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「明日(あす)の地域
築く我らの商工会」

～ 夢の花咲く伊豆の国
商工会2017 ～

１０/１５（日）１０：００～１５：３０

※小雨決行

起震車（地震体験車）
に乗ってみよう！

前売り
にら券
発売中！
●１セット
2,000円（200にら）
●前売り「にら券」には
抽選券２枚付き。
（当日は有料）

伊豆の国市商工会 本所・支所
三島屋酒店（南條）
ヨゴサワ薬局（多田）
さかいや食品（中）

（出演順）

※駐車場が少ないため
公共交通機関をご利用下さい。

○お問合せ：伊豆の国市商工会 TEL 055-949-3090
当日の連絡先：080-1587-2112

※9月21日現在

（POWERFUL KIDS）

10 1

当日連絡先：080-1587-2112
（10月1日に限り繋がります）
主
後

催：伊豆の国市・伊豆の国市商工会
伊豆市・伊豆市商工会・伊豆市産業振興協議会
援：三島公共職業安定所

餅まきも
あるよ!!

☆New Generation Style
☆伊豆の国Jazz日和実行委員会
☆韮山時代劇場付属劇団「いず夢」
☆とんぼの会
☆キヨミジャズダンススクール

・㈱ナチュラルキッチ
ン伊豆支店
開催日：平成29年
月 日（日）
・㈱たつた
時 間：13：00～16：00
・天城山荘
・中島病院
場 所：伊豆の国市長岡総合会館
・㈱桂川
アクシスかつらぎ（伊豆の国市古奈255） ・伊豆箱根交通㈱
・伊豆箱根タクシー㈱
※駐車場完備
・㈱モガワ
参加費：無料（予約不要・入退場自由）
・社会福祉法人愛誠会特別

・㈱グランバー
・大照商事㈲
ローソン中伊豆八幡店

・㈱山田工務店
・一般社団法人伊豆誠心
調理師会
・㈱山室組
・社会福祉法人伊豆の国
市社会福祉協議会
・伊豆長岡温泉ホテル天坊
養護老人ホーム天城の杜 ・㈲それいゆ
・伊豆の国パノラマ
・伊豆慶友病院
・㈲ユーアイ企画設計 パーク（㈱大日）
・太陽技研㈱
・落合楼村上
・ホテルサンバレー伊豆長岡
・㈱ル・グラン

☆伊豆の国ブランドをはじめとした豪華賞品が
当たる大抽選会を2回開催!!
1回目：11時30分～ 2回目：12時45分～
抽選券をGetするには･･･
①産業振興祭の会場で買い物をしてGet!
②産業振興祭の折込チラシを会場に持参しGet!
③当日のアピタの2,000円以上のレシートでGet!
☆ぬえ左衛門と伊豆の国市親善大使による
ステージイベント

★平成29年度限定「伊豆の国ブランド
ギフトセット」受付（10:00～13:30）

○お問合せ：伊豆の国市商工会 TEL 055-949-3090
当日の連絡先：080-1587-2112

※「4K大型液晶テレビ」、「旅行券10万円分」、
「有名テーマパークチケット」、
他豪華景品多数 ！！
☆天城連峰太鼓
☆韮山中学校吹奏楽部
☆韮山ライオンズクラブ（盲導犬）
☆少林寺拳法
☆伊豆中央高校 軽音楽部
☆MA・RI・KA DANCE STUDIO
☆江戸芸住吉踊りかっぽれ道場
☆韮山高校 吹奏楽部
☆伊豆の国チアリーディングチーム

日時：平成29年10月29日（日）
時間：10：00～13：30 （予定）
場所：アピタ大仁店 北側駐車場

伊豆の国市内の美味いもの、
すごい技術が大集合！！

にら券で抽選券（10にら）を
買って、豪華景品を当てよう！

～伊豆の地震と災害～

☆見どころ盛りだくさん☆（予定）

約40店の出店を予定！！

会場：韮山時代劇場ひだまり広場
焼きそば、かき氷、フランク
フルト、コロッケ、輪投げ、ケ
バブ、伊豆の国ブランド、金
魚 す く い、ア ジア ン フ ー ド、
他多数！

～農・商・工連携、６次産業フェアー～

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。

パルファ
坦庵
ムフジ どら焼き

ろっぽう
野菜

・伊東園ホテルズ
・エキスパートパワーシズオカ
・社会福祉法人春風会
ぬくもりの里
・国家公務員共済組合連
合会伊豆長岡保養所

・伊豆長岡温泉京急ホテル
・順天堂大学医学部附
属静岡病院
・大沢電気㈱
・土屋建設㈱
・㈲伊豆スイムサポート
・㈱三幸コーポレーショ
ン東部支社
＜順不同＞

談
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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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in 伊豆の国市
商工会
「第２回伊豆の国バル」只今好評開催中です！
まだ行かれていない方も間に合いますよ♪
当日チケットを販売していますので、
是非お得に楽しんでください♪

