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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 創 立 10 周 年 記 念～

11/20（日）

９：３０～１４：００

伊豆の国市商工会が認定する『伊豆の国ブランド』のギフトセットを用意しました。今回のギフトセットは
常温品12商品、冷蔵品10商品の中からご自分の好きな商品を選び、自分だけのオリジナルギフトセットを作る
ことが出来ます。お得なろっぽう野菜のギフトセットも用意しました。お申込方法は、伊豆の国市商工会まで
注文書をFAX等でご連絡いただくか、11月20日（日）の伊豆長岡商工祭でも注文を承ります。下記の商品の中
からお好きな物を選んで、オリジナルギフトセットをお世話になった方へ送られてみてはいかがでしょうか。
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お楽しみ福引大抽選会
日
視

9：30
10：00
10：50
11：30
11：45
★今年は電動自転車、伊豆の国
12：00
ブランドセットが当たります！
12：30
★他にも焼肉セット、フルーツ、 13：00
商品券など豪華景品多数！
13：40
14：00

豪華景品 空くじなし

開会式
謝恩価格
楽生保育園鼓笛隊
販売開始 お楽しみ福引大抽選会開始
サービス店会抽選開始 商工祭鍋販売開始
MA・RI・KA DANCE STUDIO
繁盛祈念餅まき（1回目）
ぬえ左衛門音頭
演舞「とんぼの会」
伊豆長岡芸妓連による舞
から揚げ・いなり寿司
空手演武
お茶・うどん・クレープ
繁盛祈念餅まき（2回目）
焼き鳥・ピザ・焼きそば
伊豆長岡商工祭終了
赤飯・衣類等の販売♪
※都合により変更する場合があります。
【投げもち】

☆ゆうゆうカードの大抽選会☆

4部会(商業・工業･建設･観光サービス)
合同視察研修のご案内

【問い合わせ・申込】伊豆の国市商工会
本
所 055-949-3090
伊豆長岡支所 055-948-5333
大 仁 支所 0558-76-3060

時 ： 平成29年1月16日(月)～17日(火)
地 ： 聖地 那智山熊野詣と南紀勝浦温泉
世界遺産 熊野三山・那智の滝・熊野速玉大社
宿 泊 先 ： 南紀勝浦温泉 かつうら御苑
参 加 費 ： ￥18,000/お一人様（5名1部屋の場合）
〈宿泊代･食事代（4食）･バス代･旅行保険代込〉
1部屋を4名以下でご利用希望の場合は追加料金有
募 集 定 員 ： 先着40名
参加対象者 ： 商工会員及び会員家族、従業員及び従業員家族
申 込 締 切 ： 12月16日（定員になり次第締め切ります）
察

しずおか
静岡市紺屋町に平成29年2月末まで期間限定で営業している『ア
レモキッチン・コレモストア』に伊豆の国ブランドとして11月22日
（火）、23日（水）の2日間、出張販売を行います。
販売品：『㈱豪匠 あしたか牛のローストビーフ・伊豆の焼豚』
『㈲つず美湯元園 苺大福』・『温泉まんじゅう詰合せ』

アレモキッチン
コレモストア

静岡市葵区紺屋町1-10
水曜定休
2F アレモキッチン 営業時間11時～14時
1F コレモストア
営業時間10時～19時
主催・運営/静岡県商工会連合会

今回は特賞豪華２本立て！

40型TV、ダイソン掃除機
ぬえ左衛門も出演するぬん♪♪
談

融資の相

in 伊豆の国市
商工会

【日時】 平成28年11月16日（水）
10：00～15：00(要予約)
【場所】 伊豆の国市商工会本所
～「一日公庫」とは～
✔日本政策金融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に審査の結果が
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
〈問合せ・お申込み先〉055-949-3090

(昨年の写真)

※駐車場が少ないため公共交通機関をご利用下さい。

伊豆の国時代まつり
11/6
(日)

～経営計画作成セミナーのご案内～

場所
9:00～16：00 雨天中止

◆時代パレード
◆ステージイベント
◆楽市楽座(模擬店) ◆フリーマーケット
いざ、伊豆の国！伊豆の国の「歴史・文化・伝統」に触れる
まつりです。昔の遊び体験コーナーもあります。
模擬店には『伊豆の国ブランド認定商品』をはじめ、
パレードは当日
近隣市町のうまいものが大集合！商工会員事業所も 参加もできるよ！
みんな一種に
多数出店予定です♪
楽しもう♪

【主催・問い合せ】
伊豆の国時代まつり実行委員会
事務局 055-948-1480 伊豆の国市観光課)

