伊豆の国市商工会会報
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/

“韮山反射炉世界遺産プロジェクトを推進しよう”

№55

発行日 平成25年7月1日
電話 055-949-3090(本所代表)
E-mail izunokuni@dolphin.ocn.ne.jp

平成25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」」

合同地域食材・食品展示商談会

＜物販について＞

販売時間

12:00～15:00

※いずれも内容は変更の可能性あり。

出展者・バイヤー
募集中!!

主催：ＩＺＵ食彩トレイドフェア実行委員会

～第６４回 きにゃんね大仁夏まつり～

●日
●場

建機試乗

時：平成25年8月18日(日)
所：スタート 大門橋
スタート直後
大門橋付近(昨年)
ゴール
千歳橋
●部 門：イカダ早下り部門
イカダ悠々下り部門 2部門合計先着100艇
レンタルイカダ用意しております(有料2,000円)

☆市民交流広場で、こんなことがやってみたいという
●募集期間：平成25年7月1日～7月31日
仲間を募っています。
●参加資格：①小学3年生以上 ②1チーム2名以上
③50m以上泳げる方
■狩野川川遊び大会申込み・問合せ先
●参加費： 1名につき1,000円(保険料込)
伊豆の国市商工会 本所
TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740
☆入賞者には豪華景品多数用意!!
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ご利用下さい

～FMいずのくに～

5,
￥
CM制作料

◎ 対象：伊豆の国市商工会全会員（一部業種を除く）

荒天時
8/5(月)

◎申請方法：申請書は商工会に用意してあります。また8月発送の商工会DMにも同封します。
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 TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740

予

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６４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
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。
～抽選会参加方法～
豪華景品多数
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7/13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。

イカダ下りの部 ※要予約
＊募集要項＊

◎補助件数：先着100事業所予定、１事業所5,000円を上限
◎FMいずのくにでは、CMの制作料を¥5,000～に設定しています。

昨年の来場者
約1,500名

本イベントは商品販売を目的とするものではなく、販路拡大の為に
函南町商工会・伊豆の国市商工会・
開催するため、販売時間を限らせていただきます。尚、物販のみの
伊豆市商工会
参加はご遠慮いただきます。
共催：西伊豆町商工会・松崎町商工会・
10時～12時までは物販は行っておりませんのでご注意下さい。
南伊豆町商工会・河津町商工会・
※販売商品：1事業所2品目まで（原則として出展商品に限ります）
東伊豆町商工会

8/1
(木)

市民交流広場 (千歳橋会場) 予約不要

昨年の様子

【 参加料 】１，０００円
『開催日時』2013年10月3日(木) 10：00～15：00
（物販を希望される場合は別途、
『会
場』函南町中央公民館多目的ホール(函南町上沢81）
物販手数料３，０００円がかかります）
『出展内容』①販路拡大や新規連携等を目的に、来場者へ事
【お申込み】出展申込書に必要事項をご記入の上、
２０１３年７月１６日（火）までに
業所や商品のPRを行っていただきます。
商工会までお申込みください。
②来場者向けに商品の展示販売。（希望者の
伊豆の国市商工会 TEL 055-949-3090
み。時間制限あり。)
｛対象｝
伊豆地区商工会の会員事業所で農水産業、食品
出展者説明会+講習会
聴講無料
取扱事業所(飲食業・食品製造・小売・卸業等)
日 時：8月２８日(水) １４：００～
及び実行委員会が出展を認めた団体。
場 所：函南町中央公民館
｛出展商品｝1事業所2商品まで
※注意…出展者の方は、事前の聴講が必須となります。
｛募集定数｝約60事業所を予定

◎ご希望の方は、地元スーパー等のバイヤーと個別商談できます。

狩野川川遊び大会開催!!

シャボン玉、パタパタ船、水鉄砲、
駄菓子屋、子供イカダ乗船体験等予定
鮎のつかみ取り、建機乗車体験、
ジオパーク紹介コーナー等予定

伊豆地区商工会
貴社の商品やこだわり、地域産品の魅力をアピールし、地
域ブランド食材を広く県内外に周知させることを目的とした
展示・商談会『IZU食彩トレイドフェア』を昨年に引き続き
開催します。新しい販路の開拓、ビジネスパートナーの発掘
の場としてご活用いただけることと思います。

第5回

8/18(日)

告
地元特産品が当たる

7月3日
抽選

7月7日
結果発表

午後２時００分～
韮山狩野川まつり2013 8月3日（土）
伊豆長岡温泉戦国花火大会 8月4日（日）
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。

当選番号は伊豆日日新聞・商工会HP・
商品券販売所に掲載します

重要！

中小企業金融円滑化法終了に伴い、6月、7月は本会の経営指
導員が重点的に資金繰り等の相談のための巡回・窓口相談を行っ
ています。伊豆の国市商工会では、下記メニューにより相談に応じ
ます。 お気軽にご相談下さい。

