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「明日(あす)の地域  

   築く我らの商工会」 

 
 

 

       

   

 

 伊豆の国市商工会では、助成金や支援制度に関する情報提供を目的に、以下の内容で講習会を開催します。 

「自分達が作っているものの販路を広げたい」「加工の為の設備を新たに導入したい」「農家の方と連携して新商品

開発に取り組みたい」等、新しく商品開発を行い、販路を拡大したいとお考えの方はこの機会にぜひご参加下さい。 
 

日  程 平成29年7月19日（水） 13時30分～15時00分 

     説明会 13：30～14：30 個別相談 14：30～15：00 

会  場 伊豆の国市商工会 本所 2階大会議室   受 講 料 無料 

講  師 公益財団法人 静岡県産業振興財団 研究開発支援チーム 

     東部農林事務所 地域振興課 ・ 伊豆の国市 農業商工課 

内  容 各種助成金・支援制度や過去の事例紹介、希望者に向けた個別相談 

対  象 事業主及び従業員の方 

申込方法 商工会ホームページから申請書をダウンロードし、ご記入の上FAXもしくはお電話にてお申込下さい 

申込締切 平成29年7月14日（金） 

問合せ先 伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740 

 去る6月13日（火）に第7次伊豆の国ブランドの認定審査会が行われました。伊豆の国市商工会の正副会長、各部会長、

地区代表理事らが審査員となり、申請のあった9事業所の19商品を審査しました。審査会では各事業所から提出されたサ

ンプルを試食し、全ての商品を認定いたしました。 

 伊豆の国ブランドは、随時申請の受け付けを行っておりますので、自慢の逸品の申請をお待ちしております。 

 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。 

  
 

伊豆の国市商工会では、これから創業をお考えの方、創業

後3年以内の方を対象に創業塾を開催します。 

【創業塾セミナー】 

日 時 平成29年8月23日（水）28日（月）30日（水） 

    いずれも18時30分～21時30分 

対 象 創業を考えている方、創業後3年以内の方 

定 員 30名程度（要予約） 
 

【個別相談会】（セミナー受講者対象） 

日 時 平成29年9月8日（金）12日（火） 
 

申 込 商工会ホームページから申請書をダウンロード 

    し、FAXまたはお電話でお申込下さい 

伊豆の国市商工会 TEL 055-949-3090  FAX 055-949-2740 
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                        ～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7/15(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。              

～夏祭り情報～ 

8/3(木) 韮山狩野川まつり2017 

8/4(金) 伊豆長岡温泉戦国花火大会  

「第68回 きにゃんね大仁夏祭り」 
 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！ 

花火大会/19:45～20:30 

・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) 

 
 

 

        

 日 時 9月8日（金）・ 9日（土） 

 時 間 8日（金）11:00～17:00 商談会+特別販売 

     9日（土） 9:30～14:00 一般向け販売 
             ★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、一般の方向けの販売は行いません。小売店、バイ

ヤーの来場大歓迎です。過去取引成立事例多数有り。 

 購入をご希望の一般の方は9日（土）にご来場下さ

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 者  約60社の伊豆地域の飲食関連業者 

 問合せ先 伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 

エコアクション21認証登録取得研修    
 

      ※研修は計5回コースです。 

 

１．日 時  平成29年7月12日（水） 

      13時30分～ 

       原則水曜日、13時半～約3時間 

２．場 所  伊豆の国市商工会 本所 

３．対 象  環境内容担当者又は 

       その管理者複数名の参加可 

４．定 員  15社（先着順） 

５．受講料  無料 

６．申 込  締切7月10日までにFAX又はTEL 

７．問合せ  伊豆の国市商工会 大仁支所 
  TEL:0558-76-3060  FAX:0558-76-0720 

  担当：加藤、鶴見までお願いします。 
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『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） 
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昨年開催『伊豆の国市韮山反射炉バル』が『伊豆の国バ

ル』と名称新たに今年も開催決定！ 
 

●開催日程   平成29年9月29日(金)～10月5日(木) 

●後バル期間  平成29年10月6日(金)～12日(木)※ 

●開催地域    市内全域(韮山･長岡･大仁) 

●参加業種    飲食･土産販売･温泉入浴･サービス等 

●バルチケット  (5枚綴り1ｾｯﾄ) 

