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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」」」   

日時：平成26年10月12日(日) 

   11：00～（30分程度） 

   13：00～（30分程度） 計２回 

場所：アピタ大仁店 

★一緒に写真を撮ろう!! 

★ぬえ左衛門のステッカーが 

 もらえるかも!? 

★アピタ大仁店内 

 で見かけたら 

 声をかけてね!! 

 

 
１０/１９（日）１０：００～１５：３０ ※小雨決行 

会場：韮山時代劇場ひだまり広場 

韮山反射炉を 

    もっと知ろう！！ 
その他 ～伊豆の国反射炉    

  ブランド認定商品の紹介～ 

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、ロールケー

キ、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。 

にら券で抽選券（10にら）を 

買って、豪華景品を当てよう！ 

※「50型液晶テレビ」、「羽根なし扇風機」、 
    「ルンバ」、「i Ｐａｄ」他景品多数 ！！ 

ぬえ左衛門も出演するぬん♪♪ 

餅まきも!! 

❒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 

【お申込み・お問合せ】  

伊豆の国市商工会 055-949-3090 

●実施日 平成26年10月16日(木) 

       8：00～21：00予定 

●行 先 四季劇場「秋」と築地・ 

      すしざんまい「奥の院」・ 

   日本橋「コレド室町」ショッピング 

●参加負担金  10,000円（１人）  
築地・すしざんまい奥の院での昼食付 

  
会員限定 

       劇団四季 

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。 

 

   

 

 
 
 

 

10/12 
（日） 

アピタ大仁店内 

☆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 

    
     

～日本政策金融公庫 国民生活事業による～ 

日本政策金融公庫と連携し、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、日本政策金融公庫の融資担当者

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２６年１１月４日（火） 
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 

                             １０月３１日(金) 
    所定の書類が必要です。 商工会にお問い合わせ下さい。 

      〈伊豆の国市商工会〉055-949-3090 

お申込み締切日 

・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 

 

 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 

第2回 

 日時：平成26年10月26日（日）    

午前10時00分～午後1時30分 

場所：アピタ大仁店 北側駐車場 

伊豆の国反射炉ブランドをはじ

めとする、伊豆の国市にある事

業所のオンリーワン商品（約40

商品）を紹介するイベントで

す。 

伊豆の国市を代表する商品、こ

れから売り出す新しい商品が

いっぱいです。 

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。 

バイヤーの方も一般の方もぜひ

ご来場ください。 ○お問合せ：伊豆の国市商工会 055-949-3090 

伊豆の国市商工会 本所・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。 

伊豆の国反射炉ブランド 

  認定商品アンテナショップ 反射炉屋 
は ん し ゃ ろ  や 

販売開始!! 

〈9月22日現在の販売商品〉＊販売商品の種類はこれから増える予定です（￥） 
８月３日の開店以来、反射炉ブラ 

ンド認定商品のご紹介をして 

きましたが、９月１９日より 

一部商品の販売を開始しました！ 

【販売開始初日の様子】 

ぬえ左衛門 

 グッズも！ 

 

