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今月の特集
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遠州屋染物店　髙林希会さん

2019年新年のご挨拶

M– ステ  関与先事務所のご紹介

（株）山本食品 / 明治食品工業（株） / （株）ビズホープ

寒の土用うなぎまつり/ 大通り商店街に「地口行灯」

三角スピードくじで新年の運試し！

プロムナード 三島 / アベリィア合同会社

クリスマスソングで少し早いクリスマスをお祝いしました！/ 指導力養成セミナーを開催！

第２回 若者活躍支援資金贈呈式 / 工業部会視察 / 伊豆縦貫道早期完成を国交省に要望 /

青年部 ･ 青年部ＯＢ会合同忘年会 / 青年部ファミリーデーを開催

日商検定日程 / キャッシュレス決済導入対策セミナー開催

『ニーズがあるのに売れない』時は敷居を下げて売る

健康コラム 「お酒と健康」/ 確定申告のお知らせ/

アモーレみしま 2019 / 節分祭！今年も開催！

会員さんから会員さんをご紹介いただき
皆さんに魅力をお伝えします。

～受け継がれる伝統と新しさとの融合・
 お客様が納得する“商品（価値）”の提供を目指して～

〒411-0831 三島市東本町 2-3-51
TEL ：055-975-2204  FAX ：055-975-7667
定休日：日曜日
Facebook  https://www.facebook.com/ensyuya1868.mishima/

親子三世代が活躍する遠州屋染物店

遠州屋染物店
髙林希会（たかばやし きえ）さん

　店の直ぐ脇を桜川が流れる東本町に明治元年から代々続
く、遠州屋染物店があります。
　今回、表紙を飾った髙林希会さんは、当店で生まれ、子
供の頃から家業を手伝い、夏まつりのしゃぎりでは、実家
が手掛けた法被を着て過ごす中で、自然と家業を継ぐこと
を意識されたといいます。
　大学卒業後、京都で染色を学んだ後、家業に専念され、
ご結婚後も幼馴染のご主人と共に家業を盛りたてていらっ
しゃいます。
　昨年の９月１日・２日には、大社の杜みしまとのコラボ
企画「杜の染物屋さん」を開催、三島の伝統工芸の型染を
使って参加者が三嶋柄の旗を手づくりし、大社の杜に飾り
ました。貴重な体験ができると評判を呼び多くの人で賑わ
いました。
　また、当所が１月１９日に移住促進・人手不足対策を目
的に実施するイベント「３０歳の大同窓会㏌三島」では、
会場の入口で参加者をお出迎えする幅４ｍを超える暖簾も
制作しています。
　「染物は、様々な工程を経て、商品になります。伝統的
な技術や手作業を大切にしながらも、デザインにはパソコ
ンを使うなど最新技術も積極的に取り入れています。両親

や祖母、主人との家族ならではの息の合ったチームプレー
が最良の商品を生み出す源です。」と希会さん。
　現在は、６代目となるご主人が５代目のお父様のもとで
修業中。伝統を守りながらも、新たなコラボレーションや
若い感性を活かして、ご活躍される遠州屋さんからますま
す目が離せません。                      （文：総務課　金井雅彦）



２０１９年新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。

本年も会員事業所の皆様の発展に寄与するため、

正副会頭、役議員、職員一丸となり皆様の経営をサポートして参ります。

　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

不安の払拭を目指し、Ｍ－ステ経営支援の充実
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　新年明けましておめでとうございます。新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。本
年は、５月１日から「平成」 から新元号に変わり、新たな時代がスタートします。「平成」 が失われ
た３０年とするならば、輝く新時代が訪れることを願わずにはいられません。
　昨年は全国各地で豪雨や台風、地震等の自然災害が多発しました。比較的穏やかな静岡県にお
きましても台風の被害があり、被災された皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。
　１年を振り返ってみますと、国際情勢はトランプ大統領を中心に動いていました。朝鮮半島情
勢では歴史的な米朝首脳会談を実現させ非核化の合意に漕ぎ着けました。イランとの核合意から
離脱し経済制裁を再発動、制裁違反として中国最大通信機器メーカー・ファーウェイの CFO が逮
捕されるなど第５世代移動通信（５G） の覇権争いにまで飛び火しました。世界第２の経済大国に成長した中国に対し、
貿易不均衡の是正を迫る米中貿易摩擦が勃発し世界経済への影響が懸念されています。
　国内経済の動向は、６月から９月にかけて豪雨や酷暑により外出が控えられ、生育不良から野菜価格の高騰、地震や
台風によるインフラの寸断等景気の足を引っ張る要因が多発しました。世界経済の不安定要素も加わり、７～９月期の
実質国内総生産（ＧＤＰ） は２四半期ぶりのマイナス成長に転じました。
　しかし、政府は１２月の月例経済報告で「景気は緩やかに回復している」 という基調を据え置き、「先行きも緩やかな
回復が期待される」 とコメントしました。これにより、景気拡大は戦後最長となることが予想されます。足元の良さと、
先行きに対する不安が同居している状態です。人手不足、生産性の向上、原材料の高騰等様々な課題が山積しており、
中小企業・小規模事業者の不安を払拭するために、みしま中小企業経営支援ステーション（Ｍ－ステ） の役割は益々大
きくなっています。
　三島市に目を転じてみますと、地方は景気回復の実感がなかなか得られないと一般的に言われていますが、「三島市
は元気があるね」 という評価は定着した感があります。Ｍ－ステの平成３０年度第２四半期の管内景況調査によると、
景気か好転したと言う景況指数が平成２５年度第４四半期ぶりにプラスに転じるなど、「元気な三島」 を証明する形に
なっています。
　三島商工会議所では、この活力を継続させるため、重点事業として地域振興ビジョン「つなぐ三島～ＡＬＬ三島で、
未来を創る」 を軸に、ワンストップ相談窓口・Ｍ－ステによる経営支援や地域の賑わいの創出等広範囲の事業に取り組
んでいます。経営発達支援計画に基づき、創業支援、商品開発から販路開拓まできめ細かな伴走支援を実施しました。
また、「移住定住促進 ･ 三島デビュー」プロジェクトとして、「３０歳大同窓会」を１月１９日に開催します。地元三島
を離れ首都圏等で就職した若者を対象に、ターニングポイントの３０歳で三島に移住定住することを目的に実施するも
のです。
　１０月に消費税率引上げを控え、政府は経済対策としてキャッシュレス決済時の５％還元ポイント制度やプレミアム
商品券の発行、商店街の活性化等９項目の骨格をまとめました。施策の実施には、商工会議所、行政、関係者の皆様と
の連携が重要となります。地域経済団体としてリーダーシップを発揮し地域の発展のために一層努力してまいりますの
で、引き続きご支援、ご協力のほどお願い申し上げます。
　皆様の今年一年のご多幸とご繁栄を心よりお祈りし、新春のご挨拶といたします。

