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「目指せ！日本一の地域企業力     

       ふじのくにの商工会」」」   

“韮山反射炉世界遺産プロジェクトを推進しよう” 

 

 

・10/13（日）        韮山商工祭/韮山時代劇場 

・10/19（土）～20（日）  ご当地キャラ博/彦根 

・10/26（土）  リサイクル祭り in伊豆の国/韮山時代劇場 

・10/27（日）   伊豆の国市産業振興祭/アピタ北駐車場 

 

 

 
    

 

 

 

 

● 日 時  10月3日（木） 

● 時 間  10:00～15:00 

  12:00～販売あり ※本イベントは商品販売を 

  目的とするのではなく、販路開拓の為に開催 

  するため、販売時間を限らせていただきます。 

● 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 

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 

 

 

 
    

                      in 函南町文化センター  

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！ 

入場 

無料 

～ 花ひらけ 夢ひらけ 

         今 2013 ～ 

１０/１３（日）１０：００～１５：３０ ※雨天決行 
会場：韮山時代劇場ひだまり広場 

第1回 

☆モダン日舞『樹の子』 

☆伊豆太鼓 

☆yosakoi伊豆小町 

☆三島高校 チアリーダー部    

             Jelly Beans 

☆オカリナサークルすばる 

☆韮山高校 吹奏楽部 

☆ぬえ左衛門 

☆伊豆の国市チアリーディングチーム（POWERFUL KIDS） 

☆伊豆中央高校 軽音楽部 

☆輪舞会 

☆NEW Generation Style 

☆韮山時代劇場付属劇団「いず夢」 

☆Magic✡Dream 

☆キヨミジャズダンススクール    ※出演順 

韮 山 反 射 炉 を 

     もっと 知ろう！！ 
 

～ 反射炉を世界遺産に ～ 

焼きそば、かき氷、フランク

フ ル ト、コ ロ ッ ケ、チ キ ン

バ ー、ケ バ ブ、焼 き も ろ こ

し、輪投げ、ベトナム料理、

グリーンカレー他多数！ 

※駐車場が少ないため 

 公共交通機関をご利用下さい。 

　　　前売りにら券販売所
伊豆の国市商工会本所・各支所
　　　　　　三島屋酒店(南條)
　　　　　　ヨゴサワ薬局(多田)
        　　さかいや食品(中)

 ●１セット 

    2,000円（200にら） 

 ●前売り「にら券」には 

   抽選券１枚付き。 

にら券で抽選券（10にら）を 

買って、豪華景品を当てよう！ 

※「42型液晶テレビ」、「羽根なし扇風機」、 
    「ルンバ」、「i Ｐａｄ」他景品多数 ！！ 

前売り 

にら券 

 発売中！ 

ぬえ左衛門も出演するぬん♪♪ 

日時：平成25年10月27日（日）    

主  催：伊豆の国市商工会 
 

お問合せ：伊豆の国市商工会 Tel 055-949-3090 

 
    

    

 
～日本政策金融公庫 国民生活事業による～ 

この度日本公庫と連携し、当商工会にて下記の日程で「一日公庫」

を開催します。「一日公庫」では、日本公庫の融資担当者が、融資の

お申込をいただいたお客様とご面談し、審査をします。 

開催日： 平成２５年１１月６日（水） 

時  間： 午前１０時～午後３時 

場  所： 伊豆の国市商工会本所（伊豆の国市四日町290） 

 

 

 

 要予約 

お申込み締切日                              １０月３１日(木) 
     申し込み方法につきましては、商工会にお問い合わせ下さい。 

      所定の書類が必要です。〈伊豆の国市商工会〉055-949-3090 

   午前10時00分～午後14時00分 

場所：アピタ大仁店 北側駐車場 

伊豆の国市商工会、会員事業所のオンリーワン商品（約40商品）

が一堂に会し、市民の皆様へご紹介、販売する新たなイベントで

す。食品はもちろん、経営革新の認証を受けた事業所の技術、

サービス、新製品をご覧いただくことが出来ます。当日は、スタ

ンプラリーや伊豆の国○×クイズなど楽しいイベ

ントが盛り沢山です！皆さんでお越しください♪ 

 

 

 

 
 
 

  商工会員による模擬店が 
たくさん出ます！族 

会場：伊豆長岡庁舎前広場 

【恒例！】 
♪お楽しみ大福引抽選会 

♪ゆうゆうカード大抽選会 

♪楽生保育園鼓笛隊パレード 

♪投げもち 

【H24年度空手演武】 

 

 

 

 
 
 

 

にエントリーしました!! 

