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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」」

９：３０～１４：００

※雨天決行

会場：伊豆長岡庁舎前広場
【鼓笛隊】
(昨年の写真)
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豪華景品 空くじなし
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12：15
12：45
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開会式
オープニング「楽生保育園鼓笛隊」
販売開始 福引抽選会開始
サービス店会抽選開始
商工祭鍋販売開始
ダンス（三島長陵高校ダンス部）
投げもち（1回目）
ぬえ左衛門ステージショー
輪舞会による演舞
歌謡ショー
沼津市出身シンガー『MIU』(ミュー)
投げもち（2回目）
伊豆長岡商工祭終了

～日本政策金融公庫 国民生活事業による～

から揚げ・いなり寿司・
お 茶・う ど ん・切 り 餅・
焼 き 鳥・ピ ザ・焼 き そ
ば・赤飯・オムナ イスボ
ウル・衣類等の販売や輪
投げなど・・・♪

☆ゆうゆうカードの大抽選会☆
今回は特賞豪華２本立て！
電動アシスト自転車・ダイソン小型掃除機
(昨年の写真)

平成25年度

住宅の新築やリフォーム代金の15%を助成する『伊豆の国
市住宅新築・リフォーム助成事業』は申請金額が予算に達
しましたので、受付を終了いたしました。
たくさんのご利用ありがとうございました。

※駐車場が少ないため公共交通機関をご利用下さい。

１１/１０
（日）

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。

要予約

県 を 代 表し て
発 表 し た土 屋
モータース
武田友良さん

会員限定

●

お申込み締切日

時：平成25年12月1･2日（日･月）
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

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

意

!!

お問合せ先 伊豆の国市商工会
TEL 055-949-3090

☆開催場所☆

日
視

１１月５日(火)

☆開催日時☆

ｱﾋﾟﾀ大仁店ｹﾝﾀｯｷｰ前

●

・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

平成25年6月1日より発売を開始した『プレミアム商品

☆開催時間☆

●

●

注

11:00～15:00

●

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）

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。
毎月第二日曜日

静岡県の商工会青年部主張発表大会で見事最優秀賞を
受賞した伊豆の国市商工会青年部が、この度栃木県で
開催された関東ブロック大会に出場しました。結果は
惜しくも入賞は出来ませんでしたが、静岡県を代表し
て青年部の活動を発表しました。

●

【投げもち】

ぬえ左衛門も出演するぬん♪♪

県 商 工 会 連 合 会 は、去 る9月24
日、県内商工会と川勝平太知事
の意見交換会『知事と商工会を
語る会』を開催しました。7商工
会の代表者が地域に密着した商
工会、観光の振興策を発表しま 伊豆地区連代表
した。伊豆の国市商工会の土屋 土屋龍太郎会長
龍太郎会長は、韮山反射炉を含
む『明治日本の産業革命遺産』
の将来の世界遺産登録に向けた
期待を語り、江川坦庵の多彩な
功績を紹介したり、伊豆の周遊
プランを組み合わせたりするな
ど、伊豆全体が連携して相乗効
果を図る必要があると、課題を
川勝平太 知事
挙げました。

券』の使用期限は11月30日（土）です。

使用期限を過ぎてのご利用は出来ません。
まだ商品券をお持ちの方はお早目の
ご利用をお願いします。

平成25年度

雇用管理及び各種助成金制度等事業主説明会
〈説明会内容〉
①労働保険及び労働保険事務組合制度について
②高年齢者及び障がい者の雇用と現状と施策について
③静岡県労働局・ハローワークが取り扱う助成金制度
④静岡高齢・障がい者雇用支援センターが取り扱う助成金等
１)高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)
2)高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)
3）障がい者雇用納付金制度に基づく各種助成金