会  頭
稲 田  精 治



副 会 頭
石 渡  浩 二

副 会 頭
鈴 木  正 二

副 会 頭
鈴 木  　 隆

足下を踏みしめ熱く前に

キャッシュレス化時代の到来に向けて

新 元 号 へ の 期 待

明けましておめでとうございます。
　昨年は国内外ともに苛烈な気象と自然災害にみまわれ、温暖化による異常気象であるという認識を強
くしました。国内経済は原油の高騰により石化製品やエネルギー価格の上昇がボディーブローのように
収益性を悪化させてきました。しかし需要不足という感はなく、逆に人手不足やその充足に関心が向い
ていたと思います。しかし国際関係では欧州での難民受け入れやブレグジット問題が続くとともに、米
中関係が覇権争いで突然貿易戦争へと突入し、このグローバル社会では自分で自分の首を絞めるような
政策をとり始めました。もう少し冷静に交渉できないのかとも思います。中東問題や北朝鮮問題はあま
り目立たなくなりました。このように国際関係は大きく渦巻いていて私達の環境はその渦巻の影響を当然受けますが、直撃
的なことは日本では大企業や政治の世界ではありえますが中小企業や地方においては稀有であります。この素晴らしい日本
で、素晴らしい三島で、自分達の生活は自分達で守るということに努力・邁進していけば道は開けます。力を合わせ知恵を出
し合って明るい眼差しで前進しましょう。

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様に於かれましては、良き年をお迎えの事とお慶び申し上げます。
　安倍政権は、昨年暮れの景況判断として２００８年までの「いざなみ景気」に並んだとの見方を
示しました。
　然しながら一方、景気リスクの要因として、米中貿易摩擦を始め世界的な問題が続出し、国内に
於いては大きな自然災害に見舞われた事もあり、消費の落ち込みも相まって経済成長率は低迷し、
好景気が享受出来ない年であったと感じます。
　今年は亥の年、暦学からすると完成した自己や、成熟した組織が足元を固め、次への飛躍の準備
をする年との謂れがあります。
　春には統一地方選挙、夏には参議院選挙がある年ですが､ 何と言っても新天皇即位と元号が変わる祝賀ムードの年で
もあり、５月の１０連休等、祝祭日の増加が実現されれば消費の拡大に繋がり、観光地である三島でも、経済活性化に
期待するところ大であります。
　海外では、景気の減速で不透明な経済環境が予想されますが、商工会議所といたしましては、常に景気の動向を捉え、
会員企業の皆様のビジネスパートナーとして、お役に立てる様々な施策が提供出来ます様、執行部一同頑張る所存です
ので、本年も相変わらぬご協力をお願い申し上げますと共に、会員企業の皆様の益々のご発展をご祈念申し上げます。

　平成 30 年は急激に時代が変化した 1 年でした。新聞・テレビにおいても刻 と々動いてゆく流れを感
じ取れました。
　経済は、まず、金融機関の変革から始まり　運輸・流通・通信・商業・加えて工業においても AI（人
工知能）時代へ突入しようとしています。
　一次産業・二次産業・三次産業全てにおいて　その影響は大きなものになってきております。
　日本は急速に少子高齢化時代を迎えており　深刻な人手不足に陥ろうとしております。経済の停滞を
解消すべく“ 改正入管難民法 ” が成立し海外から若い優秀な人材が入ってこようとしています。
　振り返って　我が街三島を見ますと、少子高齢化は勿論、人手不足の問題も顕著になりつつあります。
労使双方の希望とそぐわない関係が企業の前進を阻んでいるようにも思えます。
　飲食小売り販売においても　同様。フレッシュな人材不足は勿論　経験豊富な高齢者の力を借りてしても“人手問題 ” は解
消できずにおります。
　首都圏でも　アルバイト・パートに高額自給を提示してもなかなか人材の確保がか叶わない状況です。世界的に見ても　ま
た然り。
　そこで、国はその解決策の一つとして電子決済化事業の推進に力を入れ始めました。
　販売における人手不足解消と効率アップを図り、サービス向上につなげる手段の－つとしてキャッシュレス化があげられま
す。昨年は　デパート・スーパー・コンビニ各社がスマホ・アプリ決済を相次ぎ導入しました。楽天ペイ・オリガミペイ・ライ
ンペイ・ペイペイ等々、多種多様な決済手段が登場しましたが、近いうちにこれらは整理統合されてゆくのではないかと考え
ます。
　私たちはその波に乗り遅れることなく、今ある国の援助やサービスを活用し商売や企業の発展につなげていく必要があり
ます。キャッシュレス化の時代は目前です。企業経営者として前向きに学んでください。同時に利用者の為に便宜を図ること
も忘れないでいただきたい。世代間の交流の一環としてどうやってお互いが “ 得をした気持ち ” になれるかを考えていける一
年になったらと願います。
　情報の集積地であり　アイディアの宝庫でもある三島商工会議所の利用を積極的にしていきましょう。
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経  営  支  援

