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 去る6月7日（金）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。 

【伊豆の国ブランド認定のメリット（一例です。全て無料）】 

・伊豆の国市内3ヶ所のアンテナショップへの販路斡旋。・各種販路開拓支援事業情報の優先的な提供。 

・プロカメラマンによるPR用写真撮影、そのデータの提供。・伊豆の国ブランド認定証（A5サイズ）の提供。 

   

 

令和元年10月4日（金）～10月10日（木）  

 

  

 １、チケットとＭＡＰを入手 
    ≪チケット入手方法≫ 

  9月2日（月）より販売開始 
  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（韮山）、伊豆長岡支所、大仁支所 

 ・伊豆の国市観光協会 

  （アクシスかつらぎ内） 

 ・伊豆長岡駅前観光案内所 

 ・バル参加店のうち、チケット販売掲示  

   のあるお店 

○公式HPからのチケット 

  予約も9月2日（月）から受け付けを 

  開始します。 

２、イベント当日、チケットでお酒やグルメを堪能 
  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  

   選ぶのもよし。1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、「バル特別メニュー」を楽しもう！ 
 

３、次の店へハシゴもOK！開催期間中いつでも利用OK 
  残りのチケットで2店目3店目へハシゴ。また、イベント開催期間は 

  1週間あるので、別の日にまた楽しむことも可能。 

   
 

  気になるお店や当日の混雑状況はFacebookを チェック！→ 
 

〈公式HP〉 https://machipo.jp/hansharo-bar 

 

                チケットは期限内にご使用下さい。 

  

令和元年度県下統一標語 
  

 

   「明日の地域 

       築く我らの商工会」 

【主催・お問合せ先】   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 

注  

事業所名 ㈱だるま ㈱LAPIS-LAZULI ふかせ菓子店 
伊豆の国 

ﾊﾟﾉﾗﾏﾊﾟｰｸ 
一二三鮎屋 

㈲土屋製畳 

土屋銘茶 
土筆 

商品名 いなり棒 
伊豆のﾚﾓﾝ 

はちみつｼﾞｬﾑ 

伊豆の国の 

苺ようかん 

小坂みかん 

（和菓子） 

ﾌﾙｰﾂﾏﾄﾞﾚｰﾇ 

小坂みかん 

紅ほっぺ 

田中山柚子 

伊豆の国パノ

ラマパーク

ロープウェイ 

鮎めし 
抹茶入り粉末緑茶

ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ 

昔ながらの

「土筆 

 ﾁｬｰｼｭｰ」 

     バルチケット 
  

 5枚綴り  4,000円  

  

 

◎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！ 

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)  

                     伊豆全域から約50社の食品関連の企業が自慢の 

                  逸品を販売します。入場無料です。是非お越し下さい。 

          ●日 時 9月7日（土） 

               ●時 間 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 

●主  催   伊豆地区8商工会・静岡県商工会連合会 

●その他   屋外ブースでの販売もあります。 

     伊豆ならではの美食をご賞味下さい。 

●問合せ  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 
     

出展事業所名 ※申込順 おいしいIZUグランプリ該当商品 

㈱だるま 伊豆山海おぼろ寿司 

一二三鮎屋 鮎塩焼き 

㈲佳月園 反射炉の煉瓦 

㈲浜松屋製麺所 お茶うどん 

九－いちじく－ 芸者ぷりん 

㈱豪匠 レンジでチンシリーズ豚肉の蒲焼 

伊豆の国本舗 伊豆のレモンはちみつジャム 

マ・メールプロジェ㈲ 健康ハンバーグ 

㈲つず美湯元園 韮山反射炉大砲ロール 

伊豆新茸生産組合 乾燥きくらげ 

♥開催場所：伊豆の国市内全域       ♥参加店：約70店  

(800円×5枚 １セット) 

