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～ 令和に夢をのせて
伊豆の国 商工会2019 ～
【会場】韮山時代劇場ひだまり広場

日時：令和元年

10月27日（日） 9：30～13：30

※荒天中止

場所：アピタ大仁店 北側駐車場
う ま

約40店の出店を予定！！伊豆の国市内の美味いもの、すごい技術が大集合！！
会場内は ① にら券
② Origami Pay が使えます！
注：

前売りにら券
発売中！

会場内で現金は使用できません

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！

協力：三島信用金庫 様

Origamiクーポン
最高600円！ 先着1,000名様

にら券で抽選券（100にら）を
買って、豪華景品を当てよう！

※「4K大型液晶テレビ」、
「旅行券」、「有名テーマパークチケット」、
他豪華景品多数 ！！
（予定）

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）

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

～東京2020オリンピックと
静岡県・伊豆の国市～

○お問合せ○
・伊豆の国市商工会
TEL 055-949-3090
・当日の連絡先
TEL 080-1587-2112 ※荒天中止
※駐車場が少ないため

☆とんぼの会
☆伊豆総合高校 郷土芸能部
☆韮山高校 吹奏楽部
☆韮山時代劇場付属劇団「いず夢」
☆伊豆の国チアリーディングチーム
（POWERFUL KIDS）
☆韮山中学校吹奏楽部
☆伊豆中央高校 軽音楽部
☆伊豆SSフラチーム
☆江戸芸住吉踊りかっぽれ道場
☆伊豆の国音頭保存会

女性部のお店

餅まきも
あるよ!!

☆キヨミジャズダンス
公共交通機関をご利用下さい。☆モダン日舞樹の子

★「伊豆の国バル」とは・・・★
チケットと引き換えに、食べ・飲み歩きの他、
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。お店のハシゴや期間中、
別の日の利用もOK。この機会に気になる
お店に行ってみましょう♪
★「第4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、
ぜひお得に楽しんでください♪
★お問合せ★
伊豆の国市商工会 055-949-3090

4,000円

☆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アンケートに回答してGet!
②産業振興祭の折込チラシを会場に持参してGet!
③当日のアピタの2,000円以上のレシートでGet!
☆ぬえ左衛門といずのくに親善大使による
ステージイベント
○お 問 合 せ ：伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 大仁支所 TEL 0558-76-3060
○当日の連絡先：080-1587-2112（10月27日のみ）

日時：令和元年

〈現在チケット販売中！〉
開催期間：10月4日(金)～10月10日(木)

☆見どころ盛りだくさん☆（一例）

もらえます！

(5枚1セット)

注：バル券は期限を過ぎると使えません。
期間内にご使用下さい。

11月17日（日） 9：30～14：00

場所:伊豆長岡庁舎前広場

商工会員による模
擬店が
たくさん出ます！族

ぬえも行くぬん!

【恒例！】
♪お楽しみ大福引抽選会
♪ゆうゆうカード大抽選会
♪投げもち
その他イベント盛りだくさん!!

【期間中バルチケット販売所】

受講料 無料（要予約）

●10月4～6日（11：00～18:30）
伊豆長岡駅前観光案内所
伊豆の国市観光協会（～16：00）

伊豆の国市商工会女性部主催・商業部会共催
●日程
令和元年10月16日（水）19：00～21：00
●場所
伊豆の国市韮山時代劇場 映像ホール
●問合せ・申込
伊豆の国市商工会 大仁支所 TEL 0558-76-3060 FAX 0558-76-0720

●10月7～10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
（～17：00）

手書きPOP講習会
講師：松澤弘治（手書き販促よろず屋）
講師：増田利幸（ファシリテータ税理士）
〈持ち物〉マーカーペン・サインペン等

どちらかお好きな
講習会を
お選び下さい

SNS講習会
講師： 秋田 豊（中小企業診断士）
㈲清水新聞店 専務取締役／㈱FMいずのくに 取締役
〈持ち物〉スマートフォン

まずはお電話ください→☎055-949-3090（伊豆の国市商工会本所)
各種共済について詳しくご説明、ご提案させていただきます。

福祉共済[けが]の補償でご家族全員の賠償事故、最高２億円をカバーする個人賠償責任保険がついて
きます。また、静岡県の条例で１０月から自転車を運転する方に個人賠償保険への加入が義務付けらました。
0名様
先着3

～共済加入還元事業～
♪今年は1泊バス旅行♪

日 時：令和元年11月7日(木)～8日(金)
行 先：戸隠、赤倉温泉、小布施
負担金：15,000円(1泊4食）
参加対象者：貯蓄共済･福祉共済に新規
加入5口につき1名様ご優待!
この機会に是非ご検討下さい!!