           前売価格：3,500円 当日価格：4,000円 
              ※後バル期間中はバルチケット1枚につき600円 

              の金券として利用可能 

●チケット販売  7月末より商工会、観光協会窓口等にて 

             販売開始予定 
 

【問合せ先】伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 
上段太枠内：事業所名 

下段細枠内：商品名 



事業所名 代表者名 業種 事業所名 代表者名 業種

(株)GOTO 後藤喜妃 造園業 つなぐITサポート 渥美真由美 パソコン教室

村上養蜂　Beehive 村上康裕 養蜂・蜂蜜小売 B.Support鈴木事務所 鈴木賢一 経営コンサルタント

㈲ひばり不動産 杉山昌司 不動産 Chat Noir シャノワール 濱村明彦 飲食業

菅原興業 菅原勇 建設業 ㈱アールビー企画 土田哲 土地調査・測量

(株)ノン・スタイル 西原信之 内装 スナガ美建工房 須永充 建設業

莉々華 渡辺淑敏 飲食 エム電子 諸伏鉄男 運送業

伊豆コフィンサービス(株) 佐藤常義 葬祭業 久保田いちご狩り園 久保田公久 農業

野口左官 野口稔 左官工事業 勝地建築 勝地信司 大工

堀井左官 堀井正喜 左官工事業 屋号なし 土屋辰雄 農業

ヴィラ山魚亭 相原ちさと 旅館 くくる(㈱MinT's) 赤澤隆雄 飲食業

コーヒスクエア　ガリオン 髙橋聖裕 喫茶店 建築ヤギシ 矢岸明 建築大工

光工房ワタナベ 渡邉玲二 電気工事 エムエヌ設計 中島誠 基板設計

丸誠建築 石上誠 建築業 珈琲ミシェル 三枝寿津代 飲食業

青木興業㈱ 青木喜代司 建設業 CONSERVATORY OF DANCE 大谷修一 クラシックバレエ教室

RELAX YOGA SHRI 伊海美雪 ヨガスタジオ Trattoria uno 安藤洋章 飲食業

相原建築 相原伸一郎 建築大工業 和田住建 和田陽司 住宅基礎

リベラ ピラティス スタジオ 小松知実 ピラティススタジオ 土屋とまと 土屋慎一郎 トマト農家

屋号なし 髙梨なみ子 不動産業 屋号なし 高橋利典 食肉加工

大美伊豆牧場 髙橋康明 酪農 森下左官 森下浩士 左官工事業

阿部工業 阿部亮二 足場 福龍 大川洋子 飲食業

屋号なし 江川祐一 学習塾 深夜食堂 角田光春 飲食業

富士工務店 山本繁 建築 屋号なし 與五澤浩 苺農業

ほづみサービス 穂積謙二 厨房設備施工 伊豆畑毛温泉・大仙家 高橋茂樹 旅館

自家焙煎珈琲工房　唐良里 中嶋健雄 飲食業 屋号なし 井野誠 建設業

鍵山左官 鍵山敏夫 左官工事業 メイアイ（鯛元） 方波見一美 その他飲食店

 

 

 

 

 

   

～６月７日に「おんな城主 直虎大河 

      ドラマ館」ヘ行ってきました～ 

伊豆の国市商工会女性部は

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  

 

