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 伊豆の国市商工会 

会長 大沢 秀光 

 ●●● 年頭のご挨拶 ●●● 

 あけましておめでとうございます。 

2022年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上

げます。会員事業者の皆様をはじめ関係各位におかれま

しては平素より伊豆の国市商工会の運営並びに事業活動

に、格別のご理解とご支援を賜り、あらためて心からお

礼申し上げます。 

 さて、新年を迎え昨年を振り返りますと我が国の経済

は、海外の景気回復を背景として、輸出の増加や設備投

資の再開など一部で持ち直しの動きがみられるものの、

度重なる緊急事態宣言の発出に伴う活動制限により個人

消費の停滞が続いており、新型コロナウイルス感染症に

よる影響を大きく受けています。とりわけ、地方経済へ

の影響は深刻であり、多くの事業者が資金繰りに苦慮す

るなど、中小・小規模事業者は厳しい経営環境に置かれ

ています。 

 商工会は、地元事業者の身近な相談窓口として、また

地域を支える経済団体として事業者が困難を乗り越えら

れるよう、さらに体制を強化し伴走支援を継続していか

なければなりません。また、喫緊の課題となっている事

業承継への対応、働き方改革・生産性向上への取り組

み、コロナ禍によってキャッシュレスやデジタル化に対

応した支援ニーズが急速に高まっています。加えて大規

模な自然災害時における店舗・工場や機械・設備が被害

を受けた場合に、再建及び復旧・復興を迅速に行うた

め、相談対応の拠点となる商工会館の整備が求められま

す。 

商工会に期待される役割は一層重要度を増しており、

地域経済・社会の維持・発展を目指すうえで担うべき使

命を役職員と共に、一丸となってアフターコロナを見据

え新たな未来に向けて邁進してまいります。 

今年は、大河ドラマの年です。北条義時を主人公とし

た「鎌倉殿の13人」が発表されてから1年がたち、撮影も

行われいよいよ放送開始となります。どんなドラマにな

るのか楽しみでなりません。 

商工会が、ドラマ館と併設される「物産館」を運営し

ます。「伊豆の国ブランド」を中心とした市内業者や近

隣市町の商品などを販売します。どうぞご期待下さい。 

この1年が、皆様方にとり、これまでにも増して良い年と

なりますよう祈念し、年頭のご挨拶といたします。  

 

商工会法施行60周年記念標語 
  

 

  「地域と共に60年！  

   未来を築く商工会」 

◇◇◇新年のご挨拶◇◇

 伊豆の国市 

市長 山下 正行 

参加 

無料 

                     ～経営計画作成セミナーのご案内～ 
  

   

    「経営計画作成セミナー・個別相談会」を開催します。「小規模事業者持続化補助金」は、 

  小規模事業者が、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓に取り組む費用の 

  2/3を補助するものです。（補助上限額：50万円）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

□■□■□■□開催日時 □■□■□■□■□■□■ 

経営計画作成セミナー 

  ※個別相談会のみの参加は出来ません 
  ※下記日程の内、いずれかの日程を選択 
 

  ◆日 時：令和4年2月1日（火）10：00～16：00 

                     2日（水）10：00～16：00 
                  3日（木）10：00～16：00  

          ※セミナーは2日間とも出席が必要です 
 

◆日 時：令和4年1月21日（金）19：00～21：00 

               27日（木）19：00～21：00 

   個別相談会   ※ 要予約 

 

 

