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～商工会法施行55周年～ 
 

「地域の担い手 

    明日へつなごう商工会」 

第６次伊豆の国ブランド募集 

【主催・お問合せ先】  伊豆の国市商工会 本所 TEL055-949-3090  

               伊豆長岡支所 TEL055-948-5333   大仁支所 TEL0558-76-3060  ＜費用助成金あり＞商工会の専門家派遣事業（小規模企業ビジネスパワーアップ支援事業）のご紹介                                    
                                          

 小規模企業ビジネスパワーアップ支援事業とは、小規模事業者の問題解消のために専門知識・技術を有する専門家を派

遣し、指導・助言を行う制度です。商工会の経営指導員が専門家と一緒に支援します。 
＜ご利用できる方＞静岡県内商工会地域の小規模事業者及び創業予定者 

商業・サービス業・・・従業員５名以下   建設業・製造業・・・・従業員２０名以下 

＜内容＞相談費用        専門家に支払う謝金及び旅費の３分の１が相談者負担（１回１万円から１万５千円程度） 

                    ※1回目の相談費用に限り、商工会より1万円の助成金が出ます。 

      相談回数        １企業につき１テーマ１０回まで 

      経験豊富な専門家  中小企業診断士・公認会計士・税理士・弁理士・社会保険労務士・ITコーディネータ・デザイナー 

                    経営コンサルタント等  

     相談内容の一例    店舗レイアウトを一新したい。商品の外装箱のデザインを一緒に考えてほしい。インターネットでの 

               販売を伸ばしたい。観光客に来店してもらえるような外装にしたい。等様々な相談に対応します。 
 

     上記内容以外のご相談も受け付けております。詳しくは、伊豆の国市商工会（TEL055-949-3090）までお問合せ下さい。 

   8/1(月)  

『きにゃんね大仁夏祭り』   

花火大会19：45～20：30 

    8/4(木)  

『伊豆長岡温泉戦国花火大会』   

  花火大会20：15～20：45 

   8/3(水)  

『韮山狩野川まつり2016』   

花火大会20：15～20：45 

 伊豆の国市商工会では、商工会会員店舗・事業所の紹

介事業として、店舗・事業所のマップ化及び商工会ホーム

ページへの掲載等により、より高度で多彩な情報発信に努

めることとしました。 

        ☆店舗・事業所情報の提出方法☆ 
①商工会ホームページより情報提出フォームをダウン 

 ロードし、記入してメール、FAX又は、持参する。 

②ダウンロードが出来ない方は、商工会までご連絡い 

 ただき、書類を入手し、FAX又は、持参する。 

☆提出期限☆   提出締切 8月末日 
締切後も随時受付しますが、なるべく上記締切日まで

に提出をお願いします。 

・伊豆の国市商工会HP http://www.izunokuni.org/ 

・伊豆の国市商工会  TEL 055-949-3090 

           FAX 055-949-2740            

   

 