小規模事業者持続化補助金とは･･･
新規顧客、販路開拓に要した
費用の2/3を補助します
○補助金額：補助率2/3、最大50万円を補助します。
※海外展開・雇用対策・買い物弱者対策、150万円
の補助対象経費に対して、最大100万円補助上限
とします。
○対象：会社および個人事業主であり、常時使用する
従業員の数が一定以下の商工業者。
○内容：新規顧客向けのチラシを作成、配布ホームペー
ジを新設、商品のパッケージリニューアル等

持続化補助金を受けるには、『経営計画書』を作成する必
要があります。＜補助金を活用して、新規顧客を増やしたい
けど経営計画書は1人では作れない＞という方もご安心下さ
い。下記の日程にて経営計画書の作成セミナーを開催しま
す。参加は無料です。（定員30名）

経営計画作成セミナー3回コース。3日間の参加を推奨。
日 時：平成28年11月22日（火）･24日（木）･28日（月）
時 間：3日間とも 19：00～21：30
個別相談会 下記日程の内、いずれかの日程を選択制。
日
時

時：平成28年12月6日（火）･7日（水）･8日（木）
間：3日間いずれも 13：00～17：00

製造業、建設業、サービス業のうち宿泊業・
娯楽業、その他

20人以下

経営計画作成セミナー及び個別相談会は何れも伊豆の
国市商工会本所（伊豆の国市四日町290）にて行います。
※個別相談会のみの参加は出来ません。

卸売業、小売業、サービス業（宿泊業・娯楽業以外）

5人以下

申込・問合せ先 伊豆の国市商工会 TEL 055-949-3090

『おもてなし』

伊豆の国市

【助成対象者】 ●補助率 工事費の５０％
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 ・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。
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・ 【助成対象工事条件】
☆☆☆詳しくはお問合せ下さい☆☆☆
増築等の場合は10万円を限度とし助成金が支給されま ・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）
す。市予算額（2,000万円）に達し次第終了。
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。
・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 助成金を受けるには･･･着工前の申請が必須条件です

〈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。
【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

TEL 055-949-3090
FAX 055-949-2740
ホームページ http://www.izunokuni.org/
伊豆の国市商工会 本所

【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）

10月は韮山商工祭、ぶなの森秋祭り、アピ
タ大仁店誕生祭に大忙しだったぬ～。今年
のゆるキャラグランプリもいよいよ決選投
票！今年は何位かぬ～ん？

韮山商工祭

ぬ え 出 没 予定

ぶなの森秋祭り

10月30日 (日) 伊豆の国産業振興祭【アピタ大仁店北駐車場】
11月 6日（日）伊豆の国時代祭まつり【韮山時代劇場】
11月13日（日）消防フェスタ
【韮山時代劇場】
11月20日（日）伊豆長岡商工祭 【市役所長岡庁舎広場】

10月21日に身延町商工会女性部員22名を市内スポットでおもてな
ししました。
我が伊豆の国市商工会女性部員も一緒に小坂のみかん狩りを体
験。ﾛｰﾌﾟｳｴｲでﾊﾟﾉﾗﾏﾊﾟｰｸへ。昼食は交流会に華が咲き、活発に情
報交換がなされました。その後、反射炉へご案内。江川邸でお見送り
までの一日は、役員OBも今回のおもてなしには協力いただき、秋の
ひとときを、伊豆の国市で満喫していただきました。
要望のある他県の女性部の皆様をおもてなしの本事業は、11月に
も２団体が伊豆の国市へお見えになります。地域活性の一助になり、
良い効果がもたらせられるよう、今後も努力していきたいと思います。

伊豆の国市商工会女性部が行っている事業に、おもて
なし交流事業があります。これは、全国商工会連合会お
もてなし交流事業を通して県や地域を超えた女性部相互
や女性部員同士の交流を図り、絆を深めることにより、
全国約1,650の女性部のスケールメリットを生かした魅
力ある交流事業を実施するとともに、広域的なネット
ワークの構築を図り、将来的には、友好女性部としての
継続的な行き来や事業での連携、災害発生時の支援関係
の構築なども視野に入れた活動を展開しています。
県内では、松崎町商工会と伊豆の国市商工会の2商工
会が全国商工会連合会おもてなし交流事業にエントリー
しています。昨年度は、岐阜県・群馬県・山梨県・愛知
県のそれぞれの商工会から当市を訪れ、伊豆長岡温泉に
宿泊され韮山反射炉の見学や会員事業所の視察を行い、
交流を図られています。今年度は、埼玉県・山梨県から
を予定しています。
日本人の「おもてなし」は、2020年の東京五輪で日本
の「伝統文化」を海外に広めようという機運が高まって
います。「おもてなし」は、昔から客を迎えるときに示
してきた心遣いです。この「おもてなし」が話題になっ
たのは、東京五輪が決定したときでした。