No. 事業所名 商品名 単価 No. 事業所名 商品名 単価

1 ㈱だるま 万枚漬 650 11 ㈱伊豆食品 スティックジャムバラエティ12本入 540

2 いさぶや印刷工業㈱ 伊豆の道ひろまち百景　ポストカード 100 12 ㈱伊豆食品 伊豆苺ジャム　400g 756

3 いさぶや印刷工業㈱ 伊豆の道ひろまち百景　一筆箋 300 13 ㈲伊豆プラ メモリーカードケース+メモリーカード 1,100

4 ふかせ菓子店 7種のプチマドレーヌ 600 14 ㈲伊豆プラ スマートフォンケース（マルチケース） 2,160

5 ふかせ菓子店 プチマドレーヌ3個入 180 15 ㈲佳月園 反射炉の煉瓦 600

6 ㈲柳月 ながお菓まんじゅう12ｹ入 800 16 伊豆ホーリーズ㈱ ベリッチジャム 750

7 ㈲柳月 薯蕷まんじゅう10ｹ入 1,500 17 ㈲浜松屋製麺所 江川太郎左衛門ちゃんのごまそうめん 300

8 ㈲黒柳 温泉まんじゅう9個入　お茶スティック付 650 18 食彩あら川 青梅の含め煮 1,339

9 第一酵母㈱ コーボンキャンディ（レモン） 390 19 柚香 ゆず大福 300

10 第一酵母㈱ コーボン発酵黒にんにく 1,004 20 薫風工房 反射炉ビアタンブラー 3,780

♥楽しいイベントがいっぱい♥ 

～反射炉ブランド他豪華景品が当たる～ 

★スタンプラリー 

★伊豆の国○×クイズ 

～ぬえ左衛門ステージ～ 

★ぬえ左衛門と一緒に写真を撮ろう！ 

【「反射炉屋」外観】 

    翔け商工会2014 ～ 

～ 反射炉と共に 
はばた 

☆伊豆太鼓 

☆モダン日舞『樹の子』 

☆伊豆の国音頭 

☆立花会 

☆伊豆中央高校 軽音楽部 

☆伊豆の国チアリーディングチーム（POWERFUL KIDS） 

☆ソーラン花弁 

☆韮山中学校吹奏楽部 

☆NEW Generation Style 

☆韮山時代劇場付属劇団「いず夢」 

☆韮山高校 吹奏楽部 

☆とんぼの会 

☆鮎壺太鼓 

☆キヨミジャズダンススクール 
          ※9月25日現在の出演確定団体 



“ふる里を 考  えるコラム” 考 

 伊豆の国市では、官民挙げた取り組みで登録に向け

て活動を展開しています。商工会は、登録を千載一遇

のビジネスチャンスと捉えた「反射炉プロジェクト」

を通じて、飛躍的な増加が予測される来訪者に提供す

る、サービスの質・量両面での拡充に取り組んでいま

す。 

9月26日にはイコモスの調査が実施され、登録に向

けた様々な活動が本格化しようとしている今、韮山反

射炉の位置付けを検証してみたいと思います。 

1、広範にわたる構成員(8エリア、28資産)の一員 

19世紀中期、アジア地域は欧米列強の進出に直面し

ていました。アヘン戦争に見る中国の植民地化に危機

感を持った武士団が、徳川幕府側にも薩摩長州側にも

ありました。幕府側の韮山代官江川丹庵が作ったもの

が、韮山反射炉です。 

なぜ、韮山で大砲を作ったかが、重大なポイントで

す。原料の鉄鉱石が取れたわけでも、鉄を溶かすため

の石炭が取れたわけでもありません。国防の先頭に

立った韮山代官の知行地だった故であり、産業遺産で

はありますが、産業が立地していない由縁でありま

す。農村の一角で、大砲を作っていました。 

1、800年余にわたる伊豆の国市の歴史資源の一員 

今回は産業遺産という観点での評価でありますが、

伊豆の国市には菖蒲御前、源頼朝、伊勢新九郎、江川

丹庵等々にまつわる様々な歴史資源、更には国宝に指

定された願成就院の仏像を始め多数の重要文化財があ

ります。伊豆長岡温泉は1200年の歴史を誇る温泉場で

あり、多くの宿泊施設があります。韮山や江間地区の 

 

 

   

 

 

 

   

 

 
 

 

 
 青年部 

～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 

      伊豆総合高校 湧郷祭にて 

      工業製品の展示を行います。 
昨今の、後継者問題や雇用問題の解消のために

は、伊豆地区の企業や産業を知ってもらう事が

必要であり、企業側からの情報発信の場を増や

していきたいと考え、伊豆総合高校湧郷祭文化

の部での工業製品の展示を行います。 

 

と き：平成26年10月5日（日）9：30～14：30 

    一般公開は上記の時間のみです。 

ところ：伊豆総合高校 校舎内 ３Ｆ予定 

    伊豆市牧之郷892 
 

◇お問合せ先 

伊豆の国市商工会 

    長岡支所 TEL 055-948-5333 

中小機構地域本部、及び伊豆の国市商工会では

経営者保証（ガイドライン）に基づいて、 

①経営者保証によらない資金調達を希望する方、 

②事業承継時等の保証契約見直しを希望する方、 

③会社整理時の保証債務の整理を行う方、 

 上記の相談を受け付けています。     

 

       

 個別 

相談会 

       

～個人保証債務の負担にお悩みの方～ 

       

経営者の個人保障に依存しない融資や保証債務

の整理についてご相談に応じます!! 

