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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」 

   

 

 伊豆の国市商工会では、平成28年度からの新制度として、『店舗リフォーム助成事業』を開始します。下記に概要を記載し

ます。詳細は伊豆の国市商工会ホームページをご覧いただくか、お問合せ下さい。 

【助成金額】 

・工事費の50%（最高50万円まで。全額を現金で支給。） 

【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。 
（1）伊豆の国市商工会会員 （2）市税等の滞納がない者であること  

（3）本助成事業の取消しを受けたことのない者  （4）1申請者（事業所）本助成事業の利用は、1回限りとする。 

【助成対象工事条件】 

・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。 

【助成対象工事一例】 ※下記は一例です。 

①屋根工事（張替え・防水など）  ②外壁工事 ③基礎工事 ④外構工事（店舗等敷地内とする） 

 1.看板等構築物、2.門、3.塀、4.来客用駐車場、5.オープンテラス等 

⑤バリアフリーに関する工事 ⑥床材・内壁・天井の張替えなどの内装工事 ⑦襖・障子・網戸・畳（張替えなど）  

⑧扉（自動ドアを含む）・窓ガラス・サッシ（交換など）⑨間仕切りの変更 

⑩看板・オーニング（日よけ）の修復や設置 ⑪ビルドインエアコン、業務用エアコンの設備と設置は可とする 

⑫来客用洗面・トイレの改修・設置 ⑬店内のＬＥＤ化の設備と設置に関するもの 

⑭来客の用に供するに限るもの（什器、備品を除く）  

【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） 

【お問合せ・申請受付】 ※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 ホームページ http://www.izunokuni.org/ 

※注 助成金を受けるには･･･ 着工前の申請が必要です 

 

「第67回 きにゃんね大仁夏祭り」 
８/１ 
（月） 

 
 

 14：00～ 

 恒例となりました８月１日の「きにゃんね大仁夏祭り」。大仁駅前商店街では商工会員による出店

が盛大に並び、豪華景品が当たる大抽選会やステージイベントも行われます。また花火大会は打ち上

げ総数なんと８０００発！！皆様お誘いあわせの上、是非ご来場ください！ 

                        ～参加方法～ 

 「7/31の折込チラシ」、または「お楽しみ前売券」についている

引換券を当日抽選券とお引換えいたします。（14：30～本部）    

☆お楽しみ前売券は7/16(土)より石井米店、長屋書店、杉村百

貨店、平井精肉店の4店舗にて1枚¥1,000で販売。(抽選券＋輪

投げ券＋金魚すくい券＋800円分の金券として使えます)。 

販売総数は100枚。売切れ次第終了。              

・歩行者天国/14:00～/ ・花火大会/19:45～20:30 

・かわかんじょう/18:30～(神島橋上流100m) 

～夏祭り情報～ 

8/3(水) 韮山狩野川まつり2016 

8/4(木) 伊豆長岡温泉戦国花火大会  

花火大会/19:45～20:30 

●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 

●問合せ先 伊豆の国市商工会 
      TEL 055-949-3090 

 地元で作られたものだからこそ安心・安全で美味

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！ 

写真は昨年の開催の様子 

 
 

 

 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。（助成金は全額を市内限定使用商品券で支給されま

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。 
    

第６次伊豆の国ブランド募集 

 現在第5次認定にて59事業所、134品を認定している『伊豆の国ブランド』は第6次認定品を募集します。 

 募集要件は①伊豆の国市内に事業所を有すること。②伊豆の国市商工会の会員であること。③各種法令に違反

していないこと。④伊豆の国市らしさのあるもの又は独自性のあるもの。以上の条件を満たしていれば、食品、

工業製品、工芸品、サービスなどどんなものでも認定されます。伊豆の国ブランドに認定されると下記のような

メリットを受けることが出来ます。是非お申込下さい。尚、ブランド登録は1事業所につき、4品まで可能です。 

認定会8月 

上旬開催予定 

・市内3カ所展開中のアンテナショップ『反射屋への出展が可能』 

・メディア等へのPR活動をサポート 

・B to B（企業間取引）をサポート 

・各種イベントや催事への出展情報の提供 

 平成27年度実績：約20件のイベントをご紹介 

○募集期間：平成28年6月27日～8月5日 

○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） 

 