１、経営改善計画等の作成支援（エキスパートバンク事業）
中小企業診断士等専門家派遣による個別巡回指導 要予約
２、資金繰り、金融等に関する窓口個別相談（個別相談事業）
〈専門家による個別面談〉
要予約
日 時： 平成25年7月19日（金）10：00～15：００

当選券の引換期間：7月9日(月)～7月19日(土)

場 所： 伊豆の国市商工会本所
専門家： 中小企業診断士 五島 宏明 氏
３、経営指導員による巡回・窓口による金融相談

期間中に当選券をお近くの商工会までお持ち下さい

【相談予約・お問い合わせ】伊豆の国市商工会

055-949-3090

昨年度は、多くの新会員様にご加入頂きましたので、今月は約半数の
会員様をご紹介いたします。
○新会員の皆様です。よろしくお願いします。
事業所名

代表者名

事業所名

代表者名

＜その7＞

＊順不同・敬称略

事業所名

石黒

彰

バリエステＳａｙａ

長谷川千鶴

㈱みのり工務店

鈴木 満則

環八建設

八木

環

㈱ここさち

田中 美和

(有)アーキ工房

野中 益博

昆野総業

昆野 正義

(有)THE・コヤイズ

小柳津達美

(有)長栄塗装工業

山田 洋幸

中西建設

中西 立泉

(有)ユーキ

原

藤田インターナショナル

藤田 秀明

田中建築

田中 幸夫

工務水口

水口 博正

㈱サンケイシステム

真野 好司

大橋工務店

大橋 敏彦

(有)ワイイーエム

米山 芳彦

吉田建築

吉田 初美

木内 久見

木内 久見

伊豆ホーリーズ㈱

堀井 和雄

(有)森川建材工業

森川 幸治

アトリエＫＡＺＵ

山口 愛佳

インテリアナカジマ

中島 貴生

分久

笠谷さざ子

(有)若山建設

伊藤

㈱ダイカン

森

和カフェ９３

宮本 九美

(有)増島農園

増島健太郎

㈱ＦＡＣＴ＆Ｃｏ

後藤 浩伸

レジェンド

小坂 昭宏

木内工務店

木内 光紀

女性部長(定款会員)

天野佐代里

Ｍ’ｓハウス

水口 尊弘

中野興業

中野

ＢＥＡＲ’Ｓ

須田 裕治

ＫＡＺＵ ＣＲＥＡＴＥ

瓜生 一弘

ＴＡＫＥＩＳＩ

嶽石 憲一

さんしんハートフル㈱

森田 記義

山田建築

山田

昭二建築

二藤 昭二

周

卓

強

した。とても元気な花たちを是非
見てくださいね。花壇畑を耕して
苗を植込んで、水やりの作業はこ
れからも継続します。
【大仁地区】
136号沿い大仁市民会館前
(ボランィアの方との共同作
業です。)

マリーゴールド
・サルビア・ペンタス

進

●H24年4月1日～H25年3月31日

☆ 梅雨の合間をぬって、各所、趣 【韮山地区】136号線反射炉入り口
(ちょっと大人顔の仕立てです。)
向を凝らしての花壇が仕上がりま

〈女性部視察研修〉

小田原市版友好都市交流(北條五代祭りに参加して)

代表者名

石黒 彰

幸宏

“ふる里を 考
考 えるコラム”

女性部員さん・大募集中
詳しくは、商工会事務局へご連絡く
ださい。 055-949-3090

☆6月6日、この時期としてはとてもいい塩梅の天候
の中、伊豆の国市商工会女性部一行は、可睡ゆりの
園・秋野 不矩美 術館・森町小国 神社へ 視察研修に
行ってきました。部員さん相互の交流の場として、
自身の事業のPRを兼ねたﾈｰﾑをつけてのお食事は、お
しゃれなｲﾀﾘｱ料理にこちらもまた、花が咲いたこと
でしょう。小国神社では荘厳な雰囲気の中、森町商
【伊豆長岡地区】
工会女性部員さん・事務局の方々の歓迎を受けまし
た。今回の視察の目的のひとつ、伊豆の国市のPRを
414号線宗徳寺交差点横
（湯らっくす公園近く） することにより、他地区からの交流人口が増えるこ
とを願っています。また、神社周りの『ことまち横
丁』では、地域活性のお手本のちっちゃな商店街が
形成されていました。我が女性部員さんの事業にも
ヒントが得られたことでしょう。