◇日時：平成26年10月30日（木）18：00～ 

◇会場：伊豆の国市商工会本所  

◇講師：関 亮子 弁護士 
◇お申込み・お問合せ 

        伊豆の国市商工会 055-949-3090 

 日本一有名なゆるキャラを決める

『ゆるキャラグランプリ』今年も投票

開始だぬ～ん！ 

もちろんボク、ぬえ左衛門も出場して

るぬん。投票期間は10月20日まで、一

日一票みんなも応援よろしくぬ～ん♪ 

工業部 

〈女性部今後の予定〉 

       

(要予約） 

詳しくはゆるキャラグランプリ公式HP http://www.yurugp.jp/ 

または「ゆるキャラグランプリ」で検索！ 

我がまちの韮山反射炉が、『明治日本の産業革命遺産  

九州・山口と関連地域』の構成資産として、世界文化遺 

産登録を目指しています。 

平成26年10月1日 
水田、田中山や高原地区の農地等の農産物も豊富です。城

山・葛城山は、登山やハングライダーが楽しめますし、その

眼下の狩野川はその魅力の掘り起しに取組み、自然とのふれ

あいが可能です。反射炉は、その代表ブランドです。 

1、葡萄の一房「伊豆地域」の一員(一粒) 

伊豆は一つといわれますが、一つにならなければ「地域間

競争に勝てない」と捉えるべきではないでしょうか。「伊豆

の国市或は韮山」という視点で、世界遺産登録を捉えていて

は、伊豆は一つの流れに乗れません。地元伊豆の国市にとっ

ては、またとないチャンスでありますが、その成果をより大

きなものにするためには、伊豆の代表ブランドにならなけれ

ばなりません。 

世界文化遺産という大きな看板を持つ反射炉が、伊豆地域

のハブ（車輪の中心部、中心・中核）となる決意を表明しな

ければなりません。富士山に続く二つ目の世界文化遺産或は

伊豆半島ジオパークとして、伊豆全域と連携した取組みを通

じて、伊豆は一つを実現しなければなりません。 

その取組みとして、反射炉のガイダンス施設を伊豆の情報

拠点とすることを、提案します。世界遺産登録を契機に反射

炉を訪れる来訪者に、葡萄の一房に例えるように、ひと粒一

粒が夫々の個性・魅力を発揮する伊豆を、丸ごと知って貰う

ための情報の集約・一元化です。 

気候温暖・風光明媚、朝日や夕日或は富士山の眺望等々の

自然景観、更には農・山・漁村住民の暮らしの今と昔、伊豆

には見どころが沢山あります。反射炉を訪れたついで(プラ

ス・ワン)や、次回訪れる際(リピート)の情報を提供すれば、

結果として大きな効果が見込まれます。 

・10/１２（日）  写真撮影会/アピタ大仁店 

・10/１８（土）  ご当地キャラ博/滋賀県彦根市 

・10/１９（日）  韮山商工祭/韮山時代劇場 

・10/２６（日）  伊豆の国市産業振興祭/アピタ北駐車場 

*女性部員募集* 

★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！ 

★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。 

商工会 055-949-3090まで 
女性部に加入申込の 

お問い合わせは   

●10/2 伊豆地区若手後継者育成事業講習会(松崎町) 

●10/19 韮山商工祭（韮山地区女性部主体） 

●10/26 伊豆の国市産業振興祭手伝い 

●11/12-13 高崎市群馬商工会おもてなし受け入れ事業 

●11/16 長岡商工祭（長岡地区女性部主体） 

●11/29-30 石川県美川商工会おもてなし受け入れ事業 

●12/16 寄せ植え講習会 

 

 青年部は今年9月7日・8日の2日間、群馬県

富岡市に視察研修に行って参りました。 

 今年6月の富岡製糸場の世界遺産登録を受

けて、登録後の商店街の取組みや変化・今後

の課題などの研修に、富岡商工会議所を視

察・訪問。伊豆の国市が韮山反射炉世界遺産

登録を目指す中で、非常に参考になるお話を

聞くことが出来ました。 

 

 

市内建設業車両にステッカー 

 
伊豆の国市商工会が韮山反射炉の 

世界遺産登録を支援する 

『反射炉プロジェクト』の一環で、 

建設部会の業務用車両に反射炉ＰＲ 

キャラクター「てつざえもん」の 

イラストを中心に、「ようこそ伊豆の国市へ」と文字が

入ったステッカーを貼り、観光客のおもてなしや、韮山

反射炉の世界遺産登録を応援しています。ステッカーは

直径２０センチで、伊豆長岡駅前にオープンした伊豆の

国反射炉ブランドのアンテナショップ『反射炉屋』にて

数量限定（¥500）で販売しています。 
 

お問合せ先 伊豆の国市商工会 本所 TEL055-949-3090 

県立伊豆中央高等学校 

美術部作成 韮山反射炉世界

遺産登録応援横断幕 

〈
反
射
炉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

 
 

 
 

 
 

 

活
動
紹
介
〉 

富岡製糸場を視察してきました。 