 
 

 

        

 

消費税軽減税率対策セミナー 
すべての 
事業者向け 

講師    
 中小企業診断士玉置事務所（代表） 

    玉置 久倫 氏  
 平成28年7月21日(木)19:00～21:30  日時    

≪セミナー内容≫消費税の転嫁対策 

１ 業務改善の方法と進め方 

２ 売り上げを向上させる販路開拓 

●会場：伊豆の国市商工会館(本所韮山) 

●持ち物：筆記用具(含,蛍光ペン)、電卓 

●申し込み：7/15(金)までに商工会にお申込み 

      下さい。055-948-5333 

     （担当/伊豆長岡支所 西家・山本） 

  

 

 7月1日現在、出展ブースに若干の空きがあります。出

展をご希望される方は伊豆の国市商工会まで至急お申込

をお願いします。 

 尚、出展の募集は規定数に到達次第締切とさせていた

だきますので、ご了承ください。 
 

 

●出展料：9月17日のみ出展   ：1,000円 

     17日、18日の両日出展：5,000円 

●来場者：2日間合計 約3,000名（過去開催の平均） 

●昨年度の新規成約件数（見込含む）：43件 

 その他申込要件がありますので、詳細は伊豆の国市 

 商工会までお問合せ下さい。 

受講

無料 

その他販路の開拓

支援など特典満載 



 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

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 

 よろず支援拠点は、地域の支援機関と連携しながら、中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営相談に対応するため、平成

26年より、全国の都道府県に設置された国の機関です。この度、伊豆の国市及び周辺市町の中小企業・小規模事業者に対して、

より手厚く、きめ細やかな支援を実施するため、伊豆の国市役所と伊豆の国市商工会にサテライト相談窓口を設置します。 

相談日程  7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）に2会場にて実施。 

日 時：7月13日（水）・8月10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 

●相談をご希望される方は事前に、伊豆の国市 

   商工会まで申込をして下さい。 

●相談時間は、下記の通りです。（1時間単位） 

  ①  9：00～10：00  ②10：30～11：30  

  ③13：00～14：00     ④14：30～15：30 

  ⑤16：00～17：00 

●問合せ・申込先 ※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 
日 時：7月27日（水）・8月24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 

   

 

 平成28年3月29日、理事会にて伊豆の国市商工会の経営発達支援計画の検証会が実施されました。検証会の実施結

果を伊豆の国市商工会のホームページに掲載しております。是非ご覧下さい。 

伊豆の国市商工会 ホームページ http://www.izunokuni.org/ 

 伊豆の国市商工会主催、第1回伊豆の国反射炉バルの開催が決定しました。開催期間は他に類を見ない7日間。

開催地域も伊豆の国市全体での開催です。参加店各店がとってもお得なメニューを用意してお待ちしております。 

 地元なのに入ったことのないお店、入ってみたかったお店に行く絶好のチャンスです。是非お越しください！！ 
 

開催期間：平成28年9月22日（木）～28日（水） 

開催場所：伊豆の国市全域 

開催店舖：約90店 

開催時間：各店舗ごとに異なります 

チケット：5枚綴り1セットで前売り¥3,500 

      （当日販売¥4,000） 

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 

 参加店は居酒屋・BAR・和食・洋食は

もちろん、日帰り温泉や、スイーツ、お

土産、伊豆の国ブランド認定事業所な

どバラエティに富んだラインナップです。

詳細は随時公開します。 

 
●テーマ  静岡県産業振興財団の取扱う助成金・支援制度 

      日本政策金融公庫の概要と融資制度等の紹介 

●講 師  公益財団法人 静岡県産業振興財団 

      日本政策金融公庫 

●内 容 ・静岡県産業振興財団の概要と支援制度の紹介 

     ・静岡県産業振興財団の取扱う助成金や過去の 

            申請事例 

     ・日本政策金融公庫の概要と融資制度等の紹介 

     ・店舗リフォーム、住宅リフォーム事業の紹介 

●日 程  平成28年7月22日（金）13：30～16：00 

      説 明 会 13：30～15：00 

      個別相談 15：00～16：00（要予約） 

●場 所  伊豆の国市商工会 本所 2階大会議室 

●受講料  無料  

●対 象  事業主及び従業員 

●申込期限 平成28年7月15日（金） 

●問合せ  伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 

                    伊豆長岡支所 TEL 055-948-5333  

                     大仁支所   TEL 0558-76-3060 

 