   【小規模事業者持続化補助金の対象者】 

 会社及び事業主であり、常時使用する従業員 

  の数が一定以下の商工業者 

  ※製造業、建設業、サービス業のうち 

   宿泊業･娯楽業、その他…20人以下 

  ※卸売業、小売業、サービス業 

  （宿泊業･娯楽業以外）  …5人以下 

  □講  師 ：玉置 久倫 氏（中小企業診断士） 

 □場  所 ：伊豆の国市商工会本所（伊豆の国市四日町290） 

 □申込期限 ：1月18日（火）定員30名（定員になり次第締切）【要予約】 

 □お申込方法：伊豆の国市商工会 本所・支所窓口に電話でお問合せ下さい。 

 □お問合せ先：伊豆の国市商工会 本所・伊豆長岡支所・大仁支所 

        本  所   TEL 055-949-3090 

        伊豆長岡支所 TEL 055-948-5333 

        大仁支所   TEL 0558-76-3060 

＊各事業所1時間 

参加無料です。（定員30名）  

「小規模事業者 

    持続化補助金」 

    申請対応セミナー  

令和3年11月11日、伊豆地区の８商

工会女性部員が参加する「若手後継者

等育成事業講習会」が伊豆の国市内に

て開催されました。反射炉広場での

“花咲く伊豆の国フェア”を視察した

のち、文学博士仲田正之氏の「地域の

歴史と観光～女性

の視点でのまちづ

くり～」と題した

講演に耳を傾けま

した。 

南條本区子ども会の皆さんと反射炉交

差点入口の花壇整備を行いました。 

今回も北条家の家紋「ミツウロコ」を

モチーフにパンジーやノースポールな

ど色とりどりの花を植えました。みな

さまお近くをお通りの際は是非ご覧に

なって下さい♪ 

     おしらせ 
 

伊豆中央高校美術部の皆さんに  

北条義時関連の人物のイラストを 

製作していただきました。 

商工会女性部事務局にて取り扱いを

しますので、ご興味のある方は商工

会ホームページでご確認下さい。 

 http://www.izunokuni.org/ 
 
 

     

明けましておめでとうございます。謹んで新年

のご挨拶を申し上げます。 

 伊豆の国市商工会の皆様には、日頃より伊豆

の国市政発展のために多大なご理解、ご協力を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 昨年4月に市長に就任してから早くも8ヶ月、

新型コロナウイルス感染症に翻弄された日々で

した。会員の皆様におかれましても、昨年は、

営業時間の短縮をはじめ様々な制限を課せら

れ、厳しい状況が続いた1年だったと思いま

す。コロナ以前の状況に戻るには容易ではな

く、国や県の支援とともに、市としましても事

業継続支援やプレミアム付商品券の発行など、

影響の緩和に努めてきました。今後とも、ウィ

ズコロナの中でワクチン接種を含む感染予防と

社会経済活動の両立に努めてまいります。 

 

 さて、いよいよ大河ドラマ「鎌倉殿の13人」

の放送が始まり、1月15日には、韮山時代劇場

に「鎌倉殿の13人 伊豆の国 大河ドラマ館」が

オープンします。市内ロケを中心としたメイキ

ング映像の上映など大河ドラマの世界観を存分

に体験できる施設になっております。 

 また、商工会の皆様にもご協力いただき、

「伊豆の国物産館」の設置やキッチンカーの出

店など、市民皆様の力で伊豆の国市の魅力を発

信していただきたいと考えております。 

伊豆の国市は主人公北条義時公ゆかりの地

です。行政、商工業、観光業、農業など様々な

業種が連携・協力しながら、千載一遇のチャン

スを生かした取り組みにより、多くの人たちの

来訪を得て、地域経済の活性化に繋げてまいり

ましょう。 

  

結びに、伊豆の国市商工会のますますのご発展

と、会員ご一同様のご健勝を祈念申し上げ、新

年のご挨拶といたします。  

    
 

☐講    師 小和田 哲男 氏 

         静岡大学名誉教授、文学博士  

☐日    時 令和4年2月10日（木） 

         開演：19時00分～20時30分  
         開場：18時00分 

☐会    場 韮山時代劇場 大ホール 

☐定    員 200名（先着順） 

☐申    込 電話・FAXにてお申込下さい 

☐お問合せ  伊豆の国市商工会 本所  

           TEL 055-949-3090  FAX 055-949-2740 

☐主    催 伊豆の国市商工会  

☐後    援 伊豆の国市 

伊豆の国市商工会 新春経済講演会  

    「北条義時と地域経済」 

 

プロフィール 

入場無料 （要予約） 

 1944年静岡県生まれ 

 専門は日本中世史、特に戦国時代史で、主

著『後北条氏研究』『近江浅井氏の研究』のほ

か、『小和田哲男著作集』などの研究書の刊

行で、戦国時代史研究の第一人者として知ら

れている。 

 NHK大河ドラマでは、「秀吉」（1996年）、「功名

が辻」（2006年）、「天地人」（2009年）、「江～

姫たちの戦国～」（2011年）、「軍師官兵衛」

（2014年）、「おんな城主 直虎」（2017年）、「麒

麟がくる」（2020年）で時代考証を担当。NHK総

合テレビおよびNHK Eテレなどにも出演し、わかりや

すい解説には定評がある。 

小和田 哲男 氏 

文学博士 仲田正之 氏 南條本区子ども会の皆さんと 

【ご協力のお願い】＊マスク着用 ＊手指の消毒 ＊発熱されている方はご遠慮ください。 



 

 

    

 

 

 

 

     

  