締切 

迫る 

○募集期間：～8月5日まで 

○申込料：無料（非会員は商工会加入が条件） 

○お問合せ先：伊豆の国市商工会 本所 
                 TEL  055-949-3090 

                 FAX  055-949-2740 

                 E-Mail izunokuni@dolphin.ocn.ne.jp  

              （土日祝日除く 8：30～17：00 ） 

 平成26年度より行っている伊豆の国ブランドはこの

度、第6次認定品を募集しております。伊豆の国ブラン

ドに認定されるとB to Bサポートや、様々な販路開拓

支援を受けることが出来ます。貴社の自慢の逸品を伊豆

の国ブランドへの認定申込をお待ちしております。ブラ

ンド登録は1事業所につき、4品まで可能です。 

 尚、審査会は8月19日を予定しております。 

『創業を考えているが、一歩踏み出せない人。創業はしたが、こんなはずでは･･･』こんな方にお勧めです。 

数多くの企業を支援してきた敏腕講師があなたの一歩をサポートします。受講は無料です。是非ご参加下さい。 

【講師紹介】 

●五島 宏明 氏 中小企業診断士  

●森山 直徳 氏 静岡県よろず支援拠点 コーディネーター・「A4」1枚販促アンケート広告作成アドバイザー 

  1日目 平成28年9月 9日（金）18：30～21：30 

  2日目 平成28年9月12日（月）18：30～21：30 

  9月23日（金）・26日（月）10：00～16：00（1相談につき1時間単位） 

                    （個別相談はセミナー受講の上、要予約） 

【対象者】 創業を予定している方、創業して概ね3年以内の方。市外の方も歓迎。 

【場 所】 伊豆の国市商工会 本所2階会議室 

【内 容】 経営とは。マーケティングの基本等の創業に必要な基礎講座。専門的な知識は無くても大丈夫です。 

【主催・問合せ先】 

 伊豆の国市商工会 本所 伊豆の国市四日町290 TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740 

平成28年9月22日（木）～28日（水）  あとバル 9月29日～10月6日 

 

開催場所：伊豆の国市内全域           参加店：約９０店 ※下記に参加全店を明記 

１、チケットとＭＡＰを入手 
チケット入手方法 

○8月12日より前売りチケット発売開始 

 インターネットによる予約も受付開始 

 MAPのダウンロードも可能になります 

○販売窓口 

 ・伊豆の国市商工会 

  本所、伊豆長岡支所、大仁支所 

 ・伊豆の国市観光協会 

 ・道の駅 伊豆のへそ 

 ・伊豆長岡駅前観光案内所 

 ・指定バル参加店舗 

○前売り 3,500円 5枚綴り 

 当 日 4,000円 5枚綴り 

２、イベント当日、チケットでお酒やグルメを堪能 
 
①気になるお店を事前にチェックするもよし、当日ぶらり気ままにお店を  

   選ぶもよし。 

②1軒のお店でバルチケットは1枚から何枚でも使用できるので、ハシゴ 

  するのもよし、気に入ったお店をたっぷり堪能するもよし。 

 

③気になるお店や当日の混雑状況はFacebookや 

  Twitterをチェック！ 

 