過日、小田原北條五代祭りに参加しました。そ
のイベントの一つに、「北條五代ふるさとサミッ
ト」・小田原北條氏を題材にした「大河ドラマ」実
現に向けて頑張ろうという企画がありました。
北條氏ゆかりの市町、岡山県井原市、伊豆の国
市（韮山城）、伊豆市（早雲公を弔った修禅寺）、
川越市（川越城）、八王子市（八王子城）、寄居町
（鉢形城)、箱根町（菩提寺早雲寺）、鎌倉市（玉
縄城）、三島市（三島大社）、沼津市（興国寺城）
と小田原市の11市町の首長が勢ぞろいして、自らの
まちのPRと後北條を題材とする大河ドラマ実現に
向けての取組を発表しました。（小野伊豆の国市長
は、早雲公誕生の地「井原市」に続いて2番目に登
壇）
また、近隣の市町として、南足柄市、真鶴町、
湯河原町、松田町が、更に小田原市と「法隆寺ゆか
りの都市文化協定」を結んでいる奈良県斑鳩町が、
二宮尊徳が小田原出身であることから栃木県日光市
が参加していました。
尚、頼政公と菖蒲御前のご縁で我がまちと交流
のある群馬県高崎市からも、代表が参加されていま
した。戦国時代の高崎は、甲斐の武田家の支配下に
あったため、北條とは敵対勢力でありましたが、な
んらかの交流があるようです。
友好都市交流の典型を見たように思います。

守山御所で足利茶々丸を討って、伊豆を制覇し
た早雲が、関東統治のために小田原に進み、その後
五代に渡る支族の領地或いは支配地を網羅した都市
連合が、共通の目的として「大河ドラマ」の実現に
向けて気勢を上げています。
小田原市規模のまちですら、いわく因縁を基に
した多く市町との交流に力を入れています。その狙
いは、相互交流という視点に加えて、対外的アピー
ル力強化にあると思います。
八王子の長安の会の皆さんは、「大久保長安400
年祭」を実施するため、昨年10月に伊豆の国市を訪
れ、三福熊野神社の三番叟を見てくれました。その
上で、来年4月に八王子に来て、三番叟を演じてほ
しいと言われました。
現在、伊豆の国市は、韮山反射炉の世界遺産登
録に向けた取り組みを展開しています。「世界遺
産」登録というインパクトを更に増強し、より有効
に活用する手段として、伊豆の国市と友好関係にあ
る市町の支援を取り付け、其々のまちの周辺に向け
て伊豆の国情報を発信したいと考えています。
改めて、長岡京市、高崎市、小田原市、多賀城
市、潮来市等々の友好都市との関係を見直し、連携
を強化することを提案します。その際、観光・商工
団体に加えて、歴史文化・スポーツ等で交流する各
種団体にも、連携を呼び掛けて参ります。

(全部植えたら雨が落ちて
きました。ナイスデー!!)

【商工会青年部presents ぬえ左衛門 Radio 】
「FMいずのくに」にて6月27日より
毎週木曜日15:00～15:55の内25分程度
商工会青年部員が青年部事業や各事業所についてゲスト
出演しますので是非お聞き下さい！

ぬえ左衛門のぬえ日記
6月18日(火)アピタ大仁店にて

伊豆の国市商工会で好評発
売中のプレミアム商品券の
PRをお手伝いしてきたんだ
ぬ～ん♪
商品券にはおたのしみ抽選
券がついているんだぬん♪
7月3日に抽選会、7月7日に
当選番号の発表をするから
お楽しみに♪

ふじのくに広域ビジネス
商談・販売会2013
出展者募集
申込期限：7月19日

in キラメッセぬまづ

9月20日(金) 10時～16時
(商談会・販売会)
9月21日(土) 10時～16時
(販売会)

☆ 大 手 バイヤー・発注業者が多数参加
☆約200社による展示・販売会
☆個別商談コーナーを設置（要事前予約)

詳しくは沼津商工会議所HPをご覧ください

～～平成24年度 経営革新企業紹介～～

そ の２

県知事
承認

＊経営革新企業とは、中小企業者の独自の技術、ノウハウや工夫
による新商品の開発又は生産、新しいサービスの開発や提供の方
式の導入等々、事業への新しい取り組みにより経営の向上を図っ
ている企業。中小企業新事業活動促進法に基づき静岡県より承認
される。
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材

【所在地】 伊豆の国市北江間21-2

℡/ 055-948-2725

供養形態が形骸化し、海外産
木材に印刷を施しただけの低
価格の板塔婆が普及している
ことから、蓮の花などの仏教
に関連する図柄を彫刻した国
産材の板塔婆を開発・販売し
ていくことで供養行為を親し
みやすいものとする。

『いずのくに健康マイレージ』
協力店募集
健康マイレージって？
日々の運動や食事、検診の受診、健康教室や地域活動へ
参加した場合にポイントを付与し、一定のポイントを達
成した人にサービスカード（ふじのくに健康いきいき
カード）を発行します。協力店でカードを提示すること
で、さまざまなサービスが受けられるという仕組みで
す。平成25年10月19日(土)からスタート予定です。

サービス提供の協力店を募集いたします!!
募集〆切 8月16日(金) 但し、〆切以降も受付は随時
申込み・問合せ先 伊豆の国市役所 健康づくり課
TEL055-949-6820 FAX055-949-7177

