伊豆の国市商工会会報
発 行 伊豆の国市商工会
発行人 会長 大沢 秀光
URL http://www.izunokuni.org/

9 29

平成29年

月

１、チケットとＭＡＰを入手
チケット入手方法
○7月24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
8月中旬以降より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
・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

【主催・お問合せ先】

発行日 平成29年8月1日
電話 055-949-3090（本所代表）
E-mail izunokuni@dolphin.ocn.ne.jp

「明日(あす)の地域
築く我らの商工会」

10 5

日（金）～

開催場所：伊豆の国市内全域

№80

平成29年度県下統一標語

月

みは？」
「あなたの商売の強
いるのか」
「顧客は何を求をめて
るには？」
用す
「補助金や助成金を活
伊豆の国市商工会では創業を考えられている方、創業して間もない方を対象に、
創業に必要な知識やノウハウを取得できるセミナーを開催します。
数々の経営者をサポートする中小企業診断士をはじめとした専門家が、実現
可能な創業ノウハウを伝授します。
【日時】 全3回 8月23日(水)、8月28日(月)、8月30日(水)18：30～21：30
（後日希望者を対象に個別相談会あり 9/8、9/12）
【会場】 伊豆の国市商工会 ２階会議室（伊豆の国市四日町290）
【対象】 創業を予定している方、創業して概ね３年以内の方(市外の方も可）
【定員】 ３０名 ※申込多数の場合は先着順
【主催・問合せ先】 伊豆の国市商工会 ０５５-９４９-３０９０
【連携協力】 伊豆の国市/静岡県よろず支援拠点/静岡県商工会連合会

日（木） あとバル 10月6日～12日

参加店：約９０店 ※下記に参加全店を明記

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。

～消費税軽減税率対策セミナー～

売上を伸ば
したい方へ

≪セミナー内容≫ 消費税の転嫁対策
１、 売上を拡大させる販売促進策
２、 接客力向上により顧客満足度のUP

◎日時 ⇒ 平成29年8月24日（木）19：00～21：30
◎会場 ⇒ 伊豆の国市商工会本所（韮山）2階大会議室
◎参加費⇒ 無料
◎持ち物⇒ 筆記用具（蛍光ペン含む）、電卓
◎お申込み⇒ お電話でお申込み下さい
〈電話番号〉055-949-3090 伊豆の国市商工会本所 〈担当〉日吉

☆平成28年6月1日に安倍内閣総理大臣
は、消費税率10%への引上げ及び軽減税
率制度の導入時期を平成31年10月とする
旨を表明しました。自社の消費税の転嫁
対策を考え、学びませんか。商工会では
下記のとおり講習会を開催しますので皆
様の受講を心よりお待ちしております。

【講師】 北川 裕章 氏
中小企業診断士・販売士1級
ワンホープ・ビジネスコンサルティング代表
百貨店勤務の経験を活かした経営支援

③気になるお店や当日の混雑状況はFacebook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【10月6日～12日】の
期間中、1枚¥600で使用できます。

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

昨年12月に販売し、大好評をいただいた『選べる
伊豆の国ブランドギフトセット』を本年度も実施い
たします。発送は本年12月中旬を予定しておりま
す。是非ご活用下さい。商品のラインナップと申込
用紙は9月上旬より、商工会イベントや新聞折込等
で配布予定です。

『選べる

伊豆の国ブランドギフトセット』概要

○受付日
平成29年9月上旬～11月30日（木）
○発送日
平成29年12月中旬を予定
○注文・問合わせ先 伊豆の国市商工会 本所
TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740
（土日祝日除く 8：30～17：00）

バル参加店一覧 順不同
韮山地区
居酒屋 正直屋・つず美湯元園伊豆長岡駅前店・Kitchen café FAIRY TAIL・Yショップ伊豆長岡駅店・とり西・ほろ酔い処 山ぐち・
カラオケボックス ベイサイドクラブ・ラーメン店「一匹の鯨」・㈲佳月園・手打ち おとわ・四季彩菜 しゃろう夢・居酒屋源さん・
たまごやぽてと・コーヒースクエアガリオン・㈱蔵屋鳴沢 反射炉ビアレストラン「ほむら」・㈱蔵屋鳴沢 反射炉物産館「たんなん」・与太呂・
廣寿し・らんちてい・高原ブロイラーデイリーエース韮山店・伊豆畑毛温泉 大仙家・珈琲ミシェル・アーユルヴェーダサロン伊豆山のめぐみ
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伊豆長岡地区