（株）山本食品　グッドデザイン賞＆カラーミーショップ大賞 2018「地域賞」受賞

（株）ビズホープ　「女性起業家支援者コンテスト・ネットワーク支援部門」優秀賞受賞

明治食品工業（株）  「おみやげグランプリ 2019（フード・ドリンク部門）」準グランプリを受賞！

　商談会出展支援事業に参加した明治食品工業（株）の商品「春吉富士」が、
全国規模の開催になる「おみやげグランプリ 2019」のフード・ドリンク部
門で準グランプリを受賞しました。本グランプリは、日本の魅力を再発見
できるようなおみやげを全国各地から募集、地域ブランドの振興を図るこ
とを目的としており、今年で６回目の開催となります。
　今回受賞した「春吉富士」は、明治食品工業（株）のようかん製造のノウ
ハウを活かし、富士山型のカラフルな６色ようかんをお土産用に食べやす
くしたことが特徴です。Ｍ－ステでは明治食品工業（株）に対し、より効果
的な商品の売り込み方法、資料作成、接客応対、陳列等のノウハウにつき、
商談成立を高める支援を行ないました。
　今後、受賞した商品は、来年１月１１日～２０日まで開催される「ふるさと祭り東京 2019」にて、表彰され、
会場内で展示・販売されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文：経営支援課　草薙　旭）

　グッドデザイン賞とは、毎年デザインが優れた物事に贈られる賞であり、日
本で唯一の総合的デザイン評価・推奨の仕組みです。
　第４回Ｍ－ステ大賞優秀賞を受賞した（株）山本食品の「本わさび専用おろし
板 鋼鮫（はがねざめ）」が 2018 年度グットデザイン賞を受賞しました。鋼鮫は、
わさびの本質を引き出す専用のおろし板として、老舗わさび屋がこだわり抜い
て開発した本わさび専用のおろし板です。
　また国内最大 EC サイト構築サービス会社が運営するカラーミーショップ内
の 45,000 店のオンラインショップの中から、最も優れたショップが選ばれる「カ
ラーミー大賞 2018」の地域賞にも、（株）山本食品が選出されました。

（文：まちづくり課　塩谷洋司）

　経済産業省主催「女性起業家支援者コンテスト」 のネットワーク支援部門で（株）ビズ
ホープの支援事例が優秀賞を受賞しました。
　育児等の理由によりビジネスから一定期間離れるなど、女性固有の起業課題がある現
状に対して、全国各地の女性起業家等支援ネットワークの参画機関が、広域連携＆伴走
支援を行った好事例を発表するコンテストです。
　本コンテストでは、Ｍ－ステとの連携事業である女性クリエイターと地元企業のコラ
ボ事例を基にした、北海道石狩市や茨城県水戸市との遠隔支援の取り組みについて評価
を受けました。
　なお、（株）ビズホープは昨年度の同コンテストで「伴走賞」と「地域賞」 のダブル受賞
をしており、２年連続の表彰です。　　　　　　　　   　　（文：経営支援課  宇水　淳）

みしま経営支援ステーション（通称：Ｍ－ステ）では、三島市の中小・小規模事業者に様々な支援を実施しております。　
今月号ではＭ－ステが関与した事業所で、特に顕著な成果や全国的な表彰を受けた事業所をご紹介させて頂きます。

準グランプリを受賞した商品「春吉富士」

本わさび専用おろし板 鋼鮫

（株）ビズホープの寺田望代表

頑張る三島の中小・小規模事業者
～Ｍ－ステ関与先事業所のご紹介～
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ま ち づ く り

三角スピードくじで新年の運だめし！

粋な洒落でおもてなし!!
大通り商店街に「地口行灯」

「冬にもうなぎを」
1月29日 寒の土用うなぎまつり

　新年の初午の時期に合わせ、大通り商店街では地口・川
柳に戯画が描かれた手作りの行灯１８０基を点灯します。ま
た、商店街にあるお稲荷さんを巡るツアーも開催されます。

　土用丑の日は１年に４回あり、夏の丑の日は夏バテに、
冬の丑の日は風邪に効果があると言われています。三島
うなぎ横町町内会では冬にも三島うなぎを食べてもらう
ため、今年で１２回目となる寒の土用うなぎまつりを開
催致します。
　このイベントでは三島うなぎ旗挙げ弁当を限定７００
食 （１個１，５００円）にて販売致します。また、シラスウ
ナギの不漁によりうなぎの高騰が続く中、会場にはニホ
ンウナギ資源保護に向けた資料を展示し、来場者にうな
ぎの資源保護をＰＲ致します。皆様のご来場をお待ちし
ております。
日時　１月２９日（火）９時３０分～
場所　１階ＴＭＯホール
内容　・三島うなぎ旗挙げ弁当販売・箱根西麓三島野菜
　　　が当たる抽選会　など

（文：まちづくり課　塩谷洋司）

【地口行灯点灯】
設置日：２月１４日（木）～２月１９日（火）
場　所：大通り商店街（中央町商店会、本町小中島商栄会、
            　本町大中島商店会）、三石神社境内

