
 

 

 

 

  

 
 お酒もグルメも 

スイーツも温泉も！ 
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 去る6月7日（金）に第9次伊豆の国ブランドの認定審

査会が行なわれました。伊豆の国市商工会正副会長、各

部会長、地区代表理事らが審査員となり、申請のあった

7事業所の9商品を審査し、伊豆の国ブランドとして認定

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、審査を行いました。8月1日号の商工会会報に

て詳細をご報告します。 

  

 伊豆の国ブランドは、認定申請の受付けを随時行って

おります。自慢の逸品の申請をお待ちしております。 

 

  ⇔ 
審査会の様子 

 
 

 

        

 

 

 伊豆地域8商工会の食品を取扱う会員事業所が一堂に

会し、自慢の逸品を販売いたします。本年は伊豆地区

外からも出展事業者が加わり、更に魅力が増したIZU食

彩トレイドフェアへ是非お越しください。 

 尚、本年より個別商談会は開催しませんが、 

 食品バイヤー様の来場も大歓迎です。  
             

日  時 9月7日（土）10:00～14:00 ★入場無料 

場  所 伊豆市 生きいきプラザ     

     （伊豆市小立野66-1） 

出 展 者  約50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  

     大仁支所    TEL 0558-76-3060 

     伊豆長岡支所 TEL 055-948-5333   

 

 

◎日 程 ＜全3回＞令和元年8月27日(火)、8月30日(金)、9月3日(火)18時30分～21時30分 

【予定】 ＜塾受講者個別相談＞令和元年9月6日(金)、9月12日(木)、9月19日(木) 日程の内1時間 

◎場 所  伊豆の国市商工会 本所 2階会議室(伊豆の国市四日町290） 

◎内 容  経営、財務、人材育成、販路開拓 等 

◎対象者  創業予定者、創業後間もない事業者（1～3年程度） 

受講料無料 伊豆の国創業塾  

※伊豆の国市創業支援事業計画に基づく講習会です。伊豆

の国市創業等支援事業費補助金等の申請には当セミナーの

受講が必須となります。 

～伊豆の国市商工会では創業を考えている方、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習得できるセミナーを 

 開催します。数々の経営サポート実績を持つ中小企業診断士をはじめとする専門家が実現可能な創業ノウハウを伝授します～ 

○お問合せ・お申込：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 

「何から始めれば？」「手続きは？」「開業資金を 

準備したい！」「創業計画書を作りたい、見直したい」

にお応えします！ 

 

 事業承継には一般的に5～10年かかると言われています。ご存知ですか？また廃業する場合にも設備の 

廃棄や廃業後の生活などリスクが伴います。 

 「まだ先のことだけど・・・事業承継って何だろう？」「事業は残したいけど後継者がいない！ 

どうやって後継者を見つければいいんだろう？」「後継者はいるけど今からやるべきことがわからない」 

など・・・疑問を解決し、今後の準備や計画について講習会を開催します。 

●日 程  令和元年7月30日（火） 

                   19時00分から（20時30分終了予定）  

●場 所  伊豆の国市商工会 本所 2階会議室（伊豆の国市四日町290） 

●受 講 料  無料 

●講 師  静岡県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 清水 至亮 氏 

●問合せ・申込 伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 

●主 催  伊豆の国市商工会 

●連携・協力  伊豆の国市／静岡県事業引継ぎ支援センター 

伊豆の国市商工会では、創業・事業承継の他、経営全般の支援などに関する相談も承っております。 

まずは商工会までご相談下さい。(伊豆の国市商工会 本所 TEL055-949-3090)  

静岡県事業引継ぎ支援センター 

統括責任者 清水 至亮 氏 

  

令和元年度県下統一標語 
  

 

   「明日の地域 

       築く我らの商工会」 

  ～バルの楽しみ方～ 

①チケットを購入しＭＡＰを 

 入手 

②イベント当日 

 チケットでお酒やグルメ、 

 温泉を堪能 

③次の店へハシゴもＯＫ！ 

 開催期間中いつでも利用可 

 伊豆の国バル開催のご案内 
∽∽IZUNOKUNI BAR∽∽ 

毎年大好評の『伊豆の国バル』が今年も開催決定！おトクな１週間で伊豆の国市を満喫しましょう！！ 
 

 ●開催日程   令和元年10月4日(金)～10月10日(木) 

