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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」」」   

        

                 

     

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。 

 

   

 

 
 
 

 

11/9 
（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 

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） 
 11/１6（日） ９：３０～１４：００ ※雨天決行 

会場：伊豆長岡庁舎前広場 

※駐車場が少ないため公共交通機関をご利用下さい。 ぬえ左衛門も出演するぬん♪♪ 

 9：30  開会式 

     オープニング「楽生保育園鼓笛隊」 

10：00 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 

11：00 輪舞会による演舞（チーム花弁） 

11：30 投げもち（1回目） 

11：45 ぬえ左衛門ステージショー 

12：00 輪舞会による演舞（とんぼの会） 

12：30 バルーンアート 
   2014世界大会テーブルアレンジメント部門・ハット部門優勝 
     世界公認バルーンアーティスト ～瞳～ 

13：10 空手演武 

13：40 投げもち（2回目） 

14：00 伊豆長岡商工祭終了   

豪華景品 空くじなし 

☆ゆうゆうカードの大抽選会☆ 
今回は特賞豪華２本立て！ 

39型液晶テレビ・ダイソンハンディ掃除機 

 

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・衣類等の販売

や輪投げなど・・・♪ 

【投げもち】 

(昨年の写真) 

     〈営業時間〉 

    10：30～16：30 

       〈休 業 日〉   

      水曜・木曜 

       〈 場 所 〉   

    伊豆長岡駅前 

 【日時】平成26年11月6日（木） 

     午前9：00～午後4：00 

【場所】伊豆の国市商工会本所 

【顧問税理士】 勝又 康博 先生 

〈問い合せ・お申し込み先〉 

伊豆の国市商工会 055-949-3090 

●帳簿のつけ方の再確認 

●消費税・事業継承・贈与・税務に 

 関すること等些細なことでもOK！ 

※平成26年4月1日より消費税が8％ 

 になりましたが経過措置取引に 

 ついては注意が必要です。 

 この機会に帳簿をご確認下さい。 

【鼓笛隊】 (昨年の写真) 

  お店に来てね！ 

 珍しいものが 

いっぱいあるよ♪ 

 【日時】平成26年11月４日（火） 

     午前10：00～午後3：00 

【場所】伊豆の国市商工会本所 

      ～「一日公庫」とは～ 
✔日本公庫まで足を運ばなくても当商工会で 

 融資担当者とのご面談が可能です。 

✔経営指導員が待機しているので、安心して 

 ご面談をお受けいただけます。 

✔原則としてご相談の当日中の審査の結果が 

 わかるので、手続きがスムーズです。 

✔ご相談や融資制度のお問合せも可能です。 

ご相談を希望される方は商工会まで 

お問い合わせ下さい。〈問合せ・お申込み先〉 

伊豆の国市商工会 055-949-3090 

   in  
伊豆の国市商工会 

 
日本政策金融公庫による 

●ご融資額 お子様１人につき 

       350万円以内 

●ご返済期間 15年以内 

●金 利   年2.35％（固定金利） 

●元金据え置き期間 在学期間中 

●お使い道 

学校納付金(入学金・授業料など)、受験 

にかかった費用(授業料、交通費など)、 

自宅外通学に必要な住居費用(敷金、家賃 

など)、教科書代、パソコン購入費、通学 

費用、学生の国民年金保険料など 

〈問い合せ・お申し込み先〉 

伊豆の国市商工会 055-949-3090 

☆募集の要件は下記の通り☆ 

✔伊豆の国市内に事業所を有すること 

✔伊豆の国市商工会の会員であること 

✔各種法令に違反していないこと 
 

申込み〆切：11月末日 

認定会：12月上旬予定 

＜お問い合せ＞ 

伊豆の国市商工会 055-949-3090 

  第二次認定商品一覧 

伊豆の国反射炉ブランド  

富士山・東北海道 広域ビジネスマッチング 

水 

会場 

※沼津駅南口⇔会場間の無料シャトルバスを 

 運行しますので、ぜひご利用下さい。 

「食＆農」こだわりの逸品展示会2014事務局  

 三島信用金庫サポート営業部法人サポート課 増田/高野 
お問

合せ 
ＴＥＬ．055-981-0121 

本日11月
1日

開催！ 

伊豆の国反射炉ブランド 田中山の

ろっぽう野菜がつめ放題で、なんと    
 

  
日時：11月1日（土） 

   午前11時～ 

  （売り切れ次第終了） 

場所：反射炉屋 

   （伊豆長岡駅前） 

 
 一次・二次 

   合わせて 

44事業所 

    93品!! 