地口とは… 有名な言葉など（元句）と似た発音の洒落
▶ 元句：犬も歩けば棒に当たる
▶ 地口：伊豆も歩けば湯に当たる

【新春開運初午ツアー】
日時：２月１7 日（日）10 時
場所：三嶋大社大鳥居前（集合）
内容：三嶋大社を出発して、大通り商店街のお稲荷さん
　　　を１３ヶ所巡る予定になっています。参加料は無
　　　料・事前申込も不要です。

（文：まちづくりアドバイザー  田代　稔）

地口行灯（三石神社境内）

甘酒・福銭サービス（中央町商店会）新年の願いと決意を…（大場商工店会） 晴れやかな年明けでした

TMO ホール・昨年のうなぎまつり 夜の行灯の点灯風景

正月から猪突猛進！

　今年度の三島商店街連盟主催 「正月感謝祭」では、各商店会の参加店でお買い物をした方が “ 三角スピードくじ ” に
チャレンジできる「謝恩セール」を実施しました。初めての取り組みではありますが約 80 店が参加し、多くのお客様
が新年の運だめしとしてくじを楽しんでいました。参加店の中には 500 円商品券の景品以外にも、独自のサービスで
のおもてなしもあり、福を与え福を招くイベントから 2019 年のスタートを切りました‼︎
　また、三嶋大社の参拝客が多く商店街にも足を運んでおり、商店会が実施するイベントでも甘酒や福銭・その他サー
ビスはあっという間になくなる盛況ぶりでした。
　今年も三島商店街連盟では、福と人を招き活気のある商店街を目指していきます。本年も、どうぞよろしくお願い
いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文：まちづくり課  丸山祐季）
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～洗剤や薬剤でなければ、除菌効果がないと思っていませんか？～
次亜塩素酸水『ドクターアクア』（無塩型酸性電解水）

アベリィア合同会社

北海道らぁめん
伝丸

〒
三島芙蓉台
簡易郵便局

伊豆縦貫自動車道

三島荻
IC

帝
人
㈱
三
島
事
業
所 アベリィア合同会社

〒411-0045  静岡県三島市萩２３７–２
055- 986- 1887
055- 986- 1887
info@abelia.co.jp
www.abelia.co.jp

T E L ：
F A X ：
MAIL：
H P ：

　最近、ホテルの客室のサービスで、水が原料の除菌消臭スプレーを目にし、利用
された方も多いと思います。除菌消臭は「次亜塩素酸水」で出来ます。聞きなれな
いことばですが、食塩水と水を電気分解しただけの除菌剤で、従来から病院や歯科
医、介護施設でも導入されている画期的な水です。
　特にアベリィア製品『ドクターアクア』は、用途に応じ３種類ありますが、科学的
な合成保存料等は一切含みません。水が原料なので、もちろん２度拭き不要、手荒
れなし、赤ちゃんや子どもの手の除菌、ペットの消臭に、サッと直接スプレーできる
スグレモノです。

　主婦の美加さんが経営者となるきっかけは、次女
のアトピーの痒み対策にと探し、やっと辿り着いた「次
亜塩素酸水」の素晴らしさを皆さんにも伝えたい、
との熱い思いからでした。
　『ドクターアクア』の作り方は、不純物（埃、カルシ
ウム）を取り除いた純水を生成器に入れ完成します。
他社には、次亜塩素酸ナトリウムを水で溶かしただけ
の粗悪品もあるそうですが、これでは手荒れや２度拭
きが気になります。
　ある愛用者さんは、可愛がっているフクロモモンガ
２５匹を毎日ペット用薬剤で洗浄していましたが、ご
本人の手荒れがひどく困っていました。ネットで『ドク
ターアクア』を注文し利用したところ、消臭除菌の効
果がありながらも手荒れはすっかりなくなり、今では
手放せないとのことです。
　また、アスルクラロ沼津の選手が愛用するスポー
ツローション『マテリア アスリート』の取り扱いもあ
ります。乳酸菌酵素のチカラでリフレッシュ＆ケア、
長女の明歩さんがマテリアセラピーの資格を有しこの
ローションを使い施術をしています。全身のリフレッ
シュに効果的です。
　一度利用してみてはいかがでしょうか？

（文：事務局次長  鈴木智子）

高村美加さんと娘の明歩（あきほ）さん

「ドクターアクア」

「ドクターアクア」を作る機械

アスルクラロの選手が愛用
「マテリア アスリート」

子どもにも安心です

製造所兼ご自宅

『ドクターアクア』
お試しセット５００ml 入りボトルとスプレーセット  １,４８０円（税込）
５L ４,０００円（税込）～容量ご要望に応じます。ネット販売中。
＊厚生労働省ＨＰに「次亜塩素酸水」 除菌の情報が掲載されています。

『マテリア アスリート』  ３, ２００円（税別）～

ＢＥ.ＭＥ見たよ！で
『ドクターアクア』 お試しセット １,４８０円
 　　　　　　　⇩ 
なんと １,０００円 （税込） でご提供‼︎
※条件：直接取りにこられる方、三島市内
　でしたら配達いたします。
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〒411- 0822  
静岡県三島市松本３７７－５
電話０５５－９８２－５０５８