 ●開催地域    伊豆の国市 韮山エリア・伊豆長岡エリア・大仁エリア 

 ●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  価格：4,000円 (5枚綴り1ｾｯﾄ) 

 ●チケット販売  9月上旬より商工会、観光協会窓口等にて販売開始予定 

 ●公式ＨＰ    https://machipo.jp/hansharo-bar（準備出来次第随時更新） 

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

『伊豆の国バル』とは・・・・・５枚綴りのチケットを購入し、市内にある参加店１店につき１枚～数

枚のチケットでバル特別メニューが楽しめます。お店のハシゴや、期間中、別の日の利用もＯＫ。 

食べ・飲み歩きのほか、温泉や体験、お土産など、お店ごとにさまざまなメニューを提供。 

昼も夜もお得に伊豆の国市を満喫できます。 

 

 
温泉めぐり♪ 

グルメ
三昧♪

 

 

【主な出品条件】 

・主な原材料に県産農林水産物を使用し、商品化後 

 2年以内の商品（平成29年4月以降の販売） 

・県内に住所又は主たる事務所の所在地を有するもの 

・食品以外の加工品には、未利用、低利用の静岡県産 

 農林水産物を使用していること 

【主な受賞特典】 

・報道機関への情報提供、県が作成するパンフレット  

 へ掲載などのPRを受けられる他、様々な特典多数。 
 

    ※応募締切：令和元年7月10日（水）締切間近です。 
 応募を希望の方は伊豆の国市商工会までご連絡下さい。 

－静岡県主催－ 

 ●日時：令和元年10月27日（日）  
 ●時間：9：30～13：30 （予定） 

 ●場所：アピタ大仁店 北側駐車場 
 

出展募集：約40店の出展者を募集します。 

出展条件：伊豆の国ブランドへの認定。経営革新認証等の条件      

       があります。詳しくは下記までお問合せ下さい。 
○お問合せ・お申込：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 

 
       

 

労働環境や「働き方」の多様化を背景に、従業員とのトラブルも頻発しており、契約書の整備が 

ますます重要になっています。そこで、企業側がどう対応すればよいのか、雇用契約書作成や 

見直しのポイントなど、具体的な事例をもとにご紹介します。 

●日 程  令和元年7月17日（水） 19時00分～21時00分 

●場 所  伊豆の国市商工会 本所 2階会議室 

●対  象  伊豆の国市商工会員の事業主 

●講 師  ふるや社労士事務所 古屋博敏氏 

●問合せ・申込 伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 

  ◆個別相談会◆ 

【日程】7月29日(月) 
セミナー参加者を対象

に、後日個別の相談会

も実施致します。 

 ●   ●   ●   ●   ● 
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 次に、どのような商品やサービスがポイント還元制度の

対象になるかですが、軽減税率の対象となる食料品もポイ

ント還元の対象です。塾とか旅行も対象になります。 

 ただし、現金に換えやすい商品券や切手や消費税が非課

税となっている保険が適用される医療・介護サービスや学

校の授業料と減税など他に消費増税対策が決まっている新

築住宅や自動車などは、対象から外されます。また、宝石

やリフォームといった高額なものも対象になりますので、

一人あたりの還元するポイントに上限を設け、公表するこ

とになっています。ネット通販については、クレジット

カードで支払えば対象になります。 

 この制度、消費の落ち込みを食い止めたいという狙いに

加えて、キャシュレス決済をこの際一気に進めたい。中小

企業にも目配りをしたいという、様々な思惑が積み重ねら

れた結果、非常に複雑な仕組みになってしまったのではな

いか。経済産業省は、消費者向けの情報を発信するとして

いますが、どのカードやアプリがどの店で使えるのか、ど

ういう方法で還元されるのかをわかりやすい説明がほしい

と思いますし、消費者側は制度に振り回されずに、何が得

か冷静な判断が大事だと思います。 

                         

「第70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

が賑やかに立ち並び、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 

 