彩鶏・雅な藍・炭の蔵・お食事処 土筆（つくし）・食い処飲み処 むろ井・ホテルサンバレー富士見・中国料理 古奈青山・ニューサイアム・
Dining Bar POMODORO・ショップパインツリー・ボッカ＆テコパ・てっぱん古奈・スナックニュー長岡・手打ちそば朝日屋・鳥栄・
古奈別荘 旬菜源氏山 蕎麦竹山・あづまや旅館・呑み処 ふく・㈲黒柳・焼肉幟（のぼり）・カフェ＆バル「掌（たなごころ）」・コインランドリー「掌」
まんじゅう屋 ひと花・とろろ家・みどりや・柳月・福田屋商店・あけぼの遊技場・松井酒店・ひょうたん寿司・そば処 橋本・手作りとうふ みずぐち
うを正寿司・土屋銘茶・あやめ園・ニュー八景園・㈲伊豆木材市場・伊豆の国パノラマパーク・酒房 めい・鰻屋 だいちゃん・Evance・和CAFE93・
居酒屋「串特急 伊豆長岡店」・創作割烹 おおた・ホテルサンバレー伊豆長岡・伊豆長岡ホテル天坊・伊豆給食

大仁地区
ひとやすみ・ときわや食堂・ふかせ菓子店・ラミーハイド すみか・食事処 たけ・みかどや旅館 鮎茶屋・長屋書店・京香・石井米店・みさわや・
力亭・一二三荘・居炉裏・Backerei Danke・いさぶや印刷工業・カルビ一丁大仁店・京屋台味ラーメンみやこいち・パティスリーアミティエ・
中国料理いーある・とん一食堂・モア

8/1(火)
『きにゃんね大仁夏祭り』
花火大会19：45～20：30

8/3(木)
『韮山狩野川まつり2017』
花火大会20：15～20：45

8/4(金)
『伊豆長岡温泉戦国花火大会』
花火大会20：15～20：45

出展事業所名

●日 時 9月8日（金）・ 9日（土）
●時 間 8日（金）11：00～14:30 商談会
15：00～17:00 特別販売会あり
9日（土） 9：30～14:00 販売会
いずれの日程も入場無料。
※注意
8日(金)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9日(土)にお越し下さ
い。また、売切れの際はご容赦下さい。
●場 所 函南町文化センター
（函南町上沢81）
●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
写真は昨年の開催の様子
●主 催 伊豆地区8商工会
詳細は9月1日、6日の朝刊折込みチラシをご覧下さい。

コーボンマーベル

㈱だるま

伊豆山海おぼろ寿司

山ト食品㈱

オレんち伊豆ケーキ

㈱時之栖

天城輪道バウムクーヘン

㈱伊豆倶楽部

防災用非常食スティックパン

㈱伊豆食品

スティックバラエティジャム24本

凡道留フードハーネス

けなげなおからの飴 ※8日のみ

㈱LAPIS-LAZULI

フルーツビネガー3本セット

㈲浜松屋製麺所

歴麺・萌麺

ﾘｽﾄﾗﾝﾃ ﾎﾞｯｶﾃﾞﾗﾍﾞﾙﾀ

政子鶏チキンロースト

㈱豪匠

伊豆の焼豚

㈲つず美湯元園

韮山反射炉大砲ロール

彩鶏

天城軍鶏コロッケ ※8日のみ

㈲佳月園

反射炉の煉瓦

一夜限りの粉ものフェスティバル

８月３日(木)

【出展者リスト】

韮山狩野川まつり2017

17：20～ 狩野川河川敷 千歳橋近く、祭り会場にて

主張発表の橋本部長

女性部は
いつでも加入
できます！

基調講演： フジテレビ笠井アナウンサー

バス研修・講習会と1年を通して活動して
います。年間1,000円の会費でいろいろチャレンジし
ましょう。詳しくは事務局まで 055-949-3090

けがに備える共済
貯める・死亡保障の共済
○商工貯蓄共済（10年満期型）1口/月額2,000円
＊加入できる人＊
商工会員とその家族、会員の従業員とその家族(６才～65才)
＊積立金一部払い出し制度
解約することなく積立金の一部を利用することができる
制度です。
＊健康診断等助成金制度
商工貯蓄共済に新規でご加入された方の被共済者が健康診
断を受診された場合に助成金をお支払します。

事業主の退職金/掛金は全額所得控除で節税に

2万6,000人の選手及び役員、12万人のスタッフ、2
万5,000人のメディア関係者。それに800万人の観客、
これだけの人数の食事の準備をしなければなりませ
ん。選手村や競技会場で提供する食事で、用意する食
材も大変な量ですが、日本としては、我が国の食文化
や地域の魅力を世界にアピールするチャンスでもあり
ます。そのためには、使ってもらうためのルールや今
までのオリンピックではどんな食事が出されていたの
か、どのような形で用意されていたのか。例えば、時
間の問題やスポーツ選手ですからカロリーや栄養価を
それぞれの選手が選べるようにしなければなりません
でしょう。選手が最高の結果を残せるように、宗教や
習慣に配慮した参加国の対応も大切になるでしょう。
競技前の選手には、薬剤を使った食物はドーピング
検査の対象になります。200カ国以上の人たちの、
ニーズに合わせた食材と料理を用意する必要になりま
す。200万食で800人の調理人が必要になります。これ
は、IOCから求められているルールだとされていま
す。