http://www.promenard.com
E-mail:info@promenard.com

１０：００～１９：００
不定休

営業時間
定 休 日

小松社長（中央）と
プロフェショナルなスタッフがお出迎え

プロムナード 三島

プロムナード 三島
SBS マイホーム
センター

川島胃腸科
外科クリニック

エッグマート

　社長の小松さんは、１０年前に難病である膠原病のリウマチを発症し、様々な
治療法を試した結果、ある治療師との出会いにより３年間の治療で健康な人と何
ら変わらない日常生活がおくれるようになったそうです。
　このことをきっかけに、この治療師の元で技術を学び、同じような病気で苦し
んでいる人や、体の痛み・精神的なストレス等で悩んでいる人が少しでも楽にな
ればという思いでこの事業を始めました。
　「プロムナード三島」では独自のアプローチにより、精神と肉体の両方を一度
に改善する新しいプログラムを開発しました。
　それが「プリメンタルプログラム」です。このプログラムはストレスの要因で
ある仕事、職業生活、家庭、地域等に対し、労働者自身がストレスに気づき、こ
れに対処すること（セルフケア）の必要性を認識することで、整体院や病院に行っ
ても改善されない痛みやしびれ等、多様なストレスによって生じた心と身体のダ
メージを本来備えていた元の健康な状態へと戻していくお手伝いをします。
　また、平成３０年７月には、この事業をベースに「ストレッチ施術を活用した
カウンセリング事業の展開」というテーマで、静岡県経営革新計画の承認もいた
だきました。
　更に、当社では企業の不調者対応・休職者対応、復職支援等をはじめ、企業・
組織の各課題に合せた職場環境の向上・改善のためのコンサルティング業務も

行っています。
 各専門知識を持った女性スタッフが丁寧に
対応してくれますので、企業の健康経営が
重要視されている今日、経営力向上に欠か
せない社員の心と身体のケアをこの機会に
是非、考えてはいかがでしょうか！個人の
痛みの相談も大歓迎です‼︎

（文：中小企業相談所長  小島信之）

オシャレで落ち着いた外観

酸素カプセルでリフレッシュ

明るく清潔感のある受付ロビー

プリメンタルプログラム料金表
本プログラムの法人・団体契約には１団体・企業様３名より承っております。

ご契約者様１人毎の料金

通 常 料 金 １０社限定特別料金

２１, ０００円（税別）
３ヶ月コース（３回分）
〔７, ０００円／回〕

１５, ０００円（税別）
３ヶ月コース（３回分）
〔５, ０００円／回〕

上記料金に含まれる内容（ご契約者お一人様毎）
①カウンセリング＆フィジカルケア（ＤＷストレッチ）　　     ３回（月１回３ヶ月）
②症状や状態のチェック診断レポート（企業様・ご本人様） ２回（コース開始時と終了時）

「プリメンタルプラン」の無料体験プログラムの実施を随時行っております。まずはお気軽にお問合せ下さい。

リラックスできる施術室



　12 月 28 日第 2 回若者活躍支援資金贈呈式を開催しました。
　冒頭稲田会頭は「会員からの貴重な協賛金を預かり私が代表して渡します。どうか模範と
なる社会人になって下さい」とエールを送り、恵明学園の大学等の進学者 7 名に目録を手渡
しました。
　その後学生達から話された近況報告会では、「看護学校を卒業するので、2 月に三島市内
の病院の試験を受けます。」「中学高校の国語の先生になりたい、免許が取れたら地元で働
きたい。」「たくさんの皆様に支えられていることを痛感している。お陰様で学べる環境にい
られる。」と口々に将来への意欲と感謝の言葉を述べました。
　また、今年 3 月卒業後の就職先が決まった学生からは「県外の大きなホテルに就職が決
まりました。私は自分の腕を高める為に修行へいきますが、ゆくゆくは三島へ帰り、自分の

お店を開いて、お世話になった皆さんへ料理を通して恩返し
をしたい。」と話しました。
　彼らたちの頑張りが、恵明学園に在籍する後輩たちへ進学
の希望を与えています。後輩たちの輝く瞳を曇らせないため
にも彼らたちの学びは真剣そのものです。
子どもたちの将来の夢の選択肢を広げるために、引き続き会
員皆様のご協力をお願いいたします。
＊協賛金総額：１２月末日６９件１８８万円（引続き募集中）
＊学費を支援：一人につき年間２０万円（給付型、各自の修
　　　　　　　業年限まで）

（文：事務局次長  鈴木智子）
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～視察先から生産性アップの秘訣を学ぶ～ 伊豆の道路を考える女性の会
早期完成を国交省に要望

～君たちの輝きが私たちの希望につながる～
第２回 若者活躍支援資金 贈呈式

　伊豆半島・東部地域の商工会議所・商工会等の女性会員
で構成する「伊豆の道路を考える女性の会」は、１２月１３日

（木）に国土交通省を訪問し、伊豆縦貫自動車道路の建設
推進を池田豊人道路局長に要望しました。参加者は女性会
員１９名の他に、伊豆縦貫自動車道建設推進期成同盟会と
して三島商工会議所 稲田精治会頭や下田商工会議所 田中
豊会頭も同行しました。
　代表５名が各地域の現状を交えて生命の道とも言える伊
豆縦貫道の早期完成の願いを伝えると、池田道路局長は「早
期完成を実現しますと」力強く宣言。すぐさま女性の会全員
の拍手と歓声が局長室に響き渡りました。
　「伊豆の道路を考える女性の会」は平成２６年度に設立さ
れ、伊豆縦貫自動車道の現状と課題についてのセミナーや
現場見学会を通し女性目線による要望活動を行っています。
国交大臣への要望は平成２７年に続き２回目。

