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商工会県下統一標語 
 

「地域に活力を！ 

 そこにはいつも商工会」  

 

        で 

 のお買い物ができるおトクな商品券   

※24,000冊が終了次第、販売終了 

〔券種〕専用券8枚＋共通券7枚の15枚綴り 

(1冊/500円×15枚＝7,500円分) 

※市民限定 

令和４年度 伊豆の国市 

            

 

      
 

 

       

   

、 

 第1次販売   
 

11月 1日(火) ～ 11月21日(月) 
 （購入限度額5千円、1 世帯1 冊） 
 

 第2次販売   
 

11月 22日(火) ～ 12月  5日(月) 
 （購入限度額5千円、1 世帯1 冊） 
 

 第3次販売   
 

12月  6日(火)～ 12月19日(月)     
 (購入限度額1万5千円、1 世帯3 冊） 

販売期間 

          ≪有効期間≫  

令和4年11月 1日(火)  

 

令和5年 2月15日(水)  

プレミアム付商品券販売場所 

★購入方法    商品券の引換券を販売窓口に提示してください。   
 （引換券は伊豆の国市から市内全世帯に10/20頃に送付されます。代理購入可） 
 

★商品券取扱事業所   〈10/5現在〉   
 

※商品券の取扱店を随時募集中です。（市内事業所限定）  

■最新のプレミアム商品券取り扱い店・その他詳細は 

   商工会HPで確認できます 

              〈お問合せ〉 
伊豆の国市商工会 本所・各支所 

〇本所（韮山）伊豆の国市四日町290   

            055-949-3090 

〇伊豆長岡支所 伊豆の国市古奈255 

            055-948-5333 

〇大仁支所     伊豆の国市大仁454    

            0558-76-3060 

第2弾は500円券！ 

専
用
券 

共
通
券 

（QRコード） 

ロビー 

 

                                

 

         女性部員がおススメする伊豆の国ブランド認定事業所の商品をギフトセットにしました！ 

 

 

 
     

      

 

 「義時ゆかりの國伊豆の国 バラエティギフト（常温）」３，５００円税込(送料別途500円）  

「義時ゆかりの國伊豆の国 プレミアムギフト（冷蔵）」５，０００円税込(送料別途500円） 

① 義時ポークの赤ワイン煮

②八重姫トリュフハンバーグ

凡道留ﾌｰﾄﾞﾊｰﾈｽ　　　 ③汲み上げ湯葉

ラピスラズリ ④天野柿で酢

⑤ 天野柿

つず美湯元園　　　　 ⑥夫婦どら焼き（いちごバタどら）

いちごプラザ大福や　 ⑦ブルーベリーのチーズプリン

パティスリージョワ　 ⑧ジョワロール

だるま　　　　　　 ⑨万枚漬け

リストランテ
...............  ボッカ デラ ベルタ

      お世話になったあの方に、大切なあの方に、 
   ありがとうの気持ちを添えて伊豆の国の逸品を贈りませんか。 
          商工会女性部が心を込めてお届けします。 

各50セット 

 限定！ 
とってもお得！ 

       
 

＊12月上旬に発送します   

♥大変お得なオリジナルセットになっています。大切な方への贈り物にぜひご活用ください。 

♥各50セット限定で販売します！商品の詳しい内容は商工会本所・各支所、商工会HPでご確認ください。 

 

中小企業診断士・社会保険労務士 
株式会社フォーライフコンサルティング代表取締役 

伊豆の国事業承継セミナー 

●講師 塩野富佐男 氏 

11月15日(火) 19：00～21：00  

「後継ぎ対策と経営者としてのエンディングを考える」 

・商売の未来図を明確にする 

・残りの人生のライフプラン・マネープランを考える 

・経営者エンディング計画と後継者成長計画 

・活用できる補助金・税制・経営相談 

経営革新、起業支援のコンサルティングを 

中心に活動。 

全国商工会連合会で長年、創業・経営革新対策を

担当したことから中小企業施策、小規模事業者対

策・創業・経営革新支援、事業承継対策、補助金申

請支援、BCP策定支援に取り組んでいる。 

主催／伊豆の国市商工会 

お問合せ先／伊豆の国市四日町290 TEL 055-949-3090 

後援／伊豆の国市 

11月 8日(火) 19：00～21：00  
「商売を続けるべきか、やめるべきか」 

・10年後のご商売の姿を考えてみましょう 

・商売を続けるべきか、やめてしまうのか、判断のポイント 

・自社の事業用資産の価値を算定してみる 

・自社にも「目に見えない資産」があることも認識しましょう 

 日程 

 会場 伊豆の国市商工会 本所 ２階大会議室 
        （伊豆の国市四日町290） 

～家族で考える5年後10年後の事業と生活と家庭のプラン～ 

平日の9:00～15：00 

平日の9:00～15：00 

平日の9:00～17:00 

平日の9:00～15:00(     休業) 