①食いしん坊 ぬえ左衛門  部門…食料品（飲食店メニュー含む） 

②ものづくり てつざえもん 部門…工業製品（工芸品含む） 

③観光、体験 狩野川城山  部門…サービス 

反射炉ブランドの

目印はコチラ↓ 

 

１袋３００円!! 

 
反射炉屋ではぼくのグッズも 

買えるぬーん♪ 

伊豆の
国反射

炉ブラ
ンド認

定商品
の 

PRとし
て本会

も出展
します

 



“ふる里を 考  えるコラム” 考 

1、反射炉ハブ構想の一翼 

世界文化遺産韮山反射炉が、伊豆地域のハブ（車輪の

中心部、中心・中核）となるためには、伊豆全域の地域情報

を発信しなければなりません。 

当地域にある6つの道の駅をネットワーク化して、静岡県と

伊豆の7市6町が連携して一元化した伊豆全域の情報を、発

信する取組が進んでいます。世界遺産を訪れた来訪者が直

近の道の駅に立ち寄り、地域情報を取得可能な施設として

位置付けています。反射炉＋ワンが、道の駅伊豆のへそで

す。 

加えて、標識類の多言語化が立ち遅れ、インバウンドに対

する情報提供が十分でない点を補完するため、道の駅に立

ち寄れば多言語情報が得られるという仕組みを提案します。 

 

 

   

 
 

 

 

   

 

   

 

 
 

 

 

 

 

青年部 

平成26年11月1日 

1、まごころ市場経営改革の一環 

大仁まごころ市場は、地域の農家や加工業者に農産品や生鮮

加工品を販売する場を提供する「委託販売」と、商工会員の食品加

工業者の製品の「仕入れ販売」と、軽食を提供する「食堂」を、運営

しています。 

開業以来、農産物の品質という点では好評を戴き、まずまずの経

営状況にありますが、生産者の高齢化や生産者不足等による農産

物生産量が伸びないこと、また兼業の生産者が多いこと等から、早

朝のみ納品となることから、開場1～2時間に来場者が殺到する等

の課題を抱えています。 

筆頭株主である伊豆の国市の産業振興策の一環として、まごこ

ろ市場の経営が見直されています。中山間地の活性化、農業生産

そのものの拡大、更には加工品開発を視野に入れた6次化産業化

等に貢献しうる企業となるべく経営改革に取り組んでいます。 

旧洋らんパーク内に設置が計画されていた道の駅の事業主体と

なった経緯の一つに生産量が拡大された暁の第二売り場確保という

構想がありました。関連施設の所有者が、伊豆緑地㈱から時之栖に

変わった経緯もありますので、施設所有者である時之栖との合意が

前提ではありますが、物販を可能にする施設整備の可能性を模索し

ています。 

まごころ市場の来場者アンケートによると、伊東市と伊豆市からの

お客様が過半を占め、伊豆の国市民の利用は20%でありました。言

い換えれば、大多数の伊豆の国市民は、地場産品売り場を利用し

ていない現実を踏まえ、地元住民と観光客双方を視野に入れた対

策として、現施設付近での仕入販売を実現したいと考えています。 

個人で事業を行っている

方の帳簿の記載・記録の

保存について 
 

平成26年1月から、事業

所得、不動産所得、又は 

山林所得を生ずべき事

業を行う全ての方は、記

帳と帳簿書類の保存が

必要です。 

 なお、この記帳・帳簿等

の保存制度につきまして

は、所得税及び復興特

別所得税の申告が必要

ない方も対象となります。 

 詳細は国税庁HP 

(http://www.nta.go.jp) 

をご覧いただくか、最寄り

の税務署にお問い合わ

せください。 

＊＊＊ たくさんのご来場ありがとうございました ＊＊＊ 

 道の駅は、道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者 

と地域住民のための「情報発信機能」、活力ある地域づくりを 

行うための「地域の連携機能」を有する、地域とともにつくる個 

性豊かなにぎわいの場です。平たく言えば、トイレと情報発信 

と地場産品・特産品売り場であります。 

 伊豆の国市田京にある道の駅“ 伊豆のへそ ”は、伊豆の 

国市を筆頭株主とする第三セクターの㈱大仁まごころ市場が 

運営しておりますが、地場産品や特産品売り場の機能が十 

分ではありません。 

 伊豆の国市商工会「反射炉プロジェクト」 

の次の一手として、『道の駅 “伊豆のへそ” 

 機能強化』、即ち、反射炉ブランド認定を 

通じて開発された産物或は地場農水産物を 

 売る場づくりを提案します。      

まごころ市場 

道の駅 伊豆のへそ 

 