 グルメもショッピングも温泉

もぜ～んぶおトクに楽しめる

１週間だぬ～ん。 

                      自営業者のための将来設計セミナー（仮称） 
 

事業承継には一般的に5～10年かかると言われています。第三者への承継はもちろん、親族への承継に対しても準

備する事、やらなければならないことがたくさんあります。そして中小・小規模企業では事業承継が自らの生活

に直結します。5年後10年後の事業と生活と家庭のプランを家族で考えましょう。 
 

●日程  ＜全2回＞令和元年9月24日（火）・10月1日（火）  

     両日19時～・上記2日間で完結するセミナーです。原則両日ご出席下さい。 

●場所  伊豆の国市商工会 本所 2階会議室 

●内容  現状把握、明るい将来を実現するための具体的プラン 

●受講料 無料（要予約） 

●講師  専門家（中小企業診断士等） 

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

伊豆の国ブランド認定要項 下記以外の詳細についてはお問合せ下さい 

 

【対  象】食料品、工業製品、サービス 

【申請受付】随時受付 

【認 定 料】無料（非会員は認定時に会費相当額を納入） 

【問合せ先】伊豆の国市商工会 大仁支所 TEL0558-76-3060 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1529372098/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly80LmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tN1BpOGQzcDVqN1kvVlZHVmw4azdncUkvQUFBQUFBQUF0bk0vakM2NW83VXFHSFkvdzEyMDAtaDYzMC1wLWstbm8tbnUva2lneW91X2J1c2luZXNzX21hbi5wbmc-/RS=%5EADB9G


 

 日本は今年度から外国人労働者の受け入れを大幅に

拡大しました。世界中の人たちにとって日本は魅力的

な国なのでしょうか。魅力的かそうでないかは、捉え

方によって違いがあるでしょうが、高学歴労働者に

とって魅力的な国の第1位は、オーストラリア、次いで

スウェーデン、スイス、と続き、日本は25番目です。

これはOECD・経済協力開発機構が発表したランキング

です。 

 ではどうやったら自分の国に来てもらえるか、日本

だけでなくどこの国も苦労しているようです。 

 日本政府は経済成長と技術革新のために、高度の知

識や技術を持つ外国人の受け入れを積極的に進め、昨

年末で1万5000人となっていますし、さらに2万人を目

指しています。高度外国人材と位置付けている人たち

が、日本に来てもらうためにはどんな点の改善が必要

なのか。一つ目は、高度の技能を持っていても日本で

専門性を発揮できる機会が少ない。 

もう一点は、家族の環境です。本人と家族の入国や

滞在のための手続きの短縮、住宅や子供の教育、医

療体制の充実といった点で日本はランキングを下げ

ています。日本が高度の技能を持つ人を確保するた

めには、まだ他の国と比べて制限が多いいことで

す。長時間労働を強いられるとか、仕事の評価の仕

方があいまいで、昇進が遅いなどと言ったことも敬

遠する原因にもなっているという指摘があります。

また、日本はビザの取得や仕事を見つけるのに時間

がかかりすぎるとか、若者にもっとチャンスをあた

えてほしいし、いつも一番下では日本に来た意味が

ないという意見もあります。 

 しかし、日本が他の国より優れている点も有りま

す。収入は高い方で給与の待遇は良い。それに、イ

ンターネット環境や企業の研究開発費用などの点が

高く評価されています。 

 いずれにしましても、より多くの外国人を呼ぶに

は、少子化が進み国内の市場が縮小しているだけ

に、日本が生き残るためには優秀な人材を活用し、

世界での競争力を高めていくことが急がれるし、今

の日本がおかれている現状を理解し今後の戦略を

練っていくことが重要ではないかと感じます。 

◎日時 8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

談に応じます。 

✔ 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、トイレをリフォーム ・・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 

   8/1(木)  

『きにゃんね大仁夏祭り』   

花火大会19：45～20：30 

    8/4(日)  

『伊豆長岡温泉戦国花火大会』   

 花火大会20：15～20：45 

   8/3(土)  

『韮山狩野川まつり2019』   

花火大会20：15～20：45 

※要予約 

            

 

      
 

 

       

   

 

●日 程    毎月第1水曜日（原則）【要予約】 

          8月7日・9月4日・10月2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】 

          8月26日・10月2日 
       ※9月は創業塾対応の為、実施無し 
 

●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     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 

 