【日時】 平成29年11月9日（木）
10：00～16：00(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、
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。

ご相談を希望される方は商工会まで
〈問合せ・お申込み先〉055-949-3090

当日券
販売中！

【当日券販売所】 10月1～5日（9：00～16:00）
伊豆長岡駅前観光案内所、伊豆の国市観光協会（10：00～）
伊豆の国市商工会本所・各支所（10/1除く、～17：00）
その他チケット販売掲示のあるバル参加店舗

そして、バルチケットが余ってしまった方、ご安心くださ

4,000円 い。10/6～10/12までは、1枚６００円分の金券として
(5枚1セット)

バル参加店で使用できます。バル期間内に行けなかっ
たお店がありましたら、是非ご利用下さい！
詳しくは http://machipo.jp/hansharo-bar にて

主な講座内容

人 材
確 保
セミナー
☐日

29年11月7日（火）14：00～16：00

時 平成

☐会
場
☐講
師
☐定
員
☐申
込
☐お問合せ
☐主
催

2階会議室
岡本 文宏 氏

伊豆の国市長岡総合会館アクシスかつらぎ

メンタルチャージISC研究所

50名（先着順）
電話・FAXにてお申込下さい。受講無料。
伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740
伊豆の国市商工会 □共
催
伊豆の国市

◎守るための共済

⇒福祉共済トータル「がん」
⇒シンプル「がん」補償

✰初期のがんでも安心 診断共済金として100万円
✰再発・転移しても診断共済金として100万円

◎小規模企業共済制度
「経営者の退職金制度」

＊ただし、支払事由に該当した最終の診断確定日か
らその日を含めて1年以内である場合は、がん診
断共済金はお支払いできません。

✰国が全額出資している中小企業基盤
整備機構が運営
✰制度に加入できる人
✰病気・けがの入院も日帰りから補償
常時使用する従業員が20人以下
*がんの手術はもちろん、病気やけがで所定の手術
受けられたとき、何度でも補償します。
(商業サービス業では5人以下)の個
✰先進医療に係る費用が全額自己負担となる所定の
人事業主及び会社の役員
先進医療を受けられたとき、何度でも補償します。
✰毎月の掛金は1,000円から70,000円
＊対象となる先進医療については確認が必要です。
✰掛金は全額「小規模企業共済掛金
✰高血圧等の持病があっても加入できます。
控除」として課税対象所得から控除
＊お引き受けできない病気・症状もあります。健康
✰事業資金等の貸付けが受けられます
状態に関する告知書の確認が必要。

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
◎小規模企業共済(掛金1ヶ月1,000円～70,000円)

病気入院に備える共済 ◎貯蓄共済医療特約型

けがに備える共済 ◎福祉共済1ヶ月2,000円

●採れない時代に「出来る人材
を採用するポイント」
●やってはいけない
「募集と採用」
●定着率が一気に上がる
「採用直後にやるべきこと」
●定着率が格段に上がる
「コミュニケーション術」
●人が辞めない「場」と
「環境」の創り方
◎経営セーフティ共済
（中小企業倒産防止共済制度）

✰国が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営
✰万が一取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収
困難になった場合、貸付けが受けられる制度(回収
困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍に
相当する額・最高は8,000万円)のいずれか少ない額。
✰制度に加入できる人
個人事業主、資本金等の額又は従業員数により該
当する企業、企業組合、協業組合、事業協同組合、
商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業
を行っている組合
✰毎月の掛金は5,000円～200,000円
✰税法上損金(法人)、必要経費(個人事業)に算入できる

死亡保障の共済

景気は良くなっているのに、賃金はそれほど上がっていないと
いう声を聴きます。実際に数字を見る限り景気は好調のようで
す。8月に発表された4月から6月の経済成長率は、高い数字で
す。また、これが続きそうなのです。これまでは、企業は好調だ
が、個人消費には繋がらなかった。それが車や家電品が売れ、デ
パートでは高級ブランド品や化粧品の販売が増えています。しか
し、車や家電品は買い替えの時期で一時的な動きとの見方もあり
ます。
また、高級品についても、株価が好調で、その恩恵を受けてい
る富裕層が買っているだけではないかという見方があります。実
際、一般的な服や食料品などの売り上げは増えてはいません。数
字ほど底上げしている実感はないのです。考えられるのは景気が
良くなっても賃金が増えていないという点です。
今、人手不足だといわれています。本来、それなら賃金を上げ
てでも人を雇おうということになるはずです。パート社員と正社
員では内訳は違いますが、企業では、先行きが不透明として全体
的に賃金は減る結果となっています。

