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「明日(あす)の地域  

   築く我らの商工会」 

＊日 時  平成30年11月21日（水）18：00～20：00（受付17：30～） 

＊場 所  大仁くぬぎ会館（旧大仁高校）第1会議室・多目的ホール 

       伊豆の国市大仁334  敷地内駐車場有り 

＊定 員  50名（年齢、性別、市内在住在勤問わず） 

＊持ち物  フェイスタオル（屋内シューズ不要。動きやすい服装で） 

＊申込締切 11月9日（金）  

＊内 容  〇介護の現状と準備すべきこと講習(40分)   

         〇「さっさかエクササイズ」運動(30分) 〇「ライフキネティック」運動(30分) 

＊問合せ・申込先 伊豆の国市商工会 本所 055-949-3090  

               同大仁支所 0558-76-3060 

 

11/18（日） ９：３０～１４：００ ※荒天中止 
会場：市役所伊豆長岡庁舎広場（駐車場） 

※駐車場が少ないため公共交通機関をご利用下さい。 

 主催：伊豆長岡商工祭実行委員会 

 9：30  開会式 

     慈恩保育園鼓笛隊 

10：00 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 

10：15 イズSSフラチーム 

10：50 繁盛祈念餅まき（1回目） 

11：10 マグロ解体ショー 

12：00 MA・RI・KA DANCE STUDIO 

12：30 演舞「とんぼの会」 

13：00 空手演武（極真空手大石道場） 

13：40 繁盛祈念餅まき（2回目） 

14：00 伊豆長岡商工祭終了  
        ※都合により変更する場合があります。  

☆ゆうゆうカードの大抽選会☆ 
今回は特賞豪華２本立て！ 

   ルンバ、ダイソン掃除機 

 

から揚げ・いなり寿司 

お茶・うどん・クレープ 

焼き鳥・ピザ・焼きそば 

赤飯・衣類等の販売♪ 

(昨年の写真) 

 

謝恩価格 

(昨年の写真) 

       ～「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。 

✔ご相談や融資制度のお問合せも可能です。

〈問い合せ・お申し込み先〉 

   伊豆の国市商工会 055-949-3090 

 【日時】 平成30年11月9日（金） 

      10：00～16：00(要予約) 

【場所】 伊豆の国市商工会本所 

in 伊豆の国市 

  商工会 

 融
資の相談

 

  【日時】平成30年12月18日（火） 

      9：00～16：00 

 【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 

  ･税務に関することなら何でも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 

 国の
教育ロー

ン 

①最高350万円まで※お借入可能 
 ※海外留学資金（一定の条件付き）の場合は最高450万円 
②年1.76％（安心の固定金利） 

③20日程度でご入金 

金利・返済方法 

 
固定金利1.76％、最長15年の返済期間でゆと

りを持った返済が可能 

●安心の固定金利・長期返済 

 

 

●在学期間中は利息のみのご返済も可能 

●お子様一人あたり350万円までご利用可能 

月～金 9：00～21：00 

土曜日 9：00～17：00 

＊インターネットお申込み 

  24時間365日受付 

〈お問合せ先〉0570-008656 

https://www.jfc.go.jp/ 

マグロ解体ショー 

無料試食会先着

100名様 

 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。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 

 
経営革新計画の承認を希望される事業所を募集しております。詳しくは伊豆の国市商工会までお問合せ下さい。 

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 

http://15plaza.com/  

【所在地】  〒410-2221 伊豆の国市南江間1788-2  

 いちごの減圧乾燥パウダーを

使用することで、いちご本来の味

や香りが楽しめるソフトサブレ商品

の開発・販売。 

 いちご大福の使用には不向きな

規格外いちごを有効的に活用す

べく、新たな商品としていちごソフ

トサブレを開発する。  

 ㈲仲原商事 いちごプラザ 

【所在地】  〒410-2201  伊豆の国市古奈351-1 
 マ・メールプロジェ㈲ 

http://nikkafoods.jp tel   0558-76-3219 
【所在地】  〒410-2323   伊豆の国市宗光寺708-22 

 独自の増粘剤を含有した冷凍

米粉麺等の開発・販売。食品添

加物メーカーへの勤務経験を活

かし、冷凍米粉麺の解凍時の品

質劣化を防ぐ食品添加物の生成

に取り組むとともに、伊豆鹿肉を

使用したジビエミートソースとセッ

トにして販売する。  

 ニッカフーズ㈱ 

tel   055-947-1999 

 地域の特産品であるわさ

び漬けを使用し、イタリアン

料理人である代表者の調

理ノウハウを活かすことで、

わさび漬けの風味が楽しめ

る新たなイタリアンラーメン

を開発する。  

  

 

 経営革新計画の承認対象となる「新事業活動」とは、次の4つ

の「新たな取組み」のことをいいます。 

1.新商品の開発又は生産 

2.新しいサービスの開発又は提供 

3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入 

4.サービスの新たな提供の方式の導入 その他の新たな事業活動 
 

経営革新計画の承認を受けると下記の援策があります。 

・保証、融資の優遇措置・補助金による支援措置 

・販路開拓の支援措置  など 
 

 伊豆の国市商工会では経営革新計画の 

 作成支援を行っております。 

平成29年度に伊豆の国市から経営革新計画の承認を 

取得した5社の企業を取得順にご紹介します。 

https://syamo9.wixsite.com/ramensyamo 

 

 

 

 伊豆の国市田京に所在する道の駅伊豆のへそが  

  11月下旬にリニューアルOPENします。 

tel   055-947-0603 

～経営革新計画とは？～ 

の2本立てで皆様をお待ちしております。 

地場産品を取扱う『伊豆・村の駅 IZU VILLAGE店』 

いちご関連商品専門店『伊豆いちごファクトリー』 

 

さっさかｴｸｻｻｲｽﾞ 

芹沢 翼 氏 
 

ﾗｲﾌｷﾈﾃｨｯｸ運動 

瀧澤 博志氏 

 

介護講習 

後藤 良一 氏 

 どなたでも 

受講できます 参加無料 

総数1,200本!! 

