“特集” 東京2020オリンピック・パラリンピック開催！

みしま会議所ニュース

人と人を繋ぐお好み焼きを提供したい！

お好み焼き P I Y O

新計画の承認を支援していきます。
店名の由来は中村さんの小学２年生の時からの “ 愛称 ” です。
P I Y O の P はパッション・パワー、I はイマジネーション、Y はエー
ル（応援）
、O はオリジナリティ。中村さんの人柄をストレートに
表しています。
みんなに元気を送る P I Y O ちゃんから今後も目が離せません。
（文：事務局長 小川雄司）

西小

三島市西本町２－７ さとうビル１F（広小路駅・徒歩３分）
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元気を送る P I Y O ちゃんこと中村浩子さん
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information
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information

まちづくり委員会と大手企業との懇談会 / 共済特別優待バス旅行 /
青年部新年初顔合わせ会 / 女性会フードドライブ
東京商工会議所各種検定試験日程
「２０２０年、
『眠り』関連市場が地方発ヒットの注目分野に」
第１５３回日商簿記検定合格者 / 珠算合格者表彰式を開催 /
“ 新型コロナウイルス ” に関する相談窓口を設置 / ぽち袋でおもてなしの三島 /
確定申告のお知らせ
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通り
笑栄

路駅
広小
三島

「どこからきたん？」「兄ちゃんたちカッコええね！」元気な声が店内に響きます。
店主の中村浩子さんは、大阪のお好み焼き、たこ焼きといった「粉もん文化」で育った大阪人で、メニューの品々
も本場大阪の味。また、大阪の味は、焼いている時に会話が弾む「コミュニケーションの味」でもあります。食べた
時の美味しさだけではなく、焼けるまでの時間を何気ない会話で楽しんでもらいたいと願っています。
きっかけは、子育てもひと段落した５年前に始めた「おとな塾」。
課題を決め月１回のワークショップを主宰し、みんなでワイワイ、
山口歯科医院
そして最後にお好み焼きを食べる、これが評判を呼び、開店に向
三島広小路
郵便局
けて背中を押してくれました。
三島信用金庫
増田氷店
西支店
このような経緯もあり、普通のお好み焼き屋にとどまらず、子
お好み焼き
キミサワ
PIYO
育て世代のお母さんの支援や小中学生の自習スペース等の「まち
広小路シンコウ
パーク駐車場
のたまり場」としての機能も考えています。M – ステでは、オー
林光寺
和泉屋菓子店
プンに際し静岡県の小規模企業経営力向上事業の申請をお手伝い
別所鮮魚店
しましたが、更に事業内容をブラッシュアップすることで経営革

いよいよ今年、東京 2
オリパラ機運で掴み取る商売

オリンピックの開催により、訪日外国人の増加・雇用拡大・
本年 7 月から、東京 2020 オリンピック・パラリンピックが開催されます。2 月 11 日には、キラメッセ沼津でオリパラに向
けた 200 日前イベントが開催されるなど機運が高まっています。
思い起こせば、1964 年の東京オリンピックでは、敗戦からの復興を世界にアピールすることができました。インフラ整
備等のオリンピック特需により、高度経済成長、経済大国へと発展するターニングポイントとなったのは周知の通りです。
このように、スポーツの祭典と同時に経済波及効果、ビジネスチャンスが存在します。メイン会場となる東京は勿論ですが、
自転車競技の会場となる静岡県東部地域、新幹線停車駅で玄関口ともいえる三島市は、大会関係者はじめ多くの観客をお
迎えすることになります。三島商工会議所は、内外の来訪者へのおもてなしと今まで培ってきた三島の魅力を全世界に発信
するチャンスと捉えています。
まずは…

オリンピックの経済効果はどのくらいなの？

期

間

生産額

日本と同じ先進地で開催された、2012 年のロンドンオリン
2004～2012年 約5兆2700億～5兆6100億円
ピックの経済効果を見てみましょう！
2013～2020年 約4兆5900億～8兆5000億円
ロンドンでは開催までだけでなく、開催後も最大で８兆円の経
地 域
割 合
済波及効果となり、その内 50％以上は開催都市以外での経済効果でした。
ロンドン
約33～35％
今回、東京都ではオリパラ前後 18 年間で東京都における相乗経済効果が約
32 兆 3,000 億円と試算しています。ロンドン大会を例にすると、東京都以外で
南東部・東部
約14％
も大きなビジネスチャンスになることが見込めます！！
その他