日程
会場
定員

平成25年11月28日（木）13：30～16：00
沼津市民文化センター ２F 大会議室 締切日
100人
11月21日

申込・お問合せ

下記に直接お問合せ下さい。

一般社団法人 全国労働事務組合 静岡支部

054-273-2347

10月27日(日) 開催

10月13日(日) 開催
抽選の景品には
1等賞の「42型液
晶テレビ」をは
じめ「自転車」
「ipad」が用意
され、またたくさんの出店でにぎわいま
した。初めての餅まきは、ステージ付近
だけでなくかなり遠くの人まで届いたよ
うです。にら券を買ってくれた皆さんあ
りがとうございました!!
10月3日(木) 開催
伊豆地区８商工会主催の
「IZU食彩トレイドフェア」が函南町文化センターで
開催されました。
伊豆地区60事業所の食の逸品が展示・販売
され、来場者は自慢の逸品の魅力を大いに
味わい、大盛況となりました。
ご来場頂きましたバイヤー、
一般の皆さんありがとうござい
ました。

10月6日～7日に一泊二日間の還元旅行
が実施されました。
福島県いわき市の「スパリゾートハワ
イアンズ」に宿泊し、日本三名瀑「袋
田の滝」の壮大な光景と本格的なフラ
ダンスショーを楽しんだ次の日は、
いわき市の名所と海の幸を堪能しまし
た。ご参加頂いた皆さん、ありがとう
ございました。

10月23日 台風27号 と秋 雨前 線、お
まけに東名集中工事の真只中、東京
湾のﾗﾝﾁｸﾙｰｽﾞと東京駅・KITTEと歌
舞伎座へ行ってきました。総勢34名
は業種を超えての交流や芸術作品を
堪能された今回の還元旅行は記憶に
残る旅になったことでしょう。
参加して頂いた皆さんのご協力を
心より感謝致します。

－11月の主な行事、講演会予定など－
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一日公庫 伊豆の国市商工会本所
税務相談会（韮山）
長岡京市観光キャンペーン
伊豆キャラ大集合in熱海（青年部）
住宅無料相談会（建設部会/アピタ大仁店）
西伊豆町商工会建設部会視察受け入れ

第15回住宅新築リフォーム審査会
伊豆長岡商工祭

19～20 群馬県沼田市東部商工会女性部おもてなし事業受け入れ

21
22
24
24
1

商工会全国大会・NHKホール
岐阜県神戸町商工会女性部おもてなし事業受け入れ

下駄ダンスコンテスト（青年部）
ゆるキャラサミットin羽生（青年部）
工業・建設部会主催視察旅行（京都）

※ぬえ左衛門が参加するイベントにはぬえ印

今年度が初開催となる、『伊豆の
国市産業振興祭』が、アピタ大仁店
北側駐車場で開催されました。市内
商工会員のオンリーワン商品、自慢
の逸品、経営革新を取得した独自の
技術などが紹介展示、販売されまし
た。当日は台風
の影響が心配
さ れ ま し た が、
晴天に恵まれ多くの方にご来場いた
だきました。
お子様を対象にした『伊豆の国○×
クイズ』では、伊豆の国市に関する
問題に子ども達が頭を悩ませる姿
が印象的でした。その他『スタンプラ
リー』も行い、市内特産品などが当
たる抽選会や、ぬえ左衛門と記念
撮影が出来るステージイベントなど
大盛況でした。

がついています

9月20日～21日にキラメッセぬまづ
で開催されました。静岡県東部地
域 の食・B級 グ ルメ・地域 ブラ ン
ド・サ ー ビ ス が 集 合 し、大 販 売
会、展示商談会を行いました。

“ふる里を 考
考 えるコラム”

＜その10＞

～伊豆の国市経済活性化への取り組み～
将来に夢や希望を持ち、次の世代へ暮らしと事
業を引き継いでいくことが、地域活性の目的であ
り、市民と事業者の共通の「夢」であります。伊
豆の国市商工会は、反射炉の世界文化遺産登録を
契機として、来訪者に提供するサービスを質・量
共に向上発展させる取組を通じて、地域社会と会
員事業者の将来に明るい光を投げかけること目的
とした事業に着手します。