   投票期間 11/8まで 
みなさ

ん応援
 

よろし
くだぬ

ーん♪
 

 

http://www.yurugp.jp/ 

投票はこちら からだぬーん♪ 

 

または ゆるキャラグランプリ 

ついにボクぬえ左衛門もゆる

キャラグランプリに出馬したぬん 

ただいま人気投票の真っ最中。

好きなキャラに1日1票ずつ投

票できるぬ～ 

☆「完成！ぬえ左衛門HP」☆ 
 

みんなお待ちかね、ボクのホームページができたぬ～ 

ボクの最新情報やプロフィールがひと目でわかるぬん 

キーボードは苦手だけど、がんばって更新するので 

みんなも見てぬ～ん   URL：http://nuezaemon.net/  

・公庫新規借り入れお申込 

・公庫のお借入残高を一本化する『おまとめ融資』 

・公庫のお借入残高の借り換えのお申込     など 餅ま
きも
!! 



◎毎月第2金曜日 

〈18：00～20：30〉 
 

伊豆の国市商工会  

伊豆長岡支所にて 
 

  商工会建設部会の 

専門指導員が増改築の費

用、工事規模、工期などにつ

いてのご指導・ご相談に応じま

す。 

 

 
 

 

        

 

 

 

商業部  

2013年現在のスマートフォンの契約台数は･･･なんと6,500万回線!! そのうち、91%

の方が毎日地域情報を検索しているというデータがあります。この市場を取り込ま

ない手は無い。スマートフォンユーザーの有効な取り込み方などの講習会を開催し

ました。ご興味のある方、資料ご希望の方は商工会までご連絡下さい。 

http://masujimanouen.com/ tel   055-949-4655 

【所在地】  〒410-2124 静岡県伊豆の国市原木932 

エリンギを中心としたキノコ

栽培農家。非常に鮮度が高い

が一定のサイズでは無い為

スーパーでは受け入れられな

い“規格外品”のエリンギを

オリーブオイル漬けにして加

工品として商品化した。 

 (有) 増 島 農 園 

～平成24年度 経営革新企業紹介～ そ の 4 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。 

＜その9＞ 
反射炉世界遺産を契機に観光立市体制構築 “ふる里を 考  えるコラム” 考 

◎観光関係事業者だけが当事者ではない 
世界遺産登録を契機にまちを活性化というと、観光関

連事業者だけが当事者だと思われがちですが、他業種の

事業者に加えて、まちづくり活動（各種ボランティア或

いは環境保全等々）に取り組む皆様にも、伊豆の国市を

元気にする当事者であるという自覚を持ってほしいと思

います。 

近年は、遊ぶ・触れる・学ぶ・体験することを目的と

した旅行或いは長期滞在といった多様な観光が、活発に

なってきました。我がまちには、歴史・文化、自然・風

土或いは穏やかな人間性にまで及ぶ様々な観光資源が沢

山あります。 

◎自分達が大切にしてきたものを褒められれば悪い気は  

  しない 
先祖伝来の暮らしの中で大切にしてきた故郷の自然

や、集落に伝承されてきた村祭りを他人に褒められれ

ば、関係者はうれしいものです。菖蒲御前のご縁に繋が

る高崎、金山奉行大久保石見守に関連する八王子からの

来訪者に、近しい感情を持つのも人の常です。最近、国

宝に指定された願成就院の仏像について、 

知人に説明することも満更ではありま 

せん。更に、我がまちの反射炉が世界 

遺産に登録されようとしています。 

◎広告とは自画自賛、市民による口コミ情報が効果的 
欧米社会では、自分の家族や出身地をしっかり説明で

きない人は、信用されないとも聞きました。「住みたい

まちが、訪れたいまち」と言っても、自分の住むまちの

良いところや素晴らしいところを伝えなければ、誰も訪

れてはくれません。 

ネット上で観光事業者が発信する情報よりも、第三者

の「口コミ情報・ブログやフェースブック」の方が信頼

されやすいと言われています。大勢の市民が自分のまち

を自慢する「口コミ」が活発なまちにしたいと思いま

す。 

◎観光立市に向けて、多様な当事者の力を結集 
自ら、故郷自慢をして、観光地伊豆の国の広報を担当

するようになった市民は、お客様にどのように接するの

でしようか。伊豆箱根鉄道で来訪するお客様に、通学の

高校生が笑みを浮かべて挨拶するようになるでしょう

か。道路不案内の他県ナンバーの車に、積極的に道案内

が出来るようになるでしょうか。 

観光立市は、広報担当者である市民が、自分のまちを

自慢するための情報の共有から始まります。観光協会が

作った素晴らしいポスターを、小学生に見てもらうこと

を提案します。 

韮山反射炉を含む「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」を世界文化遺産に推薦することが、政府か