要予約 

 伊豆の国市商工会の顧問税理士による個別税務相談会を開催

致します。決算申告にあたり、不明な点や気になる事がありま

したら是非ご相談ください。消費税･贈与･土地の譲渡などに関

する税務のご相談も承りますのでお役立てください。      

【申込先】 ■本      所 TEL 055-949-3090 

   ■伊豆長岡支所 TEL 055-948-5333 

   ■大  仁  支  所 TEL 0558-76-3060  

 
◎毎月 第2金曜日  

 〈18：00～20：30〉 
 

◎場所 伊豆の国市商工会 

     〈伊豆長岡支所〉 

※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、トイレをリフォーム   

  ・・・その他何でも 

新型コロナウイルス感染症

の影響により中止の可能性

があります。ご了承ください。 

【お問合せ】伊豆長岡支所 

 TEL 055-948-5333 

経営発達支援計画中間検証会報告 

経済産業省に認定を受けた伊豆の国市商工会の 

経営発達支援計画は、令和3年11月26日、伊豆の国市商

工会にて、中小企業診断士･北川裕章氏を招き、令和3

年度の経営発達支援計画の中間検証会を行いました。 

実施結果は本会HPをご覧下さい。 

次回検証会は3月実施予定です。 

発達支援計画期間（平成30年4月～令和5年3月） 

本会HPにて実施結果を報告 
http://www.izunokuni.org/        

            

 

      
 

 

       

   

 

●日   程  毎月第1水曜日（原則）【要予約】 

          1月5日・2月2日・3月9日 
 

●相談時間   ① 9：30～10：30  

          ②11：00～12：00    
●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・引継ぎ支援センター  

           中小企業診断士 藤巻 かな江 氏 

●問合せ・申込 伊豆の国市商工会  

           本所 TEL 055-949-3090 

            

 

      
 

 

       

   

 

           【要予約・相談無料】 

●日    程  1月26日(水)・2月25日(金)・3月9日(水) 
        

●相談時間   ①  9：30～10：30 ②11：00～12：00 

   ③13：00～14：00 ④14：30～15：30 

   ⑤16：00～17：00   

●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 

       

 

 

 

 

◇令和4年 1月11日(火) 
 

※注意 1月12日以降は換金が出来なくなります。 

上記日時までに商工会へご持参下さい 
商工会の年始営業開始日：1月4日（火） 

伊豆の国市プレミアム付商品券を 

お取り扱いの事業所様へ 

伊豆の国市プレミアム付商品券 

最終換金日のお知らせ 

【共通券】 【専用券】 

※ 振込日：令和4年1月17日(月) 

来る1月15日、韮山時代劇場に伊豆の国市商工会が運営する『伊豆の国物産館』がオープンします。 

物産館はドラマ館（正式名称「鎌倉殿の13人 伊豆の国 大河ドラマ館」）に訪れる方々へ 

伊豆地域の特産品等を販売、市内を回遊してもらう事を目的としております。 

また、地元商店のここでしか買えない限定商品等も取り揃え、地域の皆様にも 

楽しんでいただけるお店にしていきます。ご来店をお待ちしております。 
 

市内事業者の皆様へ 物産館で貴社の商品を販売しませんか？ 

＜伊豆の国物産館の概要・出品申込は随時受付中＞ 

〇店舗名称 ・伊豆の国物産館 

〇営業期間 ・2022年1月15日（土）～2023年1月15日（日） 

      ・休業日：毎週水曜日（祝日の場合は開館、祝日直後の平日）ただし、2月末までは無休。 

      ・大河ドラマ館：正式名称「鎌倉殿の13人 伊豆の国 大河ドラマ館」の開館日に準ずる 

〇営業時間 ・9：00～17：00 大河ドラマ館の営業時間に準ずる    

〇所在地  〒410-2123 静岡県伊豆の国市四日町772（韮山時代劇場内） 

〇お問合せ先：伊豆の国市商工会 本所・伊豆長岡支所・大仁支所 

       本  所   TEL 055-949-3090 

       伊豆長岡支所 TEL 055-948-5333 

       大仁支所   TEL 0558-76-3060 

〇出品申込専用アドレス：bussankan@izunokuni.org ○注 申込書は原則メールで提出 

 開催日 相談内容 

■本所（韮山） 

松井 元 氏 

2月  4日（金） 

3月  1日（火） 

税務相談 

決算・確定申告書の作成、確認 

■伊豆長岡支所 

眞野 尋吉 氏 

2月17日（木） 

2月25日（金） 

3月  7日（月） 

税務相談 

決算・確定申告書の作成、確認 

■大仁支所 

深瀬 智明 氏 

2月18日（金） 

2月28日（月） 

3月  8日（火） 

税務相談 

決算・確定申告書の作成、確認 

【開催時間】 全日程 午前9時～午後4時 

  会場 

顧問税理士名 

 