（文：事務局長  小川雄司）

贈呈式集合写真

稲田会頭から贈呈

　１２月７日（金）の工業部
会主催の先進企業視察研
修会には２４名の参加を頂
きました。今回は神奈川
県秦野市の「（株）陣屋（陣
屋旅館）」と「（株）ティラド 
秦野製作所」の２社を訪問
しました。（株）ティラドの
現社長の宮﨑富雄氏が（株）陣屋の前経営者ということで、
両事業所は密接な関係にあります。
　陣屋旅館では昼食を頂きながら、現経営者（女将）の宮
﨑知子氏に、経営を引き継いでからの様々な経営改革につ
いてお話を頂きました。無駄が多く俗人化していた業務を、
ＩＴ化などの「情報の共有化」により変革していった経過に
ついて伺うことが出来ました。
　（株）ティラド 秦野製作所では、当社の製品や工場の概略
について説明を受けた後、実際の製造現場を見学しました。
工場見学では行き届いた整理整頓や生産性を上げるための
改善活動の様子などを垣間見ることが出来ました。
　充実した視察内容からか「聴講や見学にさらに時間を取っ
てもらいたかった」という参加者のご感想も頂きました。皆
様のお声は今後の企画に活かしていきたいと考えています。

（文：経営支援課  宇水　淳）

陣屋旅館での女将からの説明

要望書を手にする池田局長と女性の会会員
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クリスマスソングで
クリスマスをお祝いしました！

先輩社員のための
指導力養成セミナーを開催！

　　～日頃の感謝を込めて～
青年部ファミリーデーを開催
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　12 月12 日（水）におんふらんすにて、会員同士の親睦を
深めることを目的としたクリスマスイベントを開催し、29 名
の会員が参加しました。
　今回、平成 30 年度に入会した 3 名の新入会員に自己紹
介や今後の抱負についてお話いただき、参加した会員は、
大歓迎の様子でした。
　余興では、平成 30 年度に入会し昨年度の県内交流会「三
島大会」で懇親会の講師を務めていただいた、田中みどり
氏による演奏でイントロクイズや誰もが知っているクリスマ
スソングを参加者全員で歌うなど、大いに盛り上がりました。
　また、三島商工会議所や女性部に関するクイズ大会も行
い、入会して間もない方でもクイズを通して女性部のことを
知っていただける良い機会となりました。

（文：経営支援課  池谷太郎）

　当所労働委員会では、12 月13 日（木）にオフィス．Ｋ代表
の紅林氏を講師にお迎えし、勤続年数や年齢を問わない“先
輩社員 ” を対象とした「先輩社員のための指導力養成セミ
ナー」を開催しました。
　各企業の若手社員含め早期離職につながった要因につい
て話し合いを行い、参加者同士で情報共有しながら、自社
の人間関係や職場の環境について改めて見直す時間となり
ました。
　また、離職率を減らすためタイプ別によるコミュニケー
ションの取り方など “ 先輩社員 ”としての役割について学び
ました。
　参加された方からは「すぐに実践します。」「今回教わった
ことを社内で情報を共有したいと思います。」などの感想を
いただきました。                     （文：経営支援課  勝又千理）

　12 月 5 日（水）に青年部会員とＯＢ会員との親睦及び
交流を図ることを目的に合同の忘年会を開催しました。
　和やかな雰囲気の中で、青年部各委員会よりこの一年
の活動報告と今後の活動への抱負を発表し、秋まつり担
当委員会からは、野菜宝船を様々な形でＰＲ展開できる
よう神輿型宝船を新たに製作し新嘗祭にて披露しました
が、この神輿型宝船を製作するにあたり、多くのＯＢ会
員の皆様にご協賛いただき盛大に開催できたことに対す
るお礼と報告をしました。また、ＯＢ会員の皆様からは、
現役メンバーへの期待を込めた励ましのお言葉をいただ
きました。
　当日は、多くの青年部会員とＯＢ会員にご参加頂き、
目的としていた親睦と交流を大いに図ることができまし
た！　　　　　　　　　   　（文：経営支援課  池谷太郎）

　12 月 23 日（日）に会員交流・拡大委員会主催による青
年部ファミリーデーを多くの会員・ご家族参加のもと開
催しました。
　このファミリーデーは、日頃身近で支えて頂いている
ご家族の方々への「感謝」と会員間・ご家族との更なる
親睦、またご家族の理解・協力を得て、今後の有意義な
青年部活動につなげていくことを目的として開催しまし
た。
　杉﨑会長より「青年部活動はご家族の理解があっては
じめてなりたつもの。いつもありがとうございます。」
と日頃の感謝を伝え、その後、餅つきや門松作り・ミニ
四駆サーキットなどといったイベントを楽しみました。

（文：経営支援課  池谷太郎）

委員会報告に耳を傾ける参加者 参加者集合写真 大人気の門松作り声高らかに “ 乾杯 ”

クリスマスソングを歌って盛り上がりました クイズに参加者は大盛り上がり！ 若手社員への接し方について学びました

　　青年部･ 青年部ＯＢ会
合同忘年会を開催‼︎

女性部

青年部 青年部
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i n fo rmat ion

お客様を逃がさない‼︎キャッシュレス決済を導入するなら今！
1/24 キャッシュレス決済導入対策セミナー開催

　キャッシュレス決済がすすむ現代、国では消費税増税のタイミングでキャッシュレス決済にはポイント還元措置を
表明しています。決済方法はキャッシュレスへ移行し、商店にとっては決済方法の見直しが急務となっております。
　本セミナー内容は、具体的に導入を考えていなくても不必要な知識にはなりません。多くの方の、ご参加をお待ち
しております！
日　時：1 月 24 日（木）14：00 ～ 16：00
場　所：三島商工会議所　3 階会議室
講　師：岸本ビジネスサポート㈱　代表取締役　岸本圭史　氏
申　込：①申込書を FAX（先月号にチラシを同封してあります）
　　　　②お電話（TEL：055-975-4441）　 ③ QR コードから→