その場で当たる大福引 
 

【福引券の取得方法】 
会場入口本部にて100円

10枚綴りの1,000円券

を販売します。 

その1,000円券1枚に1

回の大福引抽選券がつい

ています。 
 

【抽選会詳細】 
10時より福引開始 

先着1,200本 

http://15plaza.com/
http://nikkafoods.jp/
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1539240889/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC5kZXBvc2l0cGhvdG9zLmNvbS8xMTI1Mzg1NjQvc3RvY2staWxsdXN0cmF0aW9uLXNpbmdsZS1zdHJhd2JlcnJ5LWlsbHVzdHJhdGlvbi5odG1s/RS=%5EADBX84PchaQCm454Z1NGoP_QUs3i1A-;_ylt=A2Ri


            

 

      
 

 

   

 

  ～～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、伊豆の国市商工会にサテライト相談窓口を設置します。 

相談日程 11月・12月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  9：30～10：30  ②11：00～12：00  

  ③13：00～14：00     ④14：30～15：30 

  ⑤16：00～17：00 

      ◎日 時： 11月28日（水）・12月11日（火） 
      ◎場 所： 伊豆の国市商工会（四日町290） 

●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 程     毎月第4水曜日【要予約】 

          11月28日・12月26日 
●相談時間   ①  9：30～10：30 ②11：00～12：00 

   ③13：00～14：00 ④14：30～15：30 
●場 所     伊豆の国市商工会 本所（伊豆の国市四日町290） 

●講 師     静岡県事業承継ネットワーク  

           中小企業診断士 浅田 博彦 氏 

●主 催     静岡県事業引継支援センター 

●問合せ・申込 伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 

◎日時 11月9日（金） 

      18：00～20：30 

◎場所 伊豆の国市商工会 

     〈伊豆長岡支所〉 

商工会建設部会の専門指導員が増改築の費用、

工事規模、工期などについてのご相談

✔家の新築 ✔屋根や外壁の塗装 

✔エアコンの取付 ✔オール電化 

✔浴室、トイレのリフォーム ・・その他何でも 

【お問合せ】伊豆の国市商工会 伊豆長岡支所  

      TEL 055-948-5333 

 

                     平成30年11月23日(金・祝) 
●行     程     8：00出発＝東名海老名SA(休憩)＝つきぢ田村(ご昼食) 11：30～12：20 

               劇団四季自由劇場(「恋に落ちたシェイクスピア」観劇) 13：00～16：00 

               東名海老名SA(休憩)＝19：20頃帰着予定 (詳細は参加者に別途お知らせします) 

●行 き 先    劇団四季自由劇場(JR東日本アートセンター)東京・浜松町 
●参 加 費       商工貯蓄共済・福祉共済新規加入3口(組合せ自由)につき1名様ご優待：10,000円 

          その他・一般（商工会会員以外の方も参加できます）              ：20,000円 

   問合せ・申込先 伊豆の国市商工会本所 055-949-3090   ※定員30名に達し次第受付を終了 

         「変わるまちの案内マーク」 

  

東京オリンピック・パラリンピックまであと2年に迫

りました。期間中は世界中から大勢の外国人が日本を訪

れることが予想されるため、まちの様々なところで見か

ける案内マークの規格が外国人にわかりやすいように改

訂されました。 

 案内マークとは公共の施設や交通機関などで、一目見

て何の場所かわかるものや注意や禁止のメッセージが伝

わるもので、駐車場や案内所、エレベーターなど文字が

なくても一目でわかるものです。東京オリンピック・パ

ラリンピックに向けて、日本を訪れる外国人にも分かり

やすいように国が見直し、変更されました。 

 そこで温泉マークですが、議論を呼びました。温泉

マークは長年親しまれ、広く知られていますが、外国人

からはスープなどの温かい飲み物に見え、レストランに

間違いやすいといった声が多かったのです。そこで人が

お湯につかっているデザインに変更しようとしたのです 

が、温泉業界や温泉のある自治体から強い反発が起き、

従来のマークと人が入っているマークのどちらも使うこ

とができるようになりました。やはり日本ならではの温

泉マークが残ってよかったと思います。何でも変えてし

まうのではなくこれが日本の温泉だと、PRし国柄をしの

ばせるようなものがあってもいいと思います。 

 新しいマークは再来年の7月19日までの移行期間で、古

いマークは順次消えていくことでしょう。 

 日本では当たり前と思っていることが世界では通用し

ないことがたくさんあります。観光立国を目指す日本に

とって、外国人にもわかりやすい記号や表示にしていく

ことが必要ですし、時代とともに記号も変わっていくで

しょう。ただ、記号や表示を変えればすむというもので

はなく、それだけではおもてなしになりません。道に

迷ったりして助けを必要としている外国人に声をかける

など、自然に接することができるような社会にしていく

ことが大切なことだと思います。  
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