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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」」

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！

伊豆の国反射炉ブランド認定商品アンテナショップ
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伊豆の国市商工会が推進中の反射炉プロジェクト。その活動の中の一環で行っている『伊豆の国反射炉ブラン
ド』認定事業は、7月10日に第一回審査会を行い、36事業所、67品目をブランド認定いたしました。その商品を専
門に取り扱う伊豆の国反射炉ブランド認定商品のアンテナショップ『反射炉屋』が8月3日（日）伊豆長岡駅前に
来年3月末までの期間限定でオープンします。反射炉屋は、ブランド認定商品の他、ぬえ左衛門、てつざえもん
グッズや、市民おすすめの観光スポットの投票所など盛りだくさんの店内に仕上がっております。反射炉ブラン
ド認定商品の試食なども楽しめるかも!?是非ご来店下さい！！

開店日時：8月3日（日）13時30分 閉店：20時（8月3日のみ）
場
所：伊豆長岡駅ロータリー前（つず美湯元園横）
営業時間(通常)：10:30～16:00予定（季節により変動あり）

※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。また、売切れの
際はご了承下さい。
●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
◎お問合せ先 伊豆の国市商工会 TEL 055-949-3090

審査会の様子

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。

出展・専門家派遣費用補助事業
･･･ 食料品（飲食店メニュー含む）
･･･ 工業製品（工芸品含む）
･･･ 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。

産官学連携 伊豆長岡駅前イベント
～韮山反射炉を世界遺産に～

8/3
（日）

雨天
決行

伊豆の国市商工会では、韮山反射炉の世界遺産登録に向けた『反射炉プロジェクト』の一環として、韮山反射炉
の世界遺産登録に向けて、産（商工業者）官（行政）学（教育機関）の特徴を活かし、連携、協働することにより
支援します。

※1

伊豆中央高校書道部による書道パフォーマンス

(

会場：伊豆箱根トラベル跡地

)

伊豆長岡
駅前

このイベントは下記のいずれかの方法でオリジナルうちわを作り、夜の花火大会のお供としてお楽しみ下さい。
①書道部員が事前に様々な字を書き込んだうちわの中から 好きな物を選び、そこに自分の名前を書いてもらう。
②真っ白なうちわに自分の好きな文字を書き入れてもらう。
参加費（募金）：100円～ いただいた参加費は、反射炉世界遺産登録支援の為、反射炉応援団に募金します。

※2

福引抽選会

会場：アンテナショップ反射炉屋前

イベント開始と同時にオープンするアンテナショップ『反射炉
屋』へご来店いただき、アンケートにお答えいただくと、反射
炉ブランド品、ぬえ左衛門グッズ、
てつざえもんグッズが当たる抽選会
にご参加いただけます。
参加費：無料。

☆イベントプログラム☆
13：30
13：50
14：00
15：00

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）
※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。

♣今年も実施します！♣

●対象/ 伊豆の国市商工会会員事業所
対象

オープニング
静岡県立伊豆中央高校
書道部による書道パフォーマンス ※1
福引抽選会の実施 ※2
イベント終了

(1)出展料のみ（交通費・人件費を除く）
但し、平成26年度中に実施されるマッチングとし、1事業所
1回限りとする。
平成26年度中に実施されるマッチングとし、当会・静岡県商工
会連合会及び全国商工会連合会が主催・協賛・後援し、当会が
認めるマッチングとする。
(2)専門家派遣に係る講師料（但し当会が認めるもの）。
初回3万円うち1万円自己負担

助成 （1）下限5,000円～上限25,000円（但し、出展料の50％以内とする）
金額 （2）10,000円（但し、初回のみとし、26年度内1事業所1回とする）
【申請期間】平成26年7月1日(火)～平成27年3月13日(金)
【申請・問い合せ】
伊豆の国市商工会 055-949-3090

献血のお知らせ
●日 時

●場 所
●主 催

平成26年8月12日（火）
10：00～12：00
13：15～16：00
アピタ大仁店駐車場

主な商品名

①㈱LAPIS-LAZULI：天野柿シリーズ
②㈱だるま
：万枚漬、太巻
③㈱TOSEI
：真空包装調理機
④㈲つず美湯元園 ：反射炉大砲ロール、ムラング
⑤食彩あら川
：青梅の含め煮、玉子焼
⑥深瀬菓子店
：七種のプチマドレーヌ 他
⑦㈱豪匠
：伊豆の焼豚、伊豆塩ローストビーフ
⑧山ト食品㈱
：牛乳寒天、牛乳寒天飴
⑨ミカドバーベキュー：みかんソース まったりっち
⑩柚香
：ゆず大福
⑪薫風工房
：反射炉ビアタンブラー
⑫土屋建設㈱
：ろっぽう野菜
⑬伊豆の国反射炉ブランド 認定品