　さらに、消費税増税による複数税率への対策として複雑になる会計処理を、会計のみならず複数のデータを簡単に
管理できるクラウド会計についてもご紹介します。　　　　　　　　　　　　            　 （文：まちづくり課  丸山祐季） 

回　数 試験日 募集開始日 募集締切日 受験料（4 月～ 9 月） 受験料（10 月～ 3 月）

第１５２回 ６月　９日（日） 　４月　８日（月） ５月１７日（金） 1 級　7,710 円
2 級　4,630 円
3 級　2,800 円

1 級　7,850 円
2 級　4,720 円
3 級　2,850 円

第１５３回 １１月１７日（日） １０月　１日（火） １０月２５日（金）
第１５４回 ２月２３日（日） １２月１６日（月） １月２４日（金）

初級／原価計算初級 回数・試験日は各ネット試験会場が決定します 初級 / 原価計算初級 2,160 円 初級 / 原価計算初級 2,200 円

回　数 試験日 募集開始日 募集締切日 受験料（4 月～ 9 月） 受験料（10 月～ 3 月）

第２１６回 ６月２３日（日） 　４月１５日（月） 5月２３日（木） 1 級 　 　2,300 円
2 級 　 　1,700 円
3 級  　　1,500 円
4・5・6級  1,000 円

1 級 　 　2,340 円
2 級 　 　1,730 円
3 級  　　1,530 円
4・5・6級  1,020 円

第２１７回 １０月２７日（日） ８月１９日（月） 9月２６日（木）
第２１８回 ２月　９日（日） 1２月　２日（月） 1月　９日（木）

検定名 試験日・募集開始日・締切日
・日商 PC
（文書作成）( データ活用 )（プレゼン資料作成）
・日商ビジネス英語
・ビジネスキーボード　他

各ネット検定登録会場にて随時実施中、詳細は日商ホームページで！
※但し、日商ＰＣ１級は試験日が決まっております。
問い合わせは　直接、登録会場へ

1．簿記検定試験   ※２月２３日は１級検定がありません。簿記申込はネットからもできます。

※受験者が 10 名に満たない場合には中止する場合があります。

2．珠算検定試験 

回　数 試験日 募集開始日 募集締切日 受験料（4 月～ 9 月） 受験料（10 月～ 3 月）

2 級（第８４回） ７月１３日（土） ５月１３日（月） ６月２１日（金） 2 級　5,660 円 2 級　5,770 円

3．リテールマーケティング（販売士）検定試験

4．日商ネット検定試験

☆お問合せは… 三島商工会議所　三島市一番町2-29　TEL.975-4441　FAX.972-2010
                     E-mail : info@mishima-cci .or . jp

資格をとって
キャリアアップ！ ２０１９年度 商工会議所各種検定試験日程表



ト レ ン ド 通 信

13

★店の隣の駐車場をご利用ください★

新成人となられた方
　　　贈り物をと考えている方
　一生の記念となる〝実印〟〝銀行印〟は
　　　　いかがでしょうか
門出を祝っての御奉仕品を多数取り揃えて
お待ち致しております。

12月15日から1月31日まで御来店の節は
この冊子をお持ちください。

「『ニーズがあるのに売れない』 時は敷居を下げて売る」

◇渡辺　和博／わたなべ・かずひろ
  日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所上席研究員。
１９８６年、筑波大学大学院理工学修士課程修了。同
年、日本経済新聞社入社。日経パソコン、日経ビジネス、
日経トレンディなどＩＴ分野、経営分野、コンシューマ分
野の専門誌編集部を経て現職。全国各地の商工会議所
などで地域振興や特産品開発のための講演・コンサル
を実施。消費者起点のものづくりをテーマに地域発の
ヒット商品育成を支援している。

　東京ビッグサイトで開かれていた雑貨やインテリアの
国際見本市「ＩＦＦＴ／インテリア ライフスタイル リ
ビング」で、さまざまな事業者の方とお話しができまし
た。中でも、先進的なものづくりをしている和歌山県の
東福太郎さんという桐たんすづくりの職人と面白い議論
をしました。
　高級家具の代表的な存在である桐たんすの需要は急激
に減少しており、桐に限らず伝統的な家具全体の需要が
減っています。１人暮らしや２人暮らしが増え、集合住
宅に住む人の比率が増えたことや桐たんすに収納する和
服の需要が減っていることなどが理由です。そこで東さ
んは、軽くて断熱性や抗菌性を持つ桐の良さを知っても
らおうと、桐の食器や弁当箱などデザイン性の高い雑貨
類をつくっています。
　東さんとお話ししたのは、単に「物」として見るとど
んなに機能性があったとしても２万円の弁当箱は高価に
感じる人が多いということ。しかし、ダイエットを成功
させるための道具だと考えて、その中身に当たる弁当の
レシピ集や料理教室、総菜店などとのコラボレーション
企画までセットにして提供すればさほど高いとは感じな
いのではないかといった話です。ゴルフを始める人に向
けてゴルフクラブのセットやゴルフレッスンをセットに
して提供する考え方と同様です。お客さま目線で考える
とお弁当箱は器ですが、器はそもそも中身を楽しんだり
活用したりするための道具であり、お客さまが求めてい
るのは「器と中身」の両方によってもたらされる満足と
いえます。
　実際に、日本酒の蔵元が高級品を海外へ売るために、
高級な酒器とコラボレーションしたセット商品をつくる
ケースが増えています。中身のつくり手も「器」のつく
り手と同じように、両方がそろって商品の価値を高める
ことが有効だと考えているのです。
　話をたんすと着物に戻すと、和服をおしゃれ着として
挑戦してみたいという 20 代、30 代は都市部に結構いま
す。夏まつりや花火大会で浴衣を着る若者も増えていま
す。着物のレンタルや古着を扱うお店も数多くあります。