【開催日】7月31日（水） 

 【時 間】昼の部 14時～16時（開場 13：45） 

       夜の部 18時～20時（開場 17：45） 

 【場 所】伊豆の国市長岡総合会館 
       (アクシスかつらぎ多目的ホール)  

 【受 講】無料・先着順 
 

NO 事業所 代表者 業種 NO 事業所 代表者 業種

1 阿部鉄筋 阿部 雄二 鉄筋工事 22 ミライエステート合同会社 深澤 久雄 不動産

2 兼子 俊彦 測量 23 一般社団法人　ミライカ 森田 優子 福祉事業

3 モトヤ住設 本谷 司 設備工事 24 ㈲相原建設 相原 健二 建設業

4 ㈱ホテル茜 池田 真王 旅館業 25 創信警備㈱ 渡邉 佳史 警備業

5 對馬総業 對馬 隆宏 内装工事 26 ㈱アシウェル 水口 徹 靴インソール販売

6 ㈲相原瓦店 佐古 洋一 屋根工事 27 SINSEI ACADEMY㈱ 小川 かづ子 学習塾

7 道の駅伊豆のへそ㈱　村の駅 瀬上 恭寛 ドライブイン・道の駅 28 鉄管工設備 大津 陽平 給排水設備

8 HIEN 河原 婓媛 ベトナム食材店 29 ㈲コムネット 山下 久吉 体操教室

9 (有)グランツカンパニー 髙田 憲一 美容業 30 NICO design 野田 直哉 不動産・コンサルティング

10 ㈲山本建築工務所 山本 直史 建築設計 31 よってけ 河合 洋 飲食業

11 Ｋ商事 木口 靖昭 運送業 32
東海自動車㈱　東海バストラベル

伊東旅行センター 鈴木 一功 旅行業

12 岸クリニック 岸 久博 医院 33 GibierキッチンカーTAKAKO 嶋 多佳子 移動飲食販売

13 代行運転ロード 杉山 雅也 運転代行業 34 すなっく　むつみ 石井 務津子 スナック

14 高杉建築 高杉 吉博 大工業 35 稲葉 保好 大工業

15 ICHIGO BROTHERS 内田 大輔 イチゴ農業 36 小磯工業 小磯 嘉宏 防水業

16 にらたこ 吉野 紀子 たこ焼き販売 37 G・K・Ｂ＆Village 藤田 常久 飲食業

17 C-FRAMES 吉野 力 外装工事 38 ㈱リニア 秋山 英紀 建設業

18 医療法人社団敬寿会 坪井 嘉彦 医療法人 39 Lumiére 山元 亜寿沙 スナック

19 ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝかいろす 佐藤 真知子 エステティックサロン･化粧品販売 40 ㈲トータルアシスト 市川 光房 土木建築・造園等

20 たぐ・み　ｃａｆé 山田 有里子 飲食業 41 藏満電工 藏満 正和 電気工事業

21 cut studio RASH 村越 明美 美容業

 
 

 

 
 

   

 

 

         

   

   
 

 

       

   

 

 タイムスケジュール 【6月20日時点】  

 ※この他ステージイベント盛りだくさん 

・歩行者天国 14：00～21：30   

・大抽選会  16：00～ 石井米店横駐車場 

・かわかんじょう 18:30～(神島橋上流100m) 

・花火大会   19:45～20:30 大仁橋付近 

８/１ 
（木） 

 
 

14：00～ 

 

「7/31の折込チラシ」、または「お楽しみ前売券」についてい

る引換券を花火大会当日抽選券とお引換えいたします。 

（14：30～歩行者天国本部にて） ★お楽しみ前売券は7/13(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で販売します。販売総数は100枚、売切れ次第終了。 

～平成30年度に加入された事業所です。よろしくお願いします～ 新会員の紹介 
H30.4.1～H31.3.31（敬称略） 

 

※要予約 

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 

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 

ついてのご相談に応じます。 

【お問合せ】伊豆長岡支所055-948-5333 

 