富士山・東北海道 広域ビジネスマッチング

静岡県下
最大級

すべての
事業者向け

雇用保険率・最低賃金が変更になっております
最低賃金 時間額

８０７円

平成28年10月5日～

～この経費は税率8％？10％？お客さんには何％で請求する？～

平成28年4月1日～
①被保険者負担率

②事業主負担率

一般の事業

5/1000

H28
4/1000

農林水産
清酒製造事業

6/1000

5/1000

9.5/1000

8/1000

建設の事業

6/1000

5/1000

10.5/1000

9/1000

H27

8.5/1000

H28
7/1000

H27

消費税軽減税率対策セミナー

「今から準備する消費税 軽減税率対策」

雇用保険率 昨年より保険率が下がっております。
事業の
種類

小野市長も大沢商工会長も天野前女性部部長も伊豆
の国市商工会女性部と一緒にお・も・て・な・し

滝川クリステルさんが「お・も・て・な・し」と区切っ
て発音する映像がテレビで放送されました。これを見た国
民の多くが東京五輪開催を実感し、海外から訪れる多くの
外国人を「お・も・て・な・し」で歓迎しなければと思っ
たことでしょう。この時をきっかけにして、流行語となり
いたるところで目にし耳にするようになりました。
「おもてなし」は大事だけれども、日本人の「おもてな
し」ってこんなもんだったのでしょうか。口には出さず行
動で示す。お茶や菓子、酒や料理を出すにしても「もてな
し」とはわからないように出す、「もてなし」であると感
じるのは相手側であります。もてなす側が「これが私ども
のおもてなしです」と口にしたとたん「もてなし」でなく
なります。相手に押し付けになってしま
う。相手に負担をかけ窮屈にしてしま
い、「もてなし」になっていないことに
なります。何日後か、もしくは何年か後
に「あれはあの人のもてなしだった」と
気づくのが日本人の「もてなし」ではな
いかと思います。
これから、東京五輪を機に日本を、伊
豆の国市を訪れる人々に、「おもてなし
の心」を伝えたい。

受講
無料
講師
日時

≪セミナー内容≫
１.消費税軽減税率制度の準備と対策
２.対象品目の線引き
３.複数税率対応レジ購入の補助金紹介
朝原労務会計事務所(営学博士･税理士）

朝原 邦夫 氏
平成28年12月8日(木) 19:00～21:30

●会場：伊豆の国市商工会館(本所韮山)2階大会議室
●持ち物：筆記用具、電卓
●申込み：11月30日(水)までに商工会にお申込み下さい。
0558-76-3060（担当/大仁支所 加藤）

無料

出展ブース数
約

11/13
（日）

☆開催時間☆
11:00～15:00
☆開催日時☆
毎月第二日曜日
☆開催場所☆
アピタ大仁店内

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。
＜お問合せ＞伊豆の国市商工会大仁支所
TEL 0558-76-3060

150

（予定）

木
会場

★静岡県下最大級の食
品・飲 料・農 産 品 を 中 心
とした商談会および物産
展です。

商談会

10:00-11:30 ( バイヤー、関係者のみ)
13:00-17:00 (予約制個別商談会)

物産展

11:30-17:00 (どなたでもご来場ＯＫ)

『伊豆の国ブランド』
認定商品も出展！

(主催) 三島信用金庫 沼津信用金庫 富士宮信用金庫 富士信用金庫

【日時】平成28年12月9日（金）
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 春一 氏
●帳簿のつけ方の再確認
（白色申告を含むすべての事業所の記帳･
帳簿の保存が義務付けられています。)
●消費税･事業継承･贈与･土地等の譲渡･
税務に関すること等些細なことでもOK！
この機会にぜひご相談下さい。
〈問い合せ・お申し込み先〉
伊豆の国市商工会 055-949-3090

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

11月以降の相談日程は下記の通りです。
原則、毎月第2水曜（市役所）・第4水曜（商工会）の2会
相談日程
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
市役所会場

日 時：11月・12月開催は商工会会場にて行います。
平成29年1月以降は通常通り第二水曜日の開催予定です。
商工会会場

※11月、12月のみ開催場所が変更になっております。

日 時：11月9日（水）・12月14日（水） 9：00～17：00
場 所：伊豆の国市商工会（四日町290）