きにゃんね大仁夏まつり 8月1日（金）
歩行者天国：14:00～・花火大会：19:30～

☆☆伊豆の国反射炉ブランド認定商品も引き続き募集中！！☆☆
登録対象
・食いしん坊 ぬえ左衛門部門
・ものづくり てつざえもん部門
・観光、体験 狩野川城山部門

時 9月26日（金）27日（土）
間 26日（金）13:00～15:00 販売無し
27日（土）10:00～15:00 販売有
いずれの日程も入場無料。

●伊豆の国市商工会会員の出展事業所●
事業所名

会員限定

❒参加対象者：貯蓄共済に新規加入３口につき１名様
福祉共済に新規加入２口につき１名様
ご参加頂けます。
本年度も上記の方を対象にしたお得な旅行を計画し
ています。詳細は追ってご案内します。
お得な商工会の共済にぜひご加入ください！
共済については遠慮なくお問い合わせください。
伊豆の国市商工会
055-949-3090

～労働者を一人でも雇用していれば労働保険に
加入する必要があります～
商工会にご相談ください

【お問合せ】055-949-3090

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」と
いいます) と雇用保険とを総称した言葉です。

伊豆の国市商工会女性部・青年部

失業
給付

災害
補償

※労働者(パートタイマー、アルバイト
含む)を一人でも雇用していれば、業種・
規模の如何を問わず労働保険の適用事業所
となり、事業主は成立(加入)手続を
行い、労働保険料を納付しなければなりま
せん(農林水産の一部の事業は除きます)。

“ふる里を 考
考 えるコラム”

伊豆の国市商工会の反射炉プロジェクトの一環で行っている、伊豆の国反射炉ブランド認定事業は、先日7月
10日に第一回伊豆の国反射炉ブランド認定審査会を行いました。そこで認定された、36事業所、67品の認定品
をご紹介いたします。この紙面上では、お名前のご紹介に止めますが、実際の認定品は8月3日OPENの伊豆の国
反射炉ブランドアンテナショップ『反射炉屋』にてご紹介いたしますので、是非お越しください！！
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32
33
34
35

事業所名
㈱だるま
㈱だるま
㈱だるま
㈱LAPIS-LAZULI
㈱LAPIS-LAZULI
㈱LAPIS-LAZULI
いさぶや印刷工業㈱
いさぶや印刷工業㈱
いさぶや印刷工業㈱
ふかせ菓子店
ふかせ菓子店
ふかせ菓子店
㈲柳月
㈲柳月
ひよしや
㈱タニグチ
㈲黒柳
第一酵母㈱
第一酵母㈱
第一酵母㈱
㈱伊豆食品
㈱伊豆食品
㈱伊豆食品
㈲伊豆プラ
㈲伊豆プラ

商品名
万枚漬
田舎おし寿し
反射炉大砲巻
天野柿ドレッシング
天野柿ジャム
天野柿フルーツソース
伊豆の道ひとまち百景 ～伊豆の国市編～ 水彩画の展示
伊豆の道ひとまち百景 ～伊豆の国市編～ ポストカード

伊豆の道ひとまち 百景 ～伊豆の国市編～ 一筆箋

伊豆の国市韮山反射炉加農

伊豆半島ジオパーク 城山

７種のプチマドレーヌ
温泉まんじゅう
薯蕷まんじゅう
元祖 反射炉の大砲うどん
ハンドメイドメガネフレーム

温泉まんじゅう
コーボンみそ
コーボン発酵黒にんにく
コーボンキャンディー
苺ジャム(400g)
スティックジャム バラ エティー(12本入)
スティックジャム バラ エティー(24本入)
記念画像入りMicroSD(1GB) ＆メモリーカードケース「ラポッシュ」

携帯電話用マルチ レザーケース「ぬえ左衛門ケース」

IZU WORLDみんなのHawaiians 伊豆の国ビール
IZU WORLDみんなのHawaiians

伊豆牛肉入りハン バーグのとろ～りチ ーズのロ コ釜

IZU WORLDみんなのHawaiians

伊豆の踊子ロコガールズ
国清汁付麦とろ御膳
黒糖温泉まんじゅう
反射炉の煉瓦
伊豆豚ロース源氏漬
伊豆の焼豚

とろろ家(はなぶさ旅館)
まんじゅう屋 ひと花(はなぶさ旅館)