  夏の花壇 

「材木を抱いて飛べ」井伊の材木をまとめて買い

取りたいという商人が見つかり、張り切る直虎と方

久。一方、井伊を去った龍雲丸たち一味は気賀に戻

り『龍雲等』を旗揚げする。駿府では今川氏真が同

盟を破った武田への対抗策として『塩止め』を行

い、武田家と通じる商人の取り締まりを強化してい

た。そんな中、井伊家の材木の商い先である『生川

屋』が見河野徳川に材木を流していることが発覚す

る。これが、ＮＨＫ大河ドラマ「おんな城主直虎」

の6月25日放送のあらすじです。 

戦いのたびに当主を殺され、ただひとり残された

姫が「直虎」戦国を生き抜いた女の激動を描く。お

んな城主井伊直虎ゆかりの地浜松へ女性部視察研修

に参加してきました。大河ドラマ館駐車場には、平

日でありながらも観光バス十数台があった。入口を

入ると、ドラマの舞台セットが展示され、床を流れ

る川の魚に脅かされる。人に押されて説明もゆっく

りと見れない状態で、次の井伊家菩提寺である龍潭

寺へ向かった。雨具をもちながら、庭園を鑑賞して

きた。 

～平成２８年度新会員の皆様です～ よろしくお願いします 

  視察研修 

        伊豆の国市商工会青年部では、【商工会の日】である6月10日（土）に全国統一事業

「“絆”感謝運動」として、伊豆長岡アクシスかつらぎ周辺の清掃活動を行いました。 

タバコの吸い殻や、空き缶などを拾い集め美化活動に取り組みました。 

 商工会の日は、昭和35年6月10日に商工会法が施行されたことを記念し、全国商工会連合会が定めたも

のです。「“絆”感謝運動」は、奉仕活動を通じて地域との絆を再認識し、感謝しよう

と、商工会青年部の全国統一事業の一環として商工会の日に合わせて行われています。 

 暑いなか参加された部員の皆さん、本当にお疲れ様でした。青年部では今後も、地域

との絆をより一層深めるために、さまざまな地域貢献事業に取り組んでいきたいと思い

ます。  ☆伊豆の国市商工会青年部は随時部員を募集しています。 

  詳しくは伊豆の国市商工会事務局まで TEL 055-949-3090 

H28.4.1～H29.3.31 (敬称略) 

相談会の様子 

  （アピタ大仁店にて） 

 

 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。 

7/9 
（日） 

☆開催日☆   
毎月第二日曜日 

 

 平成28年9月から11月にかけて伊豆の国市観光課で募集した、「まちあるき

マップコンテスト」で、応募作品数14点の中から、最優秀賞に会員の「ふかせ

菓子店」の深瀬雅子さんの作品が選ばれました。マップは、優秀賞2作品と共

に製本され、市内観光施設等で配布されています。 

☆開催時間☆  
 11:00～15:00   

☆開催場所☆ 
アピタ大仁店内 

＊富士山と城山MAP（深瀬雅子さん） 

「ふかせ菓子店」の深瀬さんが最優勝受賞！ 

 実際に撮影で使われたセット

や衣装の展示を見学したり、人

気シーンの再現を体験したり、

部員さん同士の親睦を深める充

実した研修となりました。 

 反射炉入口交差点・  

南條区子ども会の皆さんと 

 長岡・湯らっくす公園前 女性部に加入しませんか？ 

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年から、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  7月以降の相談日程は下記の通りです。 ●相談をご希望される方は事前に、伊豆の国市 

   商工会までお申込下さい。予約制です。 

●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   ※注 市役所会場は午前中のみ 

●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  

日 時：7月20日（木）・8月17日（木） 9：00～12：00 

場 所：伊豆の国市役所 大仁庁舎（田京駅裏）   

日 時：7月26日（水）・8月23日（水） 9：00～17：00 

場 所：伊豆の国市商工会 本所（四日町290）   

市役所

会場 

商工会

会場 

それから数日後、長野に行く機会があった。長野

には、全国的に有名な善光寺があります。この日も多

くの参拝者が訪れていました。本堂と山門そして、参

道の土産物店には驚かされました。 

次に、松代象山地下壕の見学です。第二次世界大

戦の末期、軍部が本土決戦最後の拠点として、極秘で

建設されたもので総延長5Ｋｍ戦争遺跡として語り継

ぐ上で平成元年から公開しているとのことだった。 

善光寺と地下壕の共通点は、説明役にありまし

た。土産物店の方が1時間もの間丁寧に説明をしてく

れた。途中急な雨にあったが、「お客さん少しお待ち

ください」と言って、人数分の傘を用意してくれまし

た。地下壕では、女性の方の説明で、ヘルメットをか

ぶり1時間余の説明でした。最終はこの方の店に立ち

寄るわけですが、この人たちが地域を守り、全国から

のお客様をもてなしている。 

伊豆の国市商工会女性部は、県商工会女性部主張

発表大会に於いて5年間の「おもてなし交流事業」の

活動を発表し高く評価され、東京で開かれる関東ブ

ロック大会に県代表として出場する。7月4日「がんば

れ女性部」伊豆の国市をＰＲしてきてほしい。 
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