要は、需要が無いのではなく、これまでのような買い取
りといった恒久的な所有を前提とした消費スタイルが若
い世代になじまないということでしょう。近年、自動車
の販売業界では、所有するのではなく、毎月一定の金額
を払えば車に乗り続けられるリース契約を若者向けに提
供する会社が増えてきました。楽器教室での楽器レンタ
ルも増えています。
　こうしたアイデアに沿って考えれば、桐たんすと着物

（中身は高級品でなく古着でも）をセットにしてリース
するビジネスもあり得るでしょう。その際の桐たんすは
家財として所有する従来の価値を押し出したものではな
く、小ぶりで１人暮らしのマンションにもなじむサイズ
とデザインにする必要があります。
　「良いものをつくっても売れない」状態を打破するため
には、消費者目線でこれまで常識だったビジネスモデル
の見直しが必要な時代を迎えているのかもしれません。

日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所　上席研究員
渡辺　和博
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問合せ：三島商工会議所 TEL055-975-4441

P12informationM25// 白

“飲・食・遊・学”
みしまラヴァーズ倍増計画！
アモーレみしま2019

と　 き

ところ

内　 容

２月９日（土）AM10:00 ～
（婚活パーティーのみ10 日）
大社の杜みしま、みしま未来研
究所、各参加店ほか
“ 飲・食・遊・学 ” 三島の魅力
を満喫「三島を楽しむ日」箱根
八里E-bike 体験 、音楽ステージ
& フラワーバレンタイン、写真ワークショップ、ワイ
ンバー三島、婚活パーティー（2/10）、Hips 農家訪
問ジョグ& フード、山中城の魅力と三島食材堪能、
アモーレみしま特別メニュー提供

FB（https://www.facebook.com/amoremishima2019/）
（問合せ）事務局：大社の杜みしま内　☎ 055-975-0340

ホームページ

　忘年会シーズンがやっと終わったかと思うと、すぐに
新年会シーズンが始まります。今回はお酒と健康につい
て考えてみます。
　皆さんはお酒を飲むときにお酒のエネルギー（カロ
リー）を考えていますか。お酒のエネルギーには、アル
コールに由来するものと、糖質に由来するものの両方が
含まれているそうです。適量といわれるアルコール 20g
のエネルギーは、140 キロカロリーに相当します。糖質
は、本来、私たちに欠かせない大切なエネルギー源です
が、摂り過ぎると肥満や生活習慣病の原因にもなります。

一般に、ビールには 100ml
当 た り 3.0g 程 度 の 糖 質 が
含まれています。 また、日
本 酒 に は 5.0g、 梅 酒 に は
17.6g、 赤 ワ イ ン に は 1.5g
の糖質が含まれていますが

（すべて 100ml 当たりの糖
質）、蒸溜酒であるウイス
キーや焼酎などは糖質を含
んでいません。ということ
で、ウイスキーや焼酎だけ

飲んでる分にはそれほど太らな
いであろうと推察されます（当
然ながらツマミのカロリー摂取
量に左右されるという説もあり
ます）。
　ところでカロリーの話は別と
して、「お酒は 1 日 1 杯程度なら健康に良い」という説と、

「お酒は少しであっても体に悪いから控えるべき」とい
う説の両方を耳にして、いったいどちらを信じればいい
のかと悩んでいる人も多いのではないでしょうか。個人
的にはどちらも正解かと考えています。なぜなら、一般
的にアルコールは少量であれば、動脈硬化によって起こ
る病気（脳梗塞や心筋梗塞）のリスクを下げるとされる
一方で、癌に関しては、アルコールは少量でもリスクを
高めるとの報告があるからです。
　今回は「お酒を飲めない人」には全く無縁の話となり
ましたが、「お酒を飲める人」は、そのことを頭の片隅
において日々飲み過ぎないように注意しましょう。

　　医療法人社団　親和会　西島病院
　　副院長・救急部部長　大石　渉

「 お 酒と 健 康 」

○確定申告記載会場
場　　所：三島商工会議所１階ＴＭＯホール
期　　間：２月18日（月）～３月15日（金） ※土日を除く
時　　間：午前９時～午後５時 （受付：午後４時まで）
               （会場の混雑状況により案内を早めに終了する場合
                 がありますので、ご了承下さい。）
お問合せ：三島税務署  ＴＥＬ：０５５－９８７－６７１１
※上記期間中は、  三島税務署では所得税等の申告相談は行って
　おりませんので、 ご注意ください。

○市・県民税申告会場
場　　所：三島市民文化会館３階  大会議室
期　　間：２月18日（月）～３月15日（金） ※土日を除く
時　　間：午前９時～午後５時 （受付：午後４時まで）
お問合せ：三島市課税課  ＴＥＬ：０５５－９８３－２６２６

○東海税理士会三島支部 無料税務相談会
場　　所：三島商工会議所１階ＴＭＯホール
期　　間：２月18日（月）～２月28日（木） ※土日を除く
時　　間：午前９時～12時  午後１時～午後３時半

※当会場には無料の駐車場はありません。
　また駐車台数には制限がありますので、公共
　交通機関をご利用ください。

確定申告のお知らせ
所得税・贈与税の申告・納税は３月１５日（金）まで
個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は4月1日（月）まで

毎年恒例、節分祭！
今年も開催！

日　時：２月３日（日）１６：３０～１７：３０
場　所：中央町商店街～本町小中島商店街周辺
内　容：縁起物の福豆袋 4,000 袋配布






