営業時間：１０：００～１７：００予定（季節により変動あり） 

 
 

☆☆伊豆の国反射炉ブランド認定商品も引き続き募集中！！☆☆ 
 ブランドの申請はアンテナショップ開店後も受付します。 
 

登録対象 

・食いしん坊 ぬえ左衛門部門  ･･･ 食料品（飲食店メニュー含む） 

・ものづくり てつざえもん部門 ･･･ 工業製品（工芸品含む） 

・観光、体験 狩野川城山部門  ･･･ サービス 

 

伊豆の国市商工会の会員はブランド認定料・更新料は無料！！ 

伊豆の国反射炉ブランドに認定された商品は、新聞やＦＭいずのくに等 

メディアを利用し、全国へ向けＰＲを行っていきます。 

 

 

OPEN記念イベント 

  ８月３日（日） 

      １５：００～（予定） 

『韮山反射炉を世界遺産へ』 
 

伊豆長岡駅前イベント開催 
 

伊豆中央高校 書道部による 

パフォーマンスや、伊豆の国反射

炉ブランドが当たる抽選会などイ

ベント満載!! 

    IZU食彩トレイドフェア開催のお知らせ in 函南町文化センター  
入場 

無料 

● 日 時 9月26日（金）27日（土） 

● 時 間 26日（金） 13:00～15:00 販売無し 

      27日（土） 10:00～15:00 販売有 

※注意 26日（金）はバイヤー向けの展示、商談会

の為一般の方への販売は行いません。購入をご希望

の方は27日（土）にお越し下さい。 
 

● 場 所  函南町文化センター 函南町上沢81 

● 出展数  約60事業所 

 地元で作られたものだからこそ安心・安全でおいしい。自信を持って創ったものだからこそもっと知ってほし

い！使ってほしい。そんな熱い思いを持った事業者が皆様のご来場をお待ちしております。是非お越し下さい！ 

 尚、今年度は２日間の開催になりました。１日目の２６日は、展示商談のみですので、販売は終日行いません。 

ご購入をご希望の方は、２７日（土）にお越しください。 

 

 

 

 
 
 

 

主催：IZU食彩トレイドフェア実行委員会 

 函南町商工会・伊豆の国市商工会・伊豆市商工会 

 

共催：西伊豆町商工会・ 

松崎町商工会・南伊豆町商工会 

河津町商工会・東伊豆町商工会 

＜お問合せ先＞ 

伊豆の国市商工会  
    Tel 055-949-3090 

同時開催 

～事業者の皆様へ～ 

伊豆の国反射炉ブランドという名称

にとらわれることなく、貴社の自慢

の逸品をブランド認定し、市内外へ

広くＰＲしていくことが目的です。

是非、登録の申請をお願いします。 

 

 8月3日伊豆長岡駅前に開店予定の、アンテナ

ショップへの出展希望者向け説明会を、下記日程に

て行います。出展希望者は説明会に必ず出席して

下さい。尚、２４日は説明会終了後、店頭の販促に

有効なＰＯＰ作成講座を開催します。是非、ご出席

下さい！ 
 

 開 催 日 時  
 

・７月２４日（木） １８時３０分～ 
 

 説 明 内 容 

・出展条件について（品数、搬入方法、価格等） 

・その他質疑応答 
※説明会、POP作成講座は別紙申込書でお申込下さい。

お問合せ 伊豆の国市商工会 TEL055-949-3090 

  

 

 

 お客様の目を惹くＰＯＰ・手書きチラシの概要、

反響の良い事例などと共に、実習を交えながらお話

ししていきます。すぐ使える楽しい講習会ですの

で、是非ご参加ください。 
 

●日 時  ７月２４日（木）１９時～２０時３０分 

●場 所  伊豆の国市商工会本所 ２階 会議室 

 ●内 容  お客様目線での手書きチラシとＰＯＰの実践講習 

●講 師  島村信仁 氏 ㈱経営ドクター代表取締役 

●受講料  無料  

●申込先  伊豆の国市商工会本所（電話：055-949-3090／ＦＡＸ：055-949-2740）   

  ●申込み締切  平成２６年７月１４日（月） 

※ 当日は、実際にＰＯＰを作成しますので、色鉛筆、マジック等筆記具をご持参下さい。 

  色数、本数、大きさ等制限はありません。 



 