   

 

 
  

 

 

    －11月の主な行事、講演会予定など－ 

・11/ 4 一日公庫 伊豆の国市商工会本所 

・11/ 5 山梨県甲斐市商工会女性部おもてなし交流事業受入   

・11/ 6 個別税務相談会（韮山）  

・11/  9  住宅無料相談会（建設部会/アピタ大仁店）  

・11/  9  京都長岡京市ガラシャ祭出展   

・11/  9-10  全日本菊花連盟全国大会出展  

・11/ 12-13  群馬県高崎市群馬商工会女性部おもてなし交流事業受入  

・11/ 14  建築無料相談会（商工会 伊豆長岡支所） 

・11/ 16 第38回伊豆長岡商工祭 

・11/ 17  第15回住宅新築リフォーム審査会 

・11/ 17 第98回駿豆地区商工振興懇話会定例会(清水町) 

・11/ 17 県連女性部指導者研修会(静岡) 

・11/ 19  富士山北海道広域ビジネスマッチング出展 

・11/ 20  第54回商工会全国大会(東京) 

・11/ 26  第3回理事会  

・11/ 29-30 石川県美川商工会女性部おもてなし交流事業受入    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第2回目の開催となる今年は、伊

豆の国反射炉ブランド認定商品

や市内の特産品、経営革新認定

企業の新製品・商品の展示販売

を行いました。 

 スタンプラリー抽選会や、

小学生以下のお子様対象

に伊豆の国○×クイズ。 

先着１００名様に伊

豆の国反射炉ブラ

ンドの限定ギフトセッ

トの予約を受付。 

抽選会の

特賞は50

型液晶テ

レビでした 

た く さ ん の 出

店、舞台のダン

スや餅まきで賑

わいました。 

伊豆地区の 

事業所の「食の一品」が 

展示・販売され、伊豆の国市か

らも12事業所が出展しました。 

伊豆地区8商工会主催。「函南

町文化センター」で開催されま

した。開場前から入場を待つ長

い列ができました。 

10月18日にご当地キャラ博in彦

根に行ってきたぬん。今年もたく

さんのゆるキャラさん達とお友達

になったぬ～ボクのファンもだい

ぶ増えてきてうれしいぬ～ん♪青

年部のみんなもお疲れ様ぬ～ 

 

 10月23日、テレビ静岡「てっぺん静岡」に

ぬえ左衛門が出演しました♪ 

貯蓄共済・福祉共済の新規申し込

みをされた方々を対象に実施され

た還元旅行。劇団四季の「マンマ

ミーア」を観劇して築地、日本橋

「コレド室町」でショッピングを

楽しんできました。 

伊豆地区の企業や産業を知ってもらうため

に地元高校と連携し、伊豆総合高校の湧

郷祭で地元企業の展示をしました。  

土屋建材㈱ ㈲井川金型製作所

㈲伊豆木材市場 フォーミング工業㈱

㈲伊豆プラ 青木木工

㈱ＴＯＳＥＩ
東芝ﾃｯｸ
ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱

㈲エビナ工業 ㈲長岡生コンクリート

㈲一庭 建設ビフォーアフター

土屋建設㈱ 世界遺産推進課

㈱尾﨑組 反射炉ブランド

事業所名

 

 

税務署から電話相談の窓口のお知らせ 

「電話相談センター」の利用案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受付時間等：8:30～17:00（土日祝日、年末年始を除く）】 

① 三島税務署（℡０５５－９８７－６７１１）

へお電話をお掛けください。 

②自動音声によりご案内しますので、□1 を押し

てください。 

 

国税庁ホームページでは、よくある

税に関するご質問に対する回答を「タ

ックスアンサー」として掲示していま

す。  

 タックスアンサーを利用するには、

インターネット環境のあるパソコンや

携帯電話において、「タックスアンサ

ー」で検索してください。

（http://www.nta.go.jp/taxanswer

） 

 電話相談の窓口 

 

（案内の途中でも押すことができます。） 

税務署に行かなくても自

宅や事務所から相談がで

きるなんて便利でいいわ。 

 

 

インターネット上の税務相談 

 「タックスアンサー」 

 

③自動音声に従って、相談したい内容の番号を選

択してください。 

 ≪お知らせ≫ 

 今年も参
加 

ゆるキャラグランプリ2014！つ

いに投票終了ぬん。みんな、いっ

ぱい応援ありがとぬ～ん。気にな

る結果は11月上旬に発表ぬん。

ボクもマサオもドキドキぬ～・・・ 