④チケットは余ってしまっても大丈夫！あとバル【9月29日～10月6日】の  

  期間中、1枚¥600で使用できます。 

バル参加店一覧 順不同 
 

                                          韮山地区 

飲  食：居酒屋正直屋・一匹の鯨・佳月園・つず美湯元園伊豆長岡駅前店・ぱすた屋REB・四季食彩しゃろう夢・おとわ・与太呂・ 

       料理居酒屋四呑屋・たもっちゃん・自家焙煎珈琲屋ガリオン・蔵屋鳴沢・とり西・たまごやぽてと・ほろ酔い処山ぐち 

体験・買物：カラオケボックス ベイサイドクラブ・Yショップ伊豆長岡駅店 

                                        伊豆長岡地区 

飲  食：そば処まつもと・DiningBarPOMODORO・土筆・串特急伊豆長岡店・創作割烹おおた・うを正寿司・和CAFE93・飲み処ふく・ 

       手作りとうふみずぐち・ニューサイアム・ひょうたん寿司・手打ちそば朝日屋・スナックニュー長岡・そば処橋本・焼肉幟・スナックひばり・ 

       カフェ&バル「掌」・鰻屋だいちゃん・スナックAZ・彩鶏・与志富・鳥栄・パブエヴァンス・中国料理古奈青山・Cafeマロ・とろろ家・ 

       雅な藍・古奈別荘旬菜源氏山・蕎麦竹山 

体験・買物：オリオン遊技場・弘法の湯本店、長岡店・伊豆長岡ホテル天坊・伊豆の国パノラマパーク・あけぼの遊技場・あづまや旅館・ 

       ニュー八景園・あやめ園・ホテルサンバレー富士見、伊豆長岡・黒柳・福田屋商店・松井酒店・まんじゅう屋ひと花・土屋銘茶・ 

       伊豆の国パノラマパーク旬彩市場・ショップパインツリー・柳月・町重商店・みどりや・伊豆木材市場 

                                       大仁地区 

飲  食：串特急大仁店・力亭・ひとやすみ・京香・ときわや食堂・ラミーハイドすみか・みかどや旅館鮎茶屋・食事処たけ・居炉裏・Jin・ 

       食堂鷹・伝七・中国料理いーある・蒲焼割烹凡道留・モア 

体験・買物：一二三荘・ふかせ菓子店・石井米店・長屋書店・みさわや・大仁ホテル・いさぶや印刷工業 

創業セミナー【日程】 

注：2日間コースです 

個別相談  【日程】 

要予約。定員30名。 

お早目にお申込下さい。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimVPgjJFX0iAAAmqU3uV7/SIG=12frcr5ml/EXP=1469242976/**http%3a/blog-imgs-54.fc2.com/t/r/i/tripledboss/dec03_a28.png


 
 

中小企業・小規模事業者のための経営相談所 

～企業のお悩みを何でも相談できます～ 
相談無料 

相談日程 

  8月以降の相談日程は下記の通りです。 

毎月第2水曜（市役所）・第4水曜（商工会）の2会場にて

実施。相談は1時間単位での相談になります。 

 【主 催】伊豆の国市・伊豆の国市商工会 

【問合せ】伊豆の国市商工会 TEL 055-949-3090 

日 時：8月10日（水）＜満員＞・9月14日（水） 9：00～17：00 

場 所：伊豆の国市役所大仁庁舎（田京299-6） 2階 第5会議室 

市役所会場 

日 時：8月24日（水）・9月28日（水） 9：00～17：00 

場 所：伊豆の国市商工会（四日町290）   

商工会会場 

 

 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
ポート等、住まいに関する疑
問なら何でも無料で相談に応
じます。 

8/14 
（日） 

☆開催場所☆ ☆開催時間☆ 
アピタ大仁店1F  11:00～15:00 
【主 催】伊豆の国市商工会建設部会 

【問合せ】伊豆の国市商工会大仁支所 

     TEL 0558-76-3060 

 
 