三島市には、どのくらいの人が集まるの？

約42～44％

〈地域別経済波及効果率〉

三島市は自転車競技会場に向かう経由地になっており、多い日で 19,500 人の観戦客が静岡県に訪れます。既に三島
市の宿泊施設では、大会期間中、関係者だけでも 4 施設 400 室が予約されています。乗り換え時や競技時間外には三
島市内を出歩く外国人が増える中、三島に宿泊する大会関係者は、競技終了後 20 時～ 22 時に三島に戻り出歩くこと
が見込めます。

そこで！

三島市では外国人へのおもてなしを実施します！

① 飲食店情報発信「多言語観光スマホサイト」開設
② 商店街…応援セールやポチ袋を使ったおもてなしを検討中！
③ 東京 2020 大会コミュニティライブサイト
…大会期間中、三島商工会議所 TMO ホールが会場となり競技模様をモニターで放映！
④ 観光案内…三島駅南北口に案内ブースを設置し、マップを用いて案内！
その他にも、都市装飾・暑さ対策等、様々なケースを想定して検討を重ねていきます。

是非、オリパラをビジネスチャンスと捉えて“商売繁盛”につなげましょう！

「三島を拠点にメダル獲得を目指す」ブリヂストンサイクル株式 会社 ブランド
（２０００年シドニーオリンピック、２００４年アテネオリンピック、２００８年

飯島 誠様

オリンピック・パラリンピックは、国際大会の中でも特別な存在。それが今年静岡県内で開
まず開会式翌日に開催されるロードレース。東京から静岡までの２３４km を世界トップレベル
からの観戦はチケット不要、無料です！コース終盤、激しい展開が予想される静岡県内を沿道
次に、伊豆ベロドロームで開催されるトラック。日本代表選手が乗る自転車はもちろんブリヂ
そして、三島市には「チームブリヂストンサイクリング」のクラブハウスがあります。 選手
けたら、気軽にお声がけください。
最後に、５６年ぶりにやってくるオリンピック、パラリンピックを沿道、競技会場、 テレビ
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020 オリンピック開催
繁盛！三島の魅力を世界に！

・地方活性化・スポーツ振興など大きな経済効果となります。
オリンピック開催をチャンスに！
明るい街で三島を発信

快適な滞在時間を！ 受入環境を整え
オリンピック・パラリンピックを盛り上げます。

令 和 2 年、 4 年に一度の東 京オ
リ・パラが日本 開 催となりました。
自転車競技は伊豆市、小山町等で
開催。三島では、すでに宿泊予約
が満室に近いそうです。このチャン
スを掴みましょう！「おもてなし」で
会 頭
す。言葉が分からずとも、翻訳機 ‘ ポ
石 渡 浩 二
ケトーク ’ で 74 カ国語の話ができ
ます。携帯の翻訳機能も使えます。現金を持たれな
い海外の方の為のキャッシュレスも必須アイテムです。
オリンピック向け商品や企画を提案しましょう。
報道関係者の多くが三島に宿泊されます。競技や
自国配信が夜まであると関係者が三島に戻った時に
三島を堪能できるか？と考えた時十分対応出来る体
制でしょうか？
期間中は特に街全体が明るく、ウィンドショッピ
ングができるような店内照明の工夫、飲食店の営業
時間の延長等も考え、三島の魅力を日本中に、さら
に世界に発信できたらと思います！

今年は東京 2020 オリンピック・
パラリンピックの開幕に合わせ、
56 年ぶりに聖火の光が三島を通過
します。
本市では、自転車競技開催時に、
新幹線三島駅を多くの大会関係者、
三島市長
海外メディア及び観戦客が利用す
豊岡武士様
ることから、三島市、三島商工会
議所、三島市観光協会及び日本大学国際関係学部で、
それらの方へのおもてなしを検討する「三島市オリ
ンピック・パラリンピックおもてなし検討部会」を
立ち上げ、三島の街を飲食面、観光面で楽しんでい
ただくための準備に取り組んでおります。
また、駅前広場のユニバーサルデザイン化の実施
や Wi-Fi 環境、多言語対応の整備支援など、快適
に滞在していただくための受入環境を整えておりま
す。
東京 2020 大会を本市から盛り上げるべく、皆様
のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

飲食店に特報 ‼

三島市の観光スマホサイトに登録して情報発信しましょう！

当所では、三島市・三島市観光協会と協働で、外国人向けに飲食店情報の発信を行います！

「三島市多言語スマホサイト」の開設
市内飲食店に掲載希望調査を取り、ご希望いただいた事業所の中から約 100 店舗を選定し掲
載します。店舗情報は英語圏でも翻訳表記され、サイト Q R コード付きのうちわやカードを外国
人が集まる施設等で配布することにより、多くの外国人に分かりやすい情報発信をしていきます。
掲載期間：大会終了後も、掲載予定
掲載費用：無料
掲載内容：住所、営業時間、決済方法、メニュー表記、言語対応等