 この還元事業に参加するためには、

キャッシュレス決済の導入に加え、自社

が中小企業であることの登録が必要にな

ります。 

  登録方法は右図の通りです。→→ 
 

登録審査には2ヶ月近くかかってしまう可

能性もあります。中小企業の事業主は早

急に登録をご検討下さい。登録されて

いない事業者の所で買い物をしても、

消費者にはポイント還元されません。 

            『ごめんね早雲 ありがとう早雲』     

  ～500年の時を超えて 今、よみがえる～ 
 

     ◎令和元年11月1日（金） 
 

 

 

 

 

 
 

     ◎令和元年11月2日（土） 

 

       ≪イベント名≫    ≪会場≫ 

▶早雲歴史ウォーク 韮山城跡 

▶ヒストリア放映  『戦国の扉は俺が開く』 時代劇場映像ホール 

▶ひとり語り/ 大塚良重 ▶落語/立川志らべ 時代劇場大ホール 

≪イベント名≫ ≪会場≫ 

▶大稚児行列（200名参加）、甲冑隊が警備 江川邸～親水公園 

▶500年祭法要、献茶式、尺八演奏、呈茶（有料） 親水公園特設会場 

▶基調講演（小和田哲男氏）とシンポジウム 時代劇場映像ホール 

●市にふるさと納税寄附をしていただいた方に 

  お礼の品をお贈りしています。 

●現在、さらに登録返礼品を募集中！ 

  ぜひこの機会にご登録ください。 

●ふるさと納税って？ 

 故郷・応援したい自治体などに寄附ができる 

  制度です。お礼の品をもらうことができます。 

●登録って何をするの？ 

 寄附者に送る品をエントリーしていただきます。 

 寄附者がその品を注文した場合は、発送作業を 

 行っていただきます。 

●品代や送料は伊豆の国市で負担いたします。 

詳しくは下記までお問合せ下さい。 

伊豆の国市 政策戦略課 TEL 055-948-1415 

北条早雲公没後500年祭 

  

 

            《商工会の福祉共済》 
     〈掛金は、年齢・性別・職種に関係なく一律です〉 

【けが】の補償…仕事中の事故、日常生活の事故、交通事故、 

             地震や津波も保障（月払掛金2,000円～） 

【病気】の補償…「病気の時の補償もしっかり欲しい」という方は 

             医療特約をプラス（けがの補償とセット加入で 

             月払掛金1,000円） 

【がん】の補償…「がんと闘う補償がしっかり欲しい」という方は 

            「がん」補償タイプ（月払掛金3,000円～6,000 

            円/年齢による） 

 この他にもさまざまな共済を取り扱っていますので、まずは

伊豆の国市商工会(本所・各支所)までお問合せ下さい! 

ここに注目！ 
  

  2019年10月1日からの静岡県条例改正につき、自転車を

運転する方は個人賠償責任保険への加入が義務化されます！ 

 『商工会会員福祉共済』に加入すると、最高２億円の個人賠償

責任保険（ご家族全員の補償事故をカバー）が付いていますの

で、この機会に是非、加入をご検討ください。 

 例えば…◆自転車を運転中、接触して相手にけがを負わせた。 

   ◆飼い犬が他人を噛み、けがを負わせた。 

   ◆買い物中、あやまって商品を壊してしまった。…など 

『共済加入還元事業』今年は１泊２日の旅行を予定して 

います。新規加入５口につき１名様ご優待♪詳細は後日… 

 南條子ども会のみなさんと花壇の植え替えをしました。 

国道136号線沿い、反射炉入口交差点の花壇を是非ご覧に

なって下さい。 

 女性部では、情報発信セミナーとして10月16日(水)韮山 

時代劇場・映像ホールにてPOP・SNSを活用し、情報発信を

行う講習会を行います。（19時開始予定） 

 詳細は8月上旬より順次ご案内いたします。 

問合せ：伊豆の国市商工会  大仁支所 TEL0558-76-3060 

 
～事業主の皆さん～ 

   注目!! 

ポイント還元を受けられるのは、 

  登録事業者の所で 

 買い物をした時だけです。 

  <キャッシュレス・消費者還元事業> 

        - 実施期間 - 

 2019年10月1日(火)～2020年6月30日(火) 
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