㈲佳月園
㈱豪匠
㈱豪匠
㈱豪匠
㈱豪匠

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

事業所名
㈲つず美湯元園
㈲つず美湯元園
伊豆ホーリーズ㈱
㈲伊豆第一建設
㈲浜松屋製麺所
伊豆直営センター
伊豆直営センター
伊豆直営センター
八百よし
㈱蔵屋鳴沢
㈱蔵屋鳴沢
㈱蔵屋鳴沢
山ト食品㈱
山ト食品㈱
山ト食品㈱
一海丸
ミカドバーベキュー
㈲増島農園
㈲和泉屋
㈲和泉屋
一二三荘
一二三荘
㈲食彩フーズ
㈲食彩フーズ
杉山商店
手作りとうふ みずぐち
手作りとうふ みずぐち
食彩あら川
柚香
伝七
薫風工房
土屋建設㈱

商品名
反射炉大砲ロール
苺大福
ベリッチジャム
ねこのひげ
江川太郎左衛門ちゃんのごまそうめん

伊豆紅ほっぺ入りいちごせんべい

いちご入りソフトクリーム
いちご入り大福
手作りコンニャク
伊豆のクラフトビール「反射炉ビヤ」

蔵屋鳴沢の自家製煎茶 さわらび

茶摘み体験 チャレンジ茶摘み

オレんち伊豆ケーキ
牛乳寒天
牛乳寒天飴塩みるく
うずわみそ
みかんソース まったりっち
白あわび茸のオリーブオイル漬け

ブルーベリーそうめん
ブルーベリー酒
鮎の甘露煮
鮎のひらき
いちご大福
フルーツゼリー
巨峰酒
水明（絹豆腐）
刺身ゆば
青梅の含め煮
ゆず大福
玉子焼き
反射炉ビアタンブラー
ろっぽう漬け

平成26年8月1日
富士宮やきそばの仕掛け人(「富士宮市地域力再生
研究機構の事務局長」)を訪ね、ブレイクに至った経
緯を伺ってきました。色々とお話を聞かせて戴き、ま
ちを案内してもらっているうちに、「6次化・特産品
づくり」から、「まちづくり」更には、「まちの将来
構想」という展開になっていると感じました。
富士宮焼きそばがブレイクして15年、あえて秘訣
と言えば、合意づくりと情報の出し方だと言われまし
た。ワークショップを通じた意見集約と当事者意識の
醸成が、 NPO等の活動主体づくりに繋がった。伊豆
の国市では、NPO的な市民力に課題があるため、地縁
型組織商工会が活躍するしかありません。
マスコミ・ミニコミを問わず取材する方に親近感
を持ってもらうことが先決、ブレイク後は全国ブラン
ドのCMに名前を貸しながら、知名度がさらに拡大と
いうストーリーでした。
過日、6次化推進のための情報収集の一環として、
富士宮市には駅前通りに1つと浅間大社前の通りに5つ
の商店街があり、浅間大社前の商店街はシャッター通
りからは改善されておりましたが、小売店が元気かと
言うと、今一という印象でした。
一方、富士宮焼きそば学会のブランド力が、ロイ
ヤリティーを生んでおり、それを原資に、まちづくり
活動を推進し、第2、第3の焼きそばづくりを目指す取
り組みが、民間主体で進んでいます。焼きそば、にじ
ます、豚、牛乳、酒という食を通じた経済活性への取
組が、情報技術を活用(ICT)したフードバレー事業と
して収斂、まちの将来計画と位置づけられています。