日常生活で起きた法律上の賠償事故を補償
国内外、仕事でも・ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄでも補償
被保険者(6歳から65歳)シニアプランあり。
〈保険金の一例〉 交通事故での死亡
1000万円
不慮の事故での死亡
800万円
病気の
入院1日めから
8000円
入院保障も
通院3日めから
3000円
あります
手術給付金あり

死亡保障の共済
＊加入できる人＊

そのことは、環境などに配慮した大会運営を求め、
持続可能な社会を次世代に残したい、そうした狙い
があるようです。このため東京大会で使う食材につ
いてもそうした考えに基づいて調達しなくてはなり
ません。
例えば農業は、農薬や化学肥料を使うことで、生
態や土壌、地下水など環境に大きな負担を与えてい
ます。農薬の使用回数を減らし、環境への影響を最
小限にする。化学肥料については、余分に使用しな
い。そうしたことに配慮した食材しか使えないとい
うことになってきます。
商 工 会 に は、「我 が ま ち 魅 力 再 発 見」を テ ー マ
に、伊豆の国らしい魅力ある逸品をブランド認定
し、市民や観光客に広くＰＲし伊豆の国市をよく
知ってもらうきっかけとして、また、自慢の逸品を
全国に向けて発信する取り組み「伊豆の国ブラン
ド」があります。6月13日現在、68企業の170商品を
認定しております。
世界が注目する一大イベントに、自らの食材をぜ
ひ使ってもらい、全世界に広め将来は輸出につなげ
ていければと願いたい。

8/13
（日）

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
日
視

時 ： 平成29年9月11日(月)～12日(火)
地 ： 黒部ダム・黒部湖＜トンネルシアター＆遊覧船＞
穂高神社・黄金アカシヤの丘 他
宿 泊 先 ： 信州大町温泉 立山プリンスホテル
参 加 費 ： ￥20,000/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 ： 8月31日（定員になり次第締め切ります）

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。

察

【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

☆開催日☆
毎月第二日曜日

☆開催時間☆
11:00～15:00

☆開催場所☆
アピタ大仁店内

相談会の様子
（アピタ大仁店にて）

→

○福祉共済
(一ヶ月2,000円)

○福祉共済「生命」保証プラン
1000万～6000万円加入可能

商工会会員とその家族、会員の従業員とその家族(6歳から65歳)

○小規模企業共済(掛金一ヶ月1,000円～70,000円)

食で支える東京五輪

スコップ伊豆長岡店・なべ家・てっぱん古奈・
和風呑処雅な藍・とり西・WAIWAI・カフェ＆バ
ル 掌・テコパ・美味酒房ろさん・深夜食堂・
Dining Bar Bliss など
～7月4日に関東ブロック商工会
女性部交流研修会に参加しました～
主張発表では橋本真理子部長が静岡県代表として
地域振興とまちづくり<世界遺産韮山反射炉と歩む
女性部おもてなし事業＞のテーマで
発表し伊豆の国市をPRしてきました。

〈アユのつかみ取り〉

●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！
詳しくは伊豆の国市商工会 青年部 TEL 055-949-3090

おいしいIZUグランプリ該当商品

第一酵母㈱

日時：8月20日（日）
時間：15：00～21：00
地域のお店や団体が「古奈」にかけて「粉もの」
場所：アクシスかつらぎ
を使用したオリジナルメニューで出店!!真夏の
広場（伊豆の国市古奈255）

参加無料

※申込順

〈共済掛金一例〉共済金2口1,000万あたりの掛金
(月額)6歳男性820円、50歳男性5,940円 50歳女性3,440円

商工会の共済に加入し、優待料金で旅行に出かけましょう
日
時：平成29年11月7日(火)～8日(水)
行
先：上高地帝国ホテル昼食会と飛騨高山
宿 泊 先：飛騨高山 ひだホテルプラザ
優待料金：￥15,000/お一人様（5名1部屋の場合）
〈宿泊代･食事代（3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25名
参加条件：平成29年度の貯蓄共済、福祉共済など
商工会の新規共済加入口数が5口以上加入の方
平成30年3月までの予約加入も可とします
申込締切：9月22日（定員になり次第締め切ります）
【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

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年から、全国の都道
府県に設置された国の機関です。伊豆の国市役所大仁庁舎及び、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

8月以降の相談日程は下記の通りです。

市役所
会場

日 時：8月17日（木）・9月21日（木） 9：00～12：00
場 所：伊豆の国市役所 大仁庁舎（田京駅裏）

商工会
会場

日 時：8月23日（水）・9月27日（水） 9：00～17：00
場 所：伊豆の国市商工会 本所（四日町290）

●問合せ・申込先

伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090