ら発表され、地域活性に向けての千載一遇のチャンスが巡って参りました。 

とは言いましても、登録に向けて乗り越えなければならない課題が沢山ありますし、登録の暁に 

予測される来訪者への対応という観点からも、市民の皆さんのご理解とご支援が不可欠であります。 

【坦庵フェア】 

【反射炉PRキャラクター】  てつざえもん 

 伊豆の国市商工会では毎月第二日曜日にアピ

タ大仁店ケンタッキー前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。 

 7月がアピタ大仁店での初開催となりました

が、大変多くのお客様にお越しいただき、大盛

況でした。10月以降も下記日程で来年3月まで毎月行いますので、

是非お越しください。 
 

☆開催日時☆   ☆開催時間☆  ☆開催場所☆ 

毎月第二日曜日 11:00～15:00 アピタ大仁店ケンタッキー前 

 

   

 

 
 

 

 

会員限定 

● 日   時：平成25年12月1･2日（日･月） 

● 視 察 地：サントリー山崎蒸留所・嵐山散策 

        長岡京市商工会・清水寺散策 

● 募集定員 ：30名（定員になり次第〆切） 

● 参 加 費：￥15,000/お一人様（入場料・宿泊・ 

        食事代・バス代込）当日集金 

● 参加対象者：商工会会員及び会員家族、従業員 

        及び従業員家族（従業員の福利厚生 

        として活用いただいても結構です） 

        ※研修の為、家族等の参加は16歳 

        以上（後継者候補）といたします。 

● 申込方法 ：11月8日までに商工会までお申込 

        下さい。（※先着順） 

 
－問合せ先－ 伊豆の国市商工会 

・担当：鶴見（大仁）  0558-76-3060 

    西家（伊豆長岡）055-948-5333 

 

工業部 2013年8月29日開催  

①『産業振興財団の扱う融資・助成金』 

②『ファルマバレーセンターの取組と地元企業の動向』 

③『金融機関との上手な付き合い方』 
  ※詳しい資料などご要望の方は商工会までご連絡下さい。 

１０/１３ 

（日） 

*会員の皆様から要望の多い下記3つのテーマについて講習会を開催しました* 

*女性部員募集* 
～伊豆の国市商工会女性部はいつでも仲間を募集しています～ 

 

女性部               先般９月２５日韮山福祉センターにて、今後さらに認知症が増加傾向にあろうと予測され 

ることを前提に、伊豆の国市地域包括支援センターの支援により認知症の方、そのご家族の方にも安心して暮らせるまちづ 

くりをめざし、家庭と事業を上手に切り盛りする方のための、認知症サポーター養成講座を開催し、多くの女性部員 

さんが受講しました。認知症の認知から、その方々への接し方など『 わかりやすく☆』講義をして頂き、自分たちが 

心がけていることを、学び取り、気づかせて頂きました。 

 特に大事なこと、驚かせない・急がせない・自尊心を傷つけない(認知症は脳の病気)、また、余裕をもって接すること、 

さりげなく・自然に・普段通りに・・・認知症の方に対しての一番の援助を学びました。また、講義終盤では、心を元気 

にして認知症を予防するヒントを学び、多くの受講生はうなずきながら聴講した本講習会は時間の経過があっという間に 

感じられ、気づきの大切さを学んだ講習でした。今後、認知症やその家族を見守る担い手として、認知症のサポーターの 

役割を果たしていきたいと思いました。 

2013年9月11日開催  

 

地域モデル事業とは･･･『経営力強化施策実施・地域モデ

ル事業』が正式名称で、伊豆の国市商工会の会員有志が地域

経済の活性化に向けた事業計画を国へ提出し、採択を受けた

ものです。活動内容は、今後、世界遺産登録に向けた手続き

の進む伊豆の国市の韮山反射炉など、地域資源を活かした商

品開発などを進めます。 

写真は、先日9月21日（土）に韮山反射炉で行われた坦庵フェアで、地域モデル

事業が開発した『反射炉ドッグ』を紹介しているところです。反射炉ドッグは竹

炭を混ぜ込み焼き上げた黒いパンに、市内事業所製造のソーセージと色とりどり

の野菜を挟んでいます。 

なぜ黒なのか？ 
韮山反射炉→鉄の鋳造施設→鉄のイメージカラー→黒 

多くの方に試食をしていただきました。実際に召し上がりた

いという方は、10月13日（日）の『韮山商工祭』と、10月27

日（日）にアピタ大仁店北駐車場で行われる『産業振興祭』

にも出店しますので、是非お越しください。 
反射炉ドッグ 

＜伊豆の国市民のための高齢者相談窓口＞  

       ①北部地域包括支援センター 担当地域 旧韮山町・江間地区       055-949-9213 

          ②南部地域包括支援センター  担当地域 旧伊豆長岡町（江間地区を除く）・ 

                                     旧大仁町                    0558-76-8010  

経営やさまざなジャンル

の講習会・視察研修会に

一緒に参加しませんか。 

年間部費 1,000円で 

異業種交流しましょうよ。  

★女性部はおもてなし事業として他地域からの受け入

れを積極的に行っています。今年、11月には、岐阜県

と群馬県からの女性部をお迎えします。 

商工会 055-949-3090まで 女性部に加入申込の 

お問い合わせは   