女性部

伊豆韮山反射炉れんがミートローフ

【当面の提案】
・泊りの無い富士宮市と観光協定、世界遺産繋がり富士山
のまちと反射炉のまち
観光に訪れる人々にとって、市町の境はありません。
共通するテーマを持つ市町が連携すれば、魅力が倍増
するという流れです。
・ハトバスの反射炉+〇○ツアー、○○づくりを展開、
宿泊型・連泊型に拡大。
大型バスによる団体客誘致は、過去のスタイルでは
ありますが、首都圏住民に対する話題性という観点での
取組です。
・特産品振興会のショップを反射炉前に
反射炉見学が終わったら、次は地元伊豆の国に目を
移してもらう必要があります。我がまちの産物や暮らし
ぶりに関する情報を発信する拠点です。
【中長期的提案】
・グランドデザインづくり
画一から多様性へ価値観が変化、工業主導からサービ
ス業へ、ものづくりから人の交流へ。伊豆の国市は何を
生業として生きていくかを議論し、「多種多様な交流拡
大」を、大きな柱にすることを提案します。
・中心市街地と周辺地域づくり
浅間大社、富士宮・富士宮西駅周辺の中心地（人を
迎え、人が集う地域）と、周辺の広大な農山村地域（も
てなしやサービスの基を供給する地域）が、夫々に機能
分担し、まちを支える構図になっています。
富士宮市は商工会議所、御殿場市・裾野市は商工会
地域です。違いは中心市街地の存在です。零細事業者の
事業環境は、ロードサイドの賑わいではなく、多くの市
民が集う場所づくりに掛かっています。
伊豆の国市が本物のまちになる取組を始めましょ
う。10周年を区切りに、これからを考えましょう。

(H26/7/7)

伊豆塩ローストビーフ

商工会で販売中!
青年部

8/10
（日）

鮎の掴み
取り

☆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

◆青年部よりのお知らせ◆

日時：８月３日(日) １７：００～ 毎年恒例！鮎の掴み取りを開催
会場：狩野川河川敷 千歳橋付近

～青年部主催講演会～

伊豆の国市商工会では毎
アピタ大仁店内
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。

「伊豆の国音頭」

「元３代目社長が語る！破産の実態」

■講 師■ 五島 宏明 氏
(ヒロパートナーズオフィス代表、中小企業診断士)
会場：伊豆の国市商工会本所 ２階会議室
日時：９月１日(月)
１９：００～２１：００
受講料：無料

【青年部協力イベント】 主催：長盛隊
８月１３日(水)１１：００～ (はなぶさ旅館前)流しそうめん大会
８月１３日(水)１７：００～ (さかなや旅館前)
津軽三味線演奏＆１５０本のキャンドルアート＆輪投げ大会
８月１４日(木)１１：００～ (アクシスかつらぎ)流しそうめん大会
８月１４日(木)１７：００～ (アクシスかつらぎ)
津軽三味線演奏＆１５０本のキャンドルアート＆輪投げ大会
【主催者より】長岡温泉と古奈温泉にお越しいただいたお客様や、住民の
方々に少しでも伊豆長岡古奈温泉を楽しんで頂けたらと思い、このような
イベントを開催する運びとなりました。皆様、お誘いあわせの上、魅力あ
る伊豆長岡古奈温泉にお越しください。お待ちしております。

伊豆の国市商工会女性部(天野佐代里部長)はこのほど、来年度改正が予定
される介護保険制度と住民や事業者の介護の「在宅生活」に関しての関わり
方のシステム、地域包括ケアシステムについて、伊豆の国市長寿福祉課の協
力で講習会を開催。女性部員・一般住民の方40名が聴講。
前半では改正が予定される介護保険サービスを利用するための手順や、内
容、負担金等の説明を受け、後半は「なぜ制度が改正されるのか」導入され
る背景の説明から、これから先、伊豆の国市も単身世帯の増加や、地域ぐる
みで高齢者を支援することが必要になってくることから、〈ケア付きコミュ
ニティ〉地域包括ケアシステムの説明を受
けました。高齢者は支援してもらうだけでなく、得意な分野
を活かすことでの関わり方、特に、料理・掃除・趣味や興味
があるものに挑戦するなど、孤立しない環境も自然と作るこ
とで支援者側にもなれ、生きがいや社会参加や介護予防に
つながるとのこと。若い時は当たり前にできていたことがで
きなくなったり、不安に感じていることが説明の中でわかり
ました。
地域の一員としても、商工会として、事業者の立場からも、安心して暮らせる地域づくりに
貢献していけるように考えていきたいと感じました。伊豆の国市商工会女性部は今後もタイム
リーな活動を心がけ、女性部ならではの情報発信に努めていきたいと考えています。
☆伊豆の国市商工会女性部はいつでも加入を受け付けています。 仲間になりませんか？☆

あなたも、聞いて、歌って
踊ってみよう！
市制10周年を契機に、市民の一体
感の醸成とにぎわい作りを目的とした
「伊豆の国音頭が」完成しました。
誰でも簡単に踊れます。

1枚 ￥1,000円（消費税込）