   

 

 
 
 

 

令和４年１月２２日(土)、２３日(日) 時間 １０：００～１４：００ 

パン好きな方にはたまらない 

楽しいイベント盛りだくさん♪♪ 
★第16回全国高校生パンコンテスト 

★市内及び全国有名店のパン販売店 

★巨大パンオブジェ展示（ひだまり広場） 
 

  〈22日(土)イベント〉 

 ・大仁中学校吹奏楽部演奏会 ・ちびっこパン作り体験教室 

※場内での飲食ができないため購入したパンはご自宅等に持ち帰り、 

  お楽しみください。 

・会場：伊豆の国市韮山文化センター 

     （韮山時代劇場） 

・主催・問合せ先：伊豆の国市 農業商工課 

 TEL 0558-76-8003 

・後援 伊豆の国市商工会 

 

 伊豆の国市商工会青年部は、11月27日（土）、中学生を対象とした「おらが街の職

を知ろう!!職業フェア」を長岡中学校で開催しました。伊豆の国市近隣の25事業所が

出展し、中学1年生約130名に仕事内容を紹介しました。生徒は事前に出展者一覧を見

て、話を聞きたい3つの業種を選択し、フェア当日に30分毎に区切られた時間割で

ブースをまわりました。 

 各ブースでは、専門的な内容を中学生にも分かりやすく説明する為、体験や動画を

用いるなど工夫をされていました。 

 葬儀屋ブースではお焼香や葬儀の体験、自動車整備ブースではタイヤ交換体験、 

一般建設業ブースでは重機のオペレータ体験、介護職ブースでは車イス体験などが 

行われ大好評でした。 
 

＊ご協力いただいた事業所様のご紹介【順不同・敬称略】＊ 
 

①看板塗装（長栄塗装工業）②介護職『特養』（ぬくもりの里）③生花販売（その生花店）         ④ブロガー（ＴＯＭＳ） 

⑤コンビニ（竹村昇商店） ⑥弁護士（伊豆中央法律事務所）  ⑦介護職『養老』（長岡寮湯の家） ⑧郵便局（大仁郵便局） 

⑨ホームページ制作（NEXT FUTURE） ⑩社会保険労務士（ふるや社労士事務所）   ⑪葬儀（JAメモリアルセンター） 

⑫ＩＴ業（アーティスティックス）    ⑬手話通訳士（伊豆の国市障がい福祉課）   ⑭医薬品製造（旭化成ファーマ） 

⑮保健師（伊豆の国市相談センター）  ⑯医療職（伊豆保健医療センター）⑰ダンスインストラクター（MA.RI.KA DANCE STUDIO） 

⑱芸妓（伊豆長岡芸能事業協同組合）  ⑲農業（ＪＡ伊豆の国 青壮年部）⑳造園業（オリモ） ㉑鳶（西山仮設工業） 

㉒廃棄物収集運搬（長岡環境サービス）㉓自動車整備（渡辺自動車） ㉔電気工事（大沢電気）  ㉕一般建設業（中村重機工業） 

【青年部】『おらが街の職を知ろう!!職業フェア』～長岡中学校の生徒さんが商工会会員さんの仕事を体験しました～ 

重機のオペレーター体験の様子 

入場 

無料 

 
 

・会場：韮山時代劇場 ひだまり広場  ・オープニングイベント（予定） 

いちご大福詰め合わせ販売・国清汁の販売・MERIDAさんによるサイクルツアー・キッチンカー出店 and more 

伊豆の国物産館 おすすめ商品のご紹介 Vol.1 
このコーナーでは伊豆の国物産館に出品されている、その時期のおすすめ商品や売れ筋商品を紹介します。 

この時期の伊豆の国市といえば、、、『いちご』ですよね!! 今月はいちご関連商品をご紹介します。 

この他の詳細は 

伊豆の国市商工会HP 
http://www.izunokuni.org/ 

をご覧ください。 

ご紹介した 

商品の他にも

250を超える

商品を取り揃

えております 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12oc0t1gi/EXP=1463533635;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlZxcHJ3bU0wdXNOdnJOc2lCNDRZNHZWeC1hTUlGYVVmcWNvUnNlNzJkcGM3MnNtc0J4cExENmJJBHADNloyWjViS2g1NXlNNDRLSTQ0S040NEdhNXBTdjVvLjA1b3VnNTRLNQRwb3MDMQRzZWMDc2h3B