 8月1日～31日は電気使用安全月間です。これは、昭和

56年に当時の通商産業省が、感電死傷事故発生の最も多

い8月を電気使用安全月間と定めました。関係団体におい

て安全運動を展開し、広く国民の間に電気使用の安全に

関する知識と理解を深め電気事故の防止を図ってきまし

た。この時期は、高温多湿のため感電や電気事故などが

発生しやすいため8月は「電気使用安全月間」です。期間

中、電気使用の安全に関する知識と理解を深めるための

PR活動、講演会などが関係団体により開催されます。 

今年度も経済産業省が主唱し、あなたが防ぐ電気事故

を掲げ自然災害による電気事故、汗などによる作業中の

感電事故、タコ足配線による発火、設備の保守不良によ

るトラブルを、訴えています。電気は目には見えませ

ん。「漏電」とは、水に例えると水道の配管から水が漏

れることを漏水と言います。これと同じで、電気が通る

配線などから電気が漏れる現象を漏電と言います。 

 通常、電気配線や電気器具類には、電気が漏れないよ

うに「絶縁」という処理がされています。電気配線が傷

ついたり、老朽化による被覆の剥がれなどが原因で絶縁

が悪くなったり、防水性がない電気器具類が水をかぶっ

たりしても漏電が起こります。この漏電は、感電や火災

の原因につながる非常に危険な現象です。 

 では、漏電から身を守るためにはどうしたらいいのかで

あります。傷んだ電気配線や器具を発見したら速やかに改

修しましょう。電気回路の絶縁が低下し、火災や感電の恐

れがあるときには、直ちに回路を遮断する漏電ブレーカー

の取付を進めます。また、電気製品を水気や湿気の多い場

所や、屋外に設置して使用する場合には漏電した電気を大

地に逃がすアース線を取り付けるよう法律で義務付けられ

ています。 

安全月間中には、電気保安功労者表彰や漏電遮断器取付

の推進及び事故防止などの講習会、啓発のポスター・パン

フレットの作成及び頒布も行います。 

 電気がなければ現代社会は成り立ちません。停電になる

だけで人はパニックを起こしてしまうくらい大切なものな

のです。現代社会においてはなくて

はならない「電気」。先人たちが苦

労して開発し、私たちの生活のさま

ざまな場面で利用されている「電

気」。しかし、その使用方法を誤る

と大変な事故につながります。この 

期間中「電気」について再認識をし

てみるのも良いのではないでしょう

か。 

●日 時 9月17日（土）・ 18日（日） 

●時 間 17日（土）13:00～16:30 販売無し 

     18日（日） 9:30～14:00 販売有 

          いずれの日程も入場無料。 

※注意  

17日（土）はバイヤー向けの展示、商談会の為、販

売は行いません。購入をご希望の方は18日（日）に

お越し下さい。また、売切れの際はご容赦下さい。 
 

●場 所 伊豆市 生きいきプラザ 

       （伊豆市小立野66-1） 

●出展数 伊豆全域より約60事業所 

●問合せ 伊豆の国市商工会 
     TEL 055-949-3090 

●主 催 伊豆地区8商工会 
写真は昨年の開催の様子 

  
共済還元事業 

  

 

●日 時● 

平成28年8月4日(木) 

  10：00～12：00  

  13：15～16：00 

●場 所● 

アピタ大仁店駐車場 

●主 催● 

伊豆の国市商工会 

   女性部/青年部 

出展事業所名 ※申込順 出展品目 ※一例 

㈱LAPIS-LAZULI 天野柿シリーズ 

㈱伊豆食品 スティックジャム 

㈱伊豆倶楽部 パン祖のパン 

凡道留フードハーネス 豆魂豆富 

伊豆新茸生産組合 ドライフルーツいちご 

㈲つず美湯元園 ﾃﾞﾗｯｸｽ生ｸﾘｰﾑ韮山反射炉大砲ﾛｰﾙ 

山ト食品㈱ たちばなのお弁当 

㈲浜松屋製麺所 オリジナルカップ麺 

第一酵母㈱ コーボンマーベル・みそ 

土屋建設㈱ ろっぽう野菜 

㈱豪匠 伊豆塩ローストビーフ 

コーヒースクエアガリオン 煎人珈琲・仙豆庵 

㈱だるま 万枚漬 

 
受講 

無料 

【主催】伊豆の国市役所 市長戦略部 政策推進課 
〒410-2292 伊豆の国市長岡340-1 
TEL 055-948-1413 FAX 055-948-2915 

 スマートフォンやタブレットの普及により、公衆無線
LAN（Wi-Fi）は新たな通信インフラとして注目を集
めています。伊豆の国市を訪れた方から発信され
た口コミは次の集客に繋がります。伊豆の国市では
公衆無線LANの普及を図り、店舗・事業主向けの
セミナーを開催します。 

  ●名称 ポータルサイト活用セミナー 

  ●日時 平成28年8月22日（月）19：00～ 

  ●対象 公衆無線LANを整備された方 

        公衆無線LANを整備しようとする方 

   ●場所 あやめ会館2階会議室 

   ●内容 ポータルサイト『IZUPASS』活用事例 

 富士山こどもの国にて、伊豆の国市の魅力をまるごと 

紹介する「伊豆の国市フェア」を開催しています。 

 ☆伊豆の国ブランド認定商品販売 

 ☆伊豆の国市産スイカ、とうもろこし他夏野菜の販売 

 ☆下駄飛ばし大会や、てつざえもん・ぬえ左衛門と撮影会 

などなど…伊豆の国市にまつわるイベント盛りだくさん！ 
  ※内容は日程により、やむなく変更する場合もあります。 

 伊豆の国市民はフェア開催中入場料が無料! 
  （市民である証明を入口料金所で提示して下さい。) 

   ◆詳しくは富士山こどもの国ホームページにて◆ 
                 http://www.kodomo.or.jp/ 

開催日 2016年7月23日(土)～8月21日(日) 