※静岡県産業振興財団とは･･･ 

 新分野への進出や事業の多角化、経営基盤の強化等を目指  

 している中小企業の支援を行っている機関です。 

 

 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。 

7/10 
（日） 

☆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 

伊豆の国市商工会にて 前売り券販売中！  

各日共通券2枚綴り ￥2,500 
各日共通券3枚綴り ￥4,000 

★21歳以下は入場無料！！ 
（熱海駅・伊豆長岡駅より無料バス運行） 

伊豆の国市商工会HP 

QRコードはこちら→ 

 

 

【お問合せ】 

伊豆の国市商工会 

055-949-3090 

●展   示   （7/23～8/21） 韮山反射炉コーナー / 伊豆の国コーナー         

●販  売  （7/23～8/21の週末のみ）  
          伊豆の国ブランド認定品 

           伊豆の国市特産品 

※予告なく 

変更になる 

場合があり 

ます。 

               （7/23）チアリーディングチーム「Powerful Kids」 

         （8/7）劇団いず夢によるパフォーマンス 

●イベント （7/23、8/13）下駄飛ばし大会 

         （8/11、8/21）木村鋳造所による鋳込み体験、 

                       （7/23、8/13）甲冑を着てゆるキャラと一緒に写真撮影 

                       （8/20）YAMANEKO楽舎による工作 

          （期間中： 2回/日）ノルディックウォーキング 

 

反射炉入口交差点・  

南條区子ども会の皆さんと 

大仁市民会館前 長岡・湯らっくす公園前 

大仁中 

36会と 

一緒に 

◆環境美化活動の一環として◆ 

～夏の花壇・三地区の競演をご覧ください～ 

～惜しまれて去る～ 

 平成28年5月26日、象の「はな子」が69歳で死にまし

た。翌日、献花台が置かれ朝から雨が降っていたにも

かかわらず、手を合わせに来る人が途切れません。連

日多くの人たちが花束や果物などを持って訪れ、はな

子の死を悼んでいます。「今までありがとう」「ゆっ

くり休んで下さい」などの思いが寄せられています。

というニュースがありました。 

 昭和24年に日本に来て、多くに人たちに親しまれ、 

5月26日、呼吸不全のため死んでしまいました。ゾウは

60歳くらいまで生きるということなので、はな子はか

なり長生きしたほうでしょう。 

 はな子は戦後、連合国軍の占領下の時代にタイから

やってきたメスのアジアゾウで、まだ2歳半くらいの子

供でしたが、娯楽の少なかった当時の日本で大歓迎を

受けました。また、タイは当時日本との外交が中断し

ていたため、はな子は平和の使者として戦後の日本を

元気付けたのです。一方、戦争中逃げ出したら危険だ

という理由で餓死させられた3頭のゾウ。餌をもらおう

と必死に芸をして見せますが、ついには息を引き取っ

てしまうという悲しい実話です。罪もない動物たちが 

人間の戦争の犠牲になった。  

 この話は、絵本にもなり小学校の

教科書にも採用されました。この3頭

のうちの1頭がはな子だったのです。

ゾウのはな子と聞くと戦争を二度と

起こしてはならないと感じる人は少

なくないと言います。それ以来、

たった1頭だけの生活になってしまっ

たのです。昭和35年には、飼育係の男性を踏む事故を起

こし、人殺しのゾウと言うことで足を鎖でつながれてし

まいました。やせ細っていく姿を見た飼育員が、鎖を外

し餌をやったり、つきっきりで世話をした結果、元の姿

に戻りました。その後、飼育員との交流が本やテレビド

ラマにもなり、はな子がさらに多くの人たちから愛され

るようになりました。 

 人々がはな子に求めていたものはなんだったのか。癒

しであったり、生きる希望であったり様々な捉え方で、

はな子と向き合っていたのです。はな子を見ることで、

人生がよみがえる。「自分も頑張ろう」「生きる力をも

らった」など、はな子は、こんなにも周囲から惜しまれ

て去り人々の心を動かしたのです。 
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