【義時ゆかりの國伊豆の国バラエティギフト（常温）】  

(伊豆の国市 

商工会HP) 

村の駅　 ①いちごのおやま

深瀬菓子店 ②フルーツマドレーヌ3種

九-いちじく- ③八重姫ふぃなんしぇ

 佳月園　　　　　　　　 ④こぶな釣りし狩野川（マロン）

ラピスラズリ　　　　　　　　　　 ⑤天野柿中濃ソース

 ガリオン　　　　　　　 ⑥特製ドリップコーヒー

土屋銘茶　　　　　　　 ⑦抹茶入り玄米茶

蔵屋鳴沢　　　　　　　 ⑧特製ティーパック「花兎」

わきさんちのジャム工房　 　 ⑨温州みかんジャム

ジュンサンベリーファーム　 ⑩紅ジャム

 第一酵母　　　　　　　 ⑪コーボンのプロポリスキャンディ

〈プレミアム商品券取り扱い事業所 向け〉 
 

   第1弾 商品券換金受付日程 

～13:00 
12:00 



 

 

 

   

 

 
 

 
 

            

 

      
 

 

       

   

 

 
〈大沢会長コラム〉 

 商工会の事業に、地域振興事業があります。地

区内商工業の全般的な育成、振興、社会福祉の増

進に資する事業です。具体的には、事業の対象を

小規模事業者に限定することなく、広く地域住民

を含めて行う事業です。 

 伊豆の国市商工会今年度事業計画に工業振興事

業があり、地区内工業者の事業活動を促進する事

業として、近隣地域の工業部及び産学官との連携

ということで、伊豆総合高校との事業連携意見交

換会、湧郷祭（文化祭）への参加事業がありま

す。これは平成25年度からの継続事業で、「若者

を地方に取戻す」を訴え、毎年実施し今年は8月29

日に実施しました。早期離職者やI・Uターン者へ

の情報提供をするものです。保護者は、大手志向

が強く地元企業への就職に難色を示す傾向があり、

生徒は地元企業の情報が少ないとのことです。 

 そこで企業訪問を積極的に受け入れたり、イン

ターンシップ受入企業や青年部の中学生を対象と

した職業体験事業「おらが街の職を知ろう」を紹

介して、ミスマッチを防ぐようにしています。  

学校からの説明によりますと、生徒の８割が伊

豆市と伊豆の国市であるとのこと。令和元年度ま

ではPRしなくても志願者はあったが今は違うよう

です。開校13年目になるが、当初７クラスでス

タートしたのが、１年目で６クラスになり、240定

員が160になったと説明がありました。理由は、就

学支援制度であったり、受験制度、それに通学環

境もあるようです。 

商工会は、地域経済の発展を願っています。こ

の目的を達成するには、地元企業・地域の事業所

に就労していただきたいのです。また、近年人材

確保が大きな課題となっています。商工会が学

校・生徒側との橋渡し役となり、将来を担う若手

確保・入職の一助になればと願うわけでありま

す。 

                                10月16日に開催されました商工フェアで、 

                                                  青年部はステージイベントを担当しました。 
 

１回目のステージでは、ぬえ左衛門に関することを問題にした○×クイズを行い、 

ぬえ左衛門のことを多くの方に知ってもらうことができました。            

【お問合せ】 

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 

商工会青年部 

「インボイスって何だろう」「どうやって登録するの？」…そんな方へ 
この講習会で消費税の 

制度を再確認し、 

登録まで完了できます 

ご自身も商工会員であり、小規

模事業者に寄り添う経営支援を

行っている大人気講師です。 

  【講師】 
  アルパーコンサルティング㈱ 

代表取締役 古川 忠彦 氏 

■日 時 ：  

  令和４年１２月７日（水） 

          １４：００～ 

■会 場 ：  

  伊豆の国市商工会館本所 

        2階大会議室 
      (伊豆の国市四日町290)  

■定 員  ： 30名  

■参加費 ： 無 料 

■お申込み・お問合せ：  

   伊豆の国市商工会  

      大仁支所（担当：日吉）

TEL / 0558-76-3060  

  ＊本セミナーは2部制で実施します。 

  ＊1部のみ、2部のみのご参加も可能です。 
 

第１部 14：00～16：00 古川氏によるインボイス制度講習会 

 