！
お得がいっぱい

生活支援サービスのご利用方法

【家事応援】
庭の草取り、庭木の剪定、蜂の駆除、宅内の清掃、粗大ごみの回収、
遺品整理、畳・襖・障子の張替え、家具の固定、
電気・水道・ガス・建具・ガラス・タイル他建物関連の修繕、取替
【食料品・雑貨の販売】
大人用紙オムツや衛生関連、食料品・雑貨の販売とお届け
【その他修理・修繕・点検】
車いす、自転車、三輪車、押し車、シニアカー、自動車の点検・修理
【相談】
成年後見、遺言、遺産分割など法律全般、終活、葬儀関係

【まず・・・】
連携センター（商工会本所）専用電話055-948-9830
またはFAX055-948-9860へご連絡を下さい。
【次に・・・】
事前に訪問日時を調整の上、見積り、ご相談に伺います。
【そして・・・】
内容をご了解いただいた上で、サービスの実行後、代金の
お支払いとなります。

よくあるご質問
Ｑ
Ａ
Ｑ
Ａ

メニューに無い事も可能ですか？
まずはお気軽にご連絡ください。
メニューの代金はどれくらいですか？
会員事業所がお見積りの上、ご希望に応じて対応さ
せていただきます。
Ｑ 高齢者でなくてもサービスは受けられますか？
Ａ 伊豆の国市民どなたでも受けられます。
市外の方もお気軽にご連絡ください。

伊豆の国市商工会では、創業に関する相談を承っております。融資等の創業に関する疑問は商工会までご相談下さい。
伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740

会費
1人月額
800円

►会員証を提示するだけでレジャー施設や映画館、温泉、レストランなど提携施設が割引
三島田方勤労者福祉サービスセンター
►湯～トピアかんなみ、高速乗り合いバス、湯の国会館の回数券が割引！
〒411-0036 三島市一番町2番29号
►インフルエンザ・健康診断・退職金共済等の補助
►お祝い金、お見舞金、保険金お支払い
（商工会議所2階）
055-973-1930
►クーポン券・割引…クリスマスケーキ、お正月お花、東京DL、その他
https://mishimatagata.zenpuku.or.jp/
富士山・東北海道 広域ビジネスマッチング

伊豆の国市商工会高齢者生活支援事業 商工会会員事業所が介護が必要な方も、元気な方も、皆様の日常生活を支えます

生活支援サービスのメニュー

平成29年度
入会金
無料！

事業所の福利厚生としてご利用ください。

◎福祉共済「生命」保証プラン
1000万～6000万円加入可能

伊豆の国市商工会は、経済産業省の支援を受け、会員事業所と行政・福祉機関が連携・協働して、
高齢者をはじめ市民の生活支援事業の仕組みづくりを進めております。
商工会会員事業所は、色々な業種の専門家集団です。お気軽にご相談ください。
連携センター（商工会）がお取次ぎし、迅速な対応をさせていただきます。

パート社員は、業績が 悪くなれば賃金を下げられます。だか
ら、逆に、比較的簡単に上げられます。一方正社員は、簡単に
基本給を下げられないので、できる限り上げたくない。そうい
う意識が企業にはあります。パート社員ももちろんですが、今
後は正社員も本格的に賃金を上げることで、消費を増やすこと
に繋がることと思います。
若者は、貯金志向が強いし給料がどんどん上がっていくとは
考えられませんし、社会保障への不安もあります。よって、必
要のないものは買いません。これが、現代の賃金が増えてもな
かなか消費が増えていかない構造だということになります。
物価が下がると、企業の業績が悪くなり、経済が悪化して賃
金が下がる。するとお金を使わなくなるので物価が下がる。こ
の悪循環を金融緩和で円安にして、企業の儲けを増やし景気を
良くする。そうすると、賃金が上がり、消費が増え、物価が上
がる。すると、また企業の儲けが増える。
この循環に変えたらどうか。景気が良くなっても、なかなか
賃金や消費が増えないのは、経済の法則が過去とは大きく変
わってしまったのかもしれません。

11/19
（日）
会場:伊豆長岡庁舎前広場
【恒例！】
♪お楽しみ大福引抽選会
♪ゆうゆうカード大抽選会

会

『伊豆の国ブランド』
認定商品も出展！

場

商談会
物産展

♪投げもち
その他イベント盛りだくさん!!

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)
11:30-17:00 (どなたでもご来場ＯＫ)

商 工 会 員に よ る模
擬店が
たくさん出ます！
族

(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☆ 10月8日(日)11:00～15:00
☆場所☆ アピタ大仁店
新築・リフォーム・お庭等住まいに関
する疑問に何でも無料で相談に応じま
す。 ＜問合せ＞伊豆の国市商工会
大仁支所 TEL0558-76-3060

日時：10月29日(日)10：00～15：00
場所：南條区民ホール及び山田駐車場
♪焼きそば、輪投げ、ガラガラ抽選など♪
〈主催〉伊豆の国市商工会 南條支部

相談無料
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～
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

10月、11月の相談日程は下記の通りです。

市役所
会場

日 時：10月19日（木）・11月16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：10月25日（水）・11月22日（水） 9：00～17：00
場 所：伊豆の国市商工会 本所（四日町290）

●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