伊豆の国市商工会女性部はバス研修・講習会な

ど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。 

詳しくは伊豆の国市商工会まで 

  本所    TEL 055-949-3090 

  大仁支所 TEL 0558-76-3060 

 ●セミナー講師・税理士が相談に応じます 

 ●キャッシュレス決済事業者も出展  

同時開催・個別相談会 

☆国の「キャッシュレス・消費税還元事業」対象店舗の受付が始まりました。決済事業者選びはお早めに 

【問合せ・連絡先】 

㈱イースタイル （平日9時～17時） 

TEL080-7193-7852 FAX054-204-1718 

E-mail：shizuoka@e-payment.jp 

◎時間 18：00～20：30 

◎場所 伊豆の国市商工会 

            〈伊豆長岡支所〉 

   ≪昼の部のみ≫ （予定） 

㈱ジェイエムエス、イオンクレジットサービス㈱、 

㈱Origami 又は推進パートナー、㈱クレディセゾン 

   ≪昼の部・夜の部≫ （予定） 

Pay Pay㈱、㈱リクルートライフスタイル、 

㈱ジャックス 

■ 消費増税まで3ヶ月  ～ポイント還元制度について～ 
 

ポイント還元制度は、消費税率が上がるときにはじま

る制度で、負担が増えて消費が一気に冷え込むことがな

いよう、増税後の9ヶ月間実施されます。このまま予定通

りに消費税の増税が実施されると、10月1日から来年6月

末までの間となります。現金以外で買い物をした場合に

原則5％分のポイントが還元される制度で、還元分は国庫

予算が充てられます。 

 まず、支払方法は①クレジットカード、②電子マ

ネー、③QRコードやバーコードを読み込んで、スマホで

決済する方法があります。ただ、すべてのクレジット

カードや電子マネーが対象になるわけではありません。  

 すでに、制度に加わる決済事業者116社が公表されまし

た。参加する決済事業者の募集はまだ続き、今後増える

とみられますが、最終的にはポイント還元の対象となら

ないカードやアプリも出てくるとみられますので、注意

が必要です。次に、利用できる店ですが、小売業では資

本金が5,000万円以下、従業員が50人以下が対象という事

で、中小企業基本法で定義されている中小企業事業者が

対象です。また、課税所得の基準も加えられました。 

            

 

      
 

 

       

   

 

●日 程    毎月第1水曜日（原則）【要予約】 

          7月3日・8月7日・9月4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（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 

 

●問合せ・申込 伊豆の国市商工会  

           本所 TEL 055-949-3090 

            

 

      
 

 

       

   

 

●日 程    毎月第1水曜日（原則）【要予約】 

          7月3日・8月26日・9月4日 
●相談時間   ①  9：00～10：00 ②10：30～11：30 

   ③13：00～14：00 ④14：30～15：30 
    

●場 所     伊豆の国市商工会 本所（四日町290） 

●講 師     森山 直徳 氏 （専門家コーディネーター） 

●主 催     静岡県よろず支援拠点 

 

●問合せ・申込 伊豆の国市商工会  

           本所 TEL 055-949-3090 

＊女性部会報誌「マーガレット」では紹介したい事業所を募集しています＊ 

宣伝したい！紹介したい！事業所の情報がありましたら 

事務局までご連絡下さい。～女性部編集委員が伺います～ 

女性部視察研修の報告 
 

6月19日(水)に「くまがや市商工会女性部のおもてなし交

流」という内容で猛暑で知られる熊谷の暑さ（！）と妻沼の

歴史を存分に味わい、伊豆の国市を大い

にPRしてきました！とても意義のある

研修となりました。 

女性部に加入しませんか？ 

女性部講習会のご案内 
 

＊健康講習会を開催します。話題の「筋膜ケア」

で身体のリフレッシュとランチバイキング 

開催日時 ７月10日（水）10：30～14：：00

場  所 IZU VILLAGE SUTUDIO 

      (旧みんなのハワイアンズ) 

参 加 費 1,000円（ランチ代含む） 
 

  

 
 

〖講習会予告〗 

＊10月にはお店PRの方法として 

SNSとPOPの講習会を行います。      

講師 望月美春氏  
～参加方法～ 

※受講対象者・伊豆の国市商工会女性部員 

※お申し込みが必要です。 

  〈主催〉静岡県  〈共催〉伊豆の国市 
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