・インボイス（適格請求書等保存方式）とは？ 

・インボイス制度はうちにも関係ある？ 

・インボイスで何が変わる？ 

・これからのスケジュールは？ 
 

第２部 16：00～17：00 三島税務署による登録申請相談会 
 

・インボイス発行事業者の登録申請の手続きについて。 

・申請書の記載方法や注意点について。 

・申請書はその場で申請書にご記入、提出もできます。 

 【日時】令和5年1月19日（木）14：00～  

 【場所】伊豆の国市商工会館本所2階大会議室  

  【定員】30名 

   今後の予定  
 

【講師】山尾秀則 税理士 

※当日は三島税務署による登録申請相談会にて申請書の 

  提出もできます。 

  内容は後日DMにてご確認ください。 

２回目のステージでは、青年部員の他に 

伊豆の国市親善大使、長岡京市青年部様に  

協力いただき、ステージ上からお菓子まき 

を行いました。 

姉妹都市として親交のある京

都府長岡京市商工会青年部

のみなさんに３年ぶり再会す

ることができました。             

 

・ 掛金は2,000円から                                

・ 職業による掛金の差は 

  ありません                     

・ 仕事中、日常生活でも保障                     

・ ご家族全員の賠償事故を 

   カバー   

・ 10年満期の積立保険 

・ 加入年齢による死亡保険 

・ 掛金は1口2,000円 

・ 5日以上の入院で見舞金 

・ 積立一部払出し制度 

・ 新規加入時健康診断助成金 

 共済加入推進キャンペーン

期間中、貯蓄共済・福祉共

済に加入された方へ伊豆の

国物産館で使える商品券を

贈呈します。また、本年度貯

蓄共済・福祉共済３口以上

のご加入で伊豆の国ブランド

を進呈いたします。 

＜青年部員募集中＞☆商工会青年部は随時部員を募集しています 

☆詳しくは、伊豆の国市商工会伊豆長岡支所まで      TEL 055-948-5333            

            

 

      
 

 

       

   

 

伊豆総合高校との意見交換会 

 伊豆の国市商工会では、去る、8月29日、伊豆総合

高校と意見交換会を開催しました。平成25年より取り組

んでいる事業で、地域の雇用促進や地域にぎわいの創

出の為、卒業生を地元で働いていただくために、在校生

との交流も兼ねて実施して

おります。 

 当日は、各業種の代表

の役員が参加しました。学

校側も校長先生をはじめ、

幹部の先生が参加されま

した。 

 伊豆の国市商工会では、過去、

伊豆総合高校の学園祭湧郷祭

（文化祭）での企業の紹介や、イン

ターンシップ事業に協力しておりま

す。今回も、意見交換会の中

で、生徒数が減っている現状が

報告され、会議の中で、総合高校の活動の紹介を広く、市民や

保護者に知って頂くことなどの広報支援の必要性などが話し合

われました。 

今後は、地域経済活性化、地域での人材確保のため、近隣市

町で協力して取り組んでいく事の重要性が話し合われました。 

 ―地域を挙げて総合高校のイメージアップの広報支援― 

        

福祉共済に加入すると、抽選で１００名様に県内の特産品等が 

当たるキャンペーンを実施！！ 

★対象契約 けが・がん 

     （ライト・シニア等のプランや新規・被保険者追加 

     ・プラン追加の区分に関係なく、加入申込書１枚に 

      つき１件対象）※コース変更は変更手続きなので対象外 

★対象期間 ２０２２年８月１日～２０２３年１月１日の 

                   加入年月日 

      ※各月の加入申込書締切日は商工会によって異な 

                  りますので、 商工会にお問い合わせください。 

★応募当選等①対象契約、対象期間の加入申込書により自動的 

                      に応募対象 

      ②商工会連合会にて抽選 

      ③当選者には、２０２３年２月～３月に 

                      加入商工会を経由してお渡しします。  

      ～女性部花壇～ 
 

 女性部が管理する花壇が「全国花のまちづくりコン

クール」において「花のまちづくり入選」を受賞しました。

このコンクールでは３年連続の受賞となります。この花

壇ではお花以外でも様々な発信をしています。 

 おもてなし交流事業での看板は伊豆の国市にお越しい

ただいた方からご好評いただいています。お近くをお通

りの際には是非ご覧になってください。 

☆商工会女性部は 

いつでも加入できます 

伊豆の国市商工会女性部はバス研修・講習会と1年を通じて活動しています。 

年間1000円の会費でいろいろチャレンジしましょう。詳しくは事務局まで 

TEL055-949-3090(本所) / TEL 0558-76-3060（大仁支所 ） 

女性部             

 

      
 

 

       

   

 ＜R4.8.29伊豆総合高校・商工会との懇談会＞ 

＜R1年湧郷祭での商工会企業紹介ブースの様子＞ 

   〈伊豆長岡支所〉 

◎日時  11月11日（金） 

      18：00～20：30 

◎場所 伊豆の国市商工会 

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 ※要予約 