伊豆の国市地域おこし協力隊からのお知らせ

～市内観光マップについて～

PCBの完全処理へ向けて
「PCB」という人工の科学物質は国内最大規模の食品公害を
発生させ、半世紀が経った今も全国にPCBが残されています。
しかし、ここにきて安全に処理されようとしています。
PCBは「ポリ塩化ビフェニル」という無色透明の液体です。
熱に強く電気を通しにくいため大量に使われてきました。ビル
や工場の電気設備での変圧器やコンデンサーの絶縁油、塗料、
印刷インクの溶剤などに使用されました。
1968年、米ぬか油を摂取した人に皮膚炎などの健康被害が発
生したことで、米ぬか油の製造設備で使われていたPCBが混入
していたことが発覚しました。カネミ油症事件です。さらに、
PCBが加熱されたことでダイオキシンが発生し、がんや動脈硬
化を引き起こすこともわかりました。被害者は今でも健康被害
に苦しんでいると言われています。
PCBの製造は1972年に中止されましたが、PCBを含む電気設
備や廃棄物は、使用していた事業所にその後も残されてきまし
た。当初は民間の施設で処分する方針でしたが、有害物質への
不安から地域住民の理解が得られず、処理が行えませんでし
た。

◎日時 10月11日（金）
18：00～20：30
◎場所 伊豆の国市商工会
〈伊豆長岡支所〉

このたび、伊豆の国市を皆様とともに盛り上げるため国の事業で活動している地域おこし
協力隊が市内全域の観光マップを作成しました。つきましては、マップの設置にご協力いた
だける店舗様や次号で販促希望の事業者様は下記へお気軽にご連絡・相談ください。
◆受 付：随時
◆問合せ：伊豆の国市観光協会（内）
◆電 話：055-948-0304

静岡県からのお知らせ

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。

移住・就業支援金の支給対象法人募集中

東京圏からの移住者に対し、県が認定した企業に就業した場合に支援金（100万円、単身の場合は60
万円）を支給する事業を開始しました。
現在、対象となる法人を募集中です。UIターン人材の確保に活用ください！
●受 付 随時
●申 込 登録申請書など必要書類を郵送。持参で法人の本社所在地の市町へ
●問合せ 静岡県労働雇用政策課
（℡054-221-2825）
伊豆の国市役所 政策推進課（℡055-948-1413）
※要件、申請書類等は、県HP「しずおか就職net」をご覧ください。

静岡県ホームページ

✔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

【日時】 令和元年11月7日（木）
10：00～16：00(要予約)
【場所】 伊豆の国市商工会 本所
ご相談を希望される方は商工会まで

9月7日に、伊豆市生きいきプラザで行われた『IZU食彩トレイドフェア』へのご来場ありがと
うございました。来場者の投票により決定した、第5回おいしいIZUグランプリの結果を発表し
ます。今年度は伊豆の国市から2社の部門グランプリ受賞者が選出されました。

〈問合せ・お申込み先〉
伊豆の国市商工会 本所 TEL055-949-3090

●日

程

毎月第1水曜日（原則）【要予約】

2000年 に な り、政 府 が100％ 出 資 す るJESCOと い う 組 織 が
PCBを化学分解により無害化する施設を建設し、PCB処理が始
まりました。全国5か所に建設されましたが、処理が完了した
後は撤去することになっており、期限も決められています。
PCBの処理は、電気設備などにPCBがないかを確認し、処理
完了の1年前までに処理委託することが義務付けられていま
す。今も気づかずに使い続けている企業もあり、自治体が調査
をしてきました。
コンデンサーや変圧器以外でも蛍光灯の安定器や、橋や船舶
などの塗装にも、1970年前半までにつくられたものには、PCB
が含まれている可能性があります。これらも、2024年3月まで
には処理を完了しなくてはなりません。一層の調査や啓発が必
要だと思います。
半世紀以前の昭和の時代におきた問題が、平成でも解決でき
ず、令和に持ち越すことになったPCBの処理。基本的には事業
者の問題ですが、問題があったことを知り古い設備などを気に
かけ、カネミ油症のような健康被害や環境汚染を次の時代に再
び生まないためにも、着実に速やかに処理を進めていく必要が
あると感じます。

女性部会報誌『マーガレット第1号』創刊されました
伊豆の国市商工会女性部の会報誌『マーガレット』の
記念すべき第1号を発行しました。第1号となる今回の
主な内容は、北条政子のルーツを巡る特集、女性部員の
目線で選んだ伊豆の国ブランドのギフトセットの企画に
ついてご紹介しています。
マーガレットは商工会本所、伊豆長岡支所、大仁支所
に置いてありますので、ご興味のある方は是非ご覧くだ
さい。
【お問合せ】伊豆の国市商工会 大仁支所 TEL0558-76-3060

～「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。

●日

程

10月2日・11月6日・12月4日
金目煮おむすび

㈱徳造丸
東伊豆町
TEL0557-95-8080

●相談時間
九-いちじく-のぷりん

九－いちじく－
伊豆の国市
TEL 055-948-3064

伊豆山海おぼろ寿司
㈱だるま
伊豆の国市

わさび漬
㈲伊豆美屋わさび店

TEL 055-948-0818

TEL 0558-83-0118

伊豆市

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

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

毎月第1水曜日（原則）【要予約】

10月2日・11月6日・12月4日
●相談時間
●場
●講

所
師

① 9：30～10：30 ②11：00～12：00
③13：00～14：00 ④14：30～15：30

伊豆の国市商工会 本所（四日町290）
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