 
 

 

       

   

 

“ふる里を 考  えるコラム” 考 

平成24年8月に消費税増税法案が成立し、本年4月より消費税率8%、平成27年10月に10%へ引き上げ

られる予定です。この機会に消費税の経理実務を理解し、自社の増税対策を考えませんか。商工会で

は下記のとおり講習会を開催しますので、皆様の受講を心よりお待ちしております。 

≪セミナー内容≫ 

1. 消費税申告(経過措置等)に際しての留意点   

2. 消費税率改正に対応した会計処理(月次、申告)方法等 

平成26年7月１６日（水）19：00～21：30 

会 場：伊豆の国長岡総合会館アクシスかつらぎ 第２会議室 

参加費：無 料 

持ち物：筆記用具（蛍光ペン 含む）、電卓 

お申込み：伊豆の国市商工会（担当：松下・日吉）TEL055-949-3090 

日時 

 
      第1回  

センチュリー21レディス 

ゴルフトーナメント 

   商工会 

（本所・支所）で 

前売券発売中!! 

前売券 

伊豆大仁カントリークラブ 

各日共通券    

  4枚綴り 
￥5,000 

(消費税込) 

当日券 
大会当日ギャラリーゲート 

にて発売します 

※友人・ご家族等で一緒に 

  お使いいただけます。 

（予定） 

 7/25(金)   7/26(土)    7/27(日) 

 ￥2,000   ￥3,000    ￥3,000 

〈予選ラウンド〉 〈予選ラウンド〉 〈決勝ラウンド〉 ＊消費税込 

※21歳以下は入場無料 

※年齢のわかるものをご持参ください 

※当日券は指定の期日のみ有効です。 

〔主催〕株式会社センチュリー２１ジャパン 

〔公認〕一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 

〔後援〕伊豆の国市、伊豆市 

〔協力〕伊豆大仁カントリークラブ、伊豆の国市観光協会 

     伊豆の国市商工会、伊豆箱根鉄道、伊豆箱根バス、 

     JA伊豆の国 
【お問い合わせ先】  伊豆の国市商工会 

                055-949-3090  
商工会の出店もあります! 

7/25(金)、7/26(土)、7/27(日)    