『伊豆の国市フェア』開催中！ 

【お問合せ】 伊豆の国市商工会 青年部 TEL 055-949-3090 

写真は昨年の開催の様子 

   7/6 国立新美術館にて 

「  ルノワール」を鑑賞して 

   きました。  

       ●今後の講習会● 
     「認知症の予防方法を知ろう！」 

 〈日  時〉    9月28日(水)11：00～14：00 

 〈場  所〉    天坊 

 〈講  師〉    天野えり子氏 

 〈受講対象者〉  伊豆の国市商工会女性部員 

♪女性部に加入して女性部活動に参加しましょう。 

♪講習会・視察研修にも参加できます。 

【住宅・店舗どちらもお問合せ・受付はこちら】 ※土日祝日を除く 

伊豆の国市商工会本所 TEL/055-949-3090 FAX/055-949-2740 

 
 

伊豆の国市 

 伊豆の国市民が市内の業者（施工業者として登録し

てる業者）を利用して、住宅関連工事（税込20万円

以上）を行いその工事代金を支払った場合、施主に工

事費の10％、新築の場合は最高40万円を、リフォー

ム・増築等の場合は10万円を限度とし助成金が支給

されます。市予算額（2,000万円）に達し次第終了。          

 ・助成率  対象工事経費の10% 

 ・助成金額 最大10万円（新築40万円） 
 〈注意〉 工事の着工前の申請が必要です。            

 着工後の申請は無効となりますのでご注意下さい。 

 【助成対象者】 
・伊豆の国市内に所在する店舗（伊豆の国市商工会会員に限る） 

     ※住宅等併用の場合は、来客用に供する店舗部分。 

【助成対象工事条件】   ☆☆☆詳しくはお問合せ下さい☆☆☆ 

・事業者が市内登録施工業者に発注する経費20万円以上（税込） 

 の増改築・修繕などのリフォーム工事（工事着工前に申請が必要） 

 注：新築工事は対象になりません。その他詳しくはお問合せ下さい。 

●補助率 工事費の５０％ 

【助成対象外工事の一例】 ※下記は一例です。 
①備品・設備・機械など ②厨房の改修や設置 ③給排水・衛生（換気を含む）設備・ 

電気・ガスに関するもの④浄化槽の設置・修繕、下水道接続工事 ⑤太陽光発電設 

備等、再生可能エネルギーの設備に関するもの⑥清掃、シロアリの駆除、その他 

防虫や消毒等の薬剤散布・消臭・塗布・抗菌処理（対象工事に付随するものを除く） 

※注 助成金を受けるには･･･ 着工前の申請が必要です 

ホームページ http://www.izunokuni.org/ 

今年は旅行・ギフト 
 から選べます! 

商工会貯蓄共済・福祉共済に
加入して、日帰り旅行または 
地場産品をプレゼント♪ 

【旅行実施予定日】 

  平成28年10月初旬 

【参加条件】  

 ①貯蓄共済新規加入5口以上 

 ②貯蓄共済･福祉共済合わせて 

   新規加入5口以上 

◆詳細は商工会ダイレクトメール・

ホームページ等でお知らせします。 

狩野川祭りでアユの 

つかみ取りができるよ！ 

８月３日(水) 

 韮山狩野川まつり2016 
  

 17：20～ 狩野川河川敷  

     千歳橋近く、祭り会場にて 

 18：00～ ぬえ左衛門音頭ステージ 
 

〈アユのつかみ取り〉 参加無料 

 ●青年部員募集！ 

・商工会に加入している45歳以下の事業主 

 または事業後継者の方。 

・女性部員も現在募集中です！ 

詳しくは下記問合せ先まで 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12oc0t1gi/EXP=1463533635;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlZxcHJ3bU0wdXNOdnJOc2lCNDRZNHZWeC1hTUlGYVVmcWNvUnNlNzJkcGM3MnNtc0J4cExENmJJBHADNloyWjViS2g1NXlNNDRLSTQ0S040NEdhNXBTdjVvLjA1b3VnNTRLNQRwb3MDMQRzZWMDc2h3B
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeBibZLBVKX8AbUCU3uV7/SIG=12d7i28i3/EXP=1437709851/**http%3a/ryori.ie-yasu.com/images/sweet-fish/sweet-fish.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCK_GxcJFXOUcA6xKU3uV7/SIG=13b0okblu/EXP=1469235761/**http%3a/freephoto.sakura.ne.jp/_src/sc816/E4B999E5A5B3E6A4BFE58887E3828AE68A9CE3818D.png