◎住みたいまちが訪れたいまち
⇒ 観光に対する市民の理解促進
温泉や宿泊によって事業を営む者、田園景観に保持に貢献
する農業者等、数百年に及ぶ歴史文化に誇りを持つ者が、
其々の立場で大切にしてきた資源の価値を再認識し高める努
力がなければ、「夢」を実現することはできません。
太古の時代から現代に至る自然の成り立ちや暮らしの生い
立ちを、市民自らが知ることにより、慣れ親しんだつもりの
故郷を再認識し、様々な資源を活かしてまちを元気にしよう
という取組「地元学」があります。
多くの市民が、伊豆の国の広報担当であり、接客も担当す
るということになれば、観光関係事業者に留まらず、あらゆ
る業種の事業者、更には一般市民の皆さんの力を結集して、
来訪者をお迎えする体制づくりに繋がります。

◎経済の地域内循環による事業継続
⇒ 会員事業者間の相互理解促進
世界遺産登録を契機に増大が予測される様々なジャンルの
需要に、地域を挙げて対応するという仕組み（業態）をつく
◎反射炉プロジェクトは、伊豆の国市の経済振興の
ることが、「夢」を継続する必須要件であり、次世代への引
第一ステップ
これからの数年、伊豆の国市を取り巻く環境に 継を可能にします。
地域が密接に連携した業態とは、市内の商工・観光・農業
大きな変化が、①平成27年、反射炉世界文化遺産
事業者が、取引関係にあることを意味します。即ち、農・
登録と伊豆半島ジオパーク世界認定、②平成32
商・工連携や6次産業づくりであります。地元の事業者同士
年、東京オリンピック・パラリンピック開催、
③伊豆縦貫道、中部横断道、圏央道等の高速道路 の取引は、市場原理最優先の大手と中小の関係とは異なり、
短期的な視点での損得だけに囚われない世代をまたぐ取引で
網の整備等々の形で、訪れようとしています。
反射炉の世界文化遺産登録を、長期低迷から脱却 あります。
反射炉の世界文化遺産登録への対応に始まるプロジェクト
し反転攻勢に転ずるきっかけと位置付け、その5年
は、子や孫の代への継続を視野に入れた取組であるが故に、
後に到来する東京オリンピック・パラリンピック
開催を契機に、継続的成長に向けた流れを定着さ 安易な外部調達に頼らず、買い手と売り手双方の努力による
取引の拡大を推奨するものであります。
せようと意図しています。

10/20
（日）
あいにくの雨でした
が、たくさんの人に来
ていただき、輪投げ、
タマゴつかみなどで盛
り上がりました。

10月19日(土)
・20日(日)
あの有名なひこにゃん主催
の「ご 当 地 キ ャ ラ 博in彦
根」に 初 参 加 ぬ ん。ゆ る
キャラ界新入りのボクをみ
んな温かく迎えてくれたぬ
～。5分で考えた新技「ぬえ
左衛門マーチ」もステージ
初披露だぬ～ん☆

加盟店でカードを見せる
だけで、特典ＧＥＴ!!

入会金・年会費無料で

３つの特典
①会員になると、Club IZUNOKUNI（クラブいずのくに）加盟店で10%割引や独自サービスの
提供、粗品プレゼントなど様々な特典が受けられます。
②加盟店の特別セールや楽しいイベント情報などをDMやメールでお届けします。
③毎月抽選でプレゼントが当たります。会員になっているだけで、加盟店から提供されるとって
おきのプレゼントが当たるかも。毎月抽選、運だめしに！
入会条件は中学生以上なら誰でもOK!! 入会手続きはとっても簡単♪
入会申込用紙は、『FMいずのくに』のホームページ http://www.fmizunokuni.jp/
FMいずのくにスタジオ（韮山時代劇場内）や伊豆の国市商工会に用意してあります。
問合せ先

FMいずのくに TEL 055-940-0877