〈スタート時間/各日 AM7：30〉 
（予定） 

平成24年11月1日の本紙の“ふる里を考えるコラム”で

「コミュニティFMで、まちを元気に」という提案の結

論として、『①できるだけ多くの住民に聞いて貰える番

組をつくる。②放送された内容が社会的反響を呼ぶよう

になれば、広告を出そうという意欲に繋がる。③そう

なって初めて、放送会社が存続できる。』という説明を

致しました。また、「コミュニティFMは、まちを元気

にする。災害時には被害の軽減に役立つ。」という効果

を掲げましたが、現時点ではその成果は見えてきており

ません。 

その要因は、「聞こえない」・「面白くない」にあ

ると言われます。故に、多くの市民が聞いてくれていな

い、故に、番組スポンサーが増えてこない、故に、経営

が逼迫するという悪循環のなかにあります。 

聞こえるようにするには、ハードの整備が必要であ

り、再投資が求められます。面白い番組を作ろうとすれ

ば、新たなマンパワーが必要となり、ランニングコスト

が増大するというジレンマに陥っています。 

今般、会社設立の時点に立ち帰り、運営上の課題を抽出

検討することで、今後の方向性を見いだしたいと考えて

います。同時に、「まちを元気にする、被害を軽減す

る」は、市民共通の願いでありますので、市民或は事業

者の皆さんに、改めて、FMいずのくにに対するご理解

とご支援をお願い申し上げます。  

検証1、今まで聞いたことが無いラジオ放送 

市内の小売店の情報は聞こえてきますが、商品の紹

介に留まり、事業を営むという視点での話は出てきませ

ん。地域を元気にしたいと頑張っている人達の情報が、

足りないのではないでしょうか。 

地元で事業を営む人、地域活動に頑張っている人達

の思いを、電波に乗せる工夫が必要です。自分たちの取

組がラジオから流れてくるのを聞くことで、その人達の

活動が活性化すると同時に、ＦＭ放送のファンが拡大し

ていくという道筋が見えてきます。 

検証2、暮らしに密着した情報 

全国版でない【議会情報】【行政情報】【経済情

報】【生活情報】【スポーツ情報】【気象情報】が、

暮らしに密着した情報だとしています。市議会の一般

質問は放送されておりますが、その他の情報が聞こえ

てきません。自分達の取組が第三者の注目を浴びるこ

とは、当事者にとって、悪い話ではありません。地域

情報の発信者が遠いところにいるからではないでしょ

うか。区長会は地域情報の坩堝です。市内各区の区長

を始め様々な活動を展開する団体の役員に、情報提供

者になってもらう取組は如何でしょうか。更に、市内

の事業者団体も、大きな情報源であります。 

検証3、コミュニティFMは社会基盤 

住民の連携こそが、地方分権社会を支える「共助」

の基であり、地元に関する情報を住民が共有すること

が、連携の第一歩であり、コミュニティFMは非常に有

効だと言いました。 

車で市外に通勤する人達に地域情報を提供するとし

た時、午前7時からの放送は適当でしょうか。その時間

帯に、かつての井戸端会議のような情報や伊豆の国市

発の情報を発信したら、ファンが増えるのではないで

しょうか。 

検証4、聞こえない理由と対応 

マガジンの創刊号に、電波強度という記事が出てい

ます。三島市は雑音が大きい地域であるので、強い電

波を出しても良いが、伊豆の国市は雑音が少ない地域

であるので、あまり強い電波を出してはいけないとい

うのが、ルールだと言っています。設立時に聞こえる

とされたにも関わらず聞こえない地域がありますが、

その判断は実際に電波を出して計測した訳ではなく、

単にシミュレーションの結果だったそうです。 

聞こえないことの対応には、ハードの整備・再投資

が必要という前に、やることがあるのではと考えま

す。 

●テーマ  「静岡県産業振興財団の取扱う助成金、支援制度」 

●講 師   公益財団法人 静岡県産業振興財団 

●内 容  ・静岡県産業振興財団の概要と支援制度の紹介 

      ・産業振興財団の取り扱う助成金や過去の申請事例 

 例えば･･･  販路を開拓したい、設備投資をしたい、それに関わる 

        助成金を受けたい等  

●日 程   平成２６年７月１８日（金） １４時００分～１６時００分 
       説明 １４：００～１５：３０ 個別相談 １５：３０～１６：００ 
●会 場   伊豆の国市商工会 本所（韮山） ２階大会議室 

●受講料   無 料    ●申込締切  平成２６年７月１１日（金） 

●お問合せ  伊豆の国市商工会 大仁支所  （TEL 0558-76-3060 FAX 0558-76-0720）担当：鶴見 

                 伊豆長岡支所（TEL 055-948-5333 FAX 055-948-2389）担当：西家 

 伊豆の国市商工会では毎月

第二日曜日にアピタ大仁店内

にて建築無料相談を行ってお

ります。伊豆の国市商工会の

建設部会の役員が新築、増改

築、リフォーム、お庭やカー

ポートなど、住まいに関する

疑問なら何でも無料で相談に

応じます。 
  

☆開催日時☆  ☆開催時間☆ ☆開催場所☆ 

毎月第二日曜日 11:00～15:00  アピタ大仁店内 

 

   

 

 
 

 

 

7/13 
（日） 

アピタ大仁店内 

                           6月4日、女性部は浜名湖花博

ガーデンパーク会場へ行ってきました。伊豆の

国市商工会女性部は花ざかり✿✿ 

       花壇の植えつけも研修の成果が 

出ています。三地区の花壇をご覧下さい。 

6月5日 静岡県商

工会女性部連合会 

おもてなし 

6月15日  

天竜商工会女性部 

おもてなし 

 花壇 

おもてなし事業 