推進部 市場開発課 飯島
北京オリンピック出場）

↑登録は
QRコードから！

誠様

開催されます。
の選手たちが国の威信を賭けて戦います。なんとこのロードレース、沿道
から応援しましょう！
ストン製です。時速８０km のメダル争いから一瞬たりとも目が離せません！
は市内をはじめ、県東部地域でトレーニングを行っています。 街角で見か
の前、それぞれのスタイルで、楽しんで一生の思い出にしましょう！
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M – ステをご利用ください！
外国人受入れには、様々な対応が
必要です！
メニューの外国語表記・言語対応
等々、お気軽にご相談ください。
（文：まちづくり課 丸山祐季）

経 営 支 援
Ｍ – ステ 展示会出展支援 ～ＭＩＳＨＩＭＡ ＣＲＥＡＴＥ～

P06 経営支援 C25＋M10/ ドット

三島の女性企業家による展示会合同出展に向けた取組

みしま経営支援ステーション
（Ｍ－ステ）は、国の伴走型小規模事業者推進事業の補助金を活用しながら、新商品・サー
ビスの開発やプロモーションを支援することで、販路開拓につなげる取り組みを行っています。
令和元年度、三島市内の女性企業家が代表を務める３つの三島発のブランドに対 して、製品などのブラッシュアップ、
並びに展示会への出展支援を行いました。今月号では各ブランドの紹介と展示会出展の様子をリポートします。
＜３ブランド共通のターゲットとするユーザーやライフスタイル＞
「‘ 自分 ’ を持ったＯＰＥＮ ＭＩＮＤな女性」で す。ライフスタイルやファッションにも自身の独自スタイルを持っ
ており、周りの波に流されない方、品・知性・遊び心を大切にする方を対象にしています。
ＫＥＹＣＯ ～ずっと着たい ‘ １枚で絵になるシャツ ’ ～
【ブランドコンセプト】永く楽しむ服
昔から品質の良い綿織物を織り上げてきた遠州織物の他、産地テキスタイルをメインに
使用しています。付け衿でイメージを変えたり染め替えをしたりしながら、２０年３０年と
年を重ねていっても着て頂けるような服作りを目指しています。
【商品のこだわり】
デザイナーが定期的に国内の織物産地の現場を訪れ、生地が織られている背景や特徴な
ど直接機屋さんと話し、着るほどに肌に馴染み風合いが出る素材や耐久性のある永く着た
くなる生地を選んで使用しています。
ＳＡＺＡＲＥ

～自立するコスメ、自立する私～

化粧ポーチ「sussu」/「sussu more」

【ブランドコンセプト】アイデアでくらしを創る・いろどる
スマートに収納して、サッと取り出せる。スムーズな時間を過ごすとともに、さ
らにデキる自分を想像させます。それが暮らしを整え、いろどることと考えます。
「sussu more」は自律した大人のポーチです。
【商品のこだわり】
使い勝手の良い合皮素材に、アクセントのゴールドファスナー。
柄のないワンカラーにすることにより、シンプルでクールな印象です。男性の小
物入れとしてもお使いいただけます。地元静岡で企画、縫製したものです。
ｈｏｍｅ＋ｈｏｍｅ

～大地の恵みで毎日を清潔で快適に～

消臭剤「クリンスメル」/ 防虫剤「リネンクリーン」

【ブランドコンセプト】Clean and Healthy Style、深呼吸できる暮らし
home+home（ホーム・ホーム）は 日々を丁寧に暮らす方へ、安心と心地よ
さをお届けするブランドです。天然素材を９５% 以上配合し、こだわり抜いた
成分を配合。赤ちゃんやペットのいる暮らしの方にもおすすめできるプロダク
トです。
【商品のこだわり】
天然成分を用いて地球環境や人体に負荷の少ない安全な商品を製造することを
理念にしている米国ナイサス社から素材を輸入しています。あえて環境規制テネ
シー州に所在する国立公園に隣接した工場で生産されています。
■東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2020 第 7 回 LIFE × DESIGN
３ブランドは、２月５日～７日に東京ビッグサイトで開催されたギフト・ショーに出
展しました。品質・デザインにおいて特に優れた商品が集まる「アクティブデザイン＆
クラフトフェア」の エリアで、ジュエリーグラス「PROGRESS」で 有名な（株）日 翔工業
の小長井克久氏監修のブースを構えました。主に、国内外のセレクトショップや百貨店、
小売店のバイヤー、ホテル業、飲食業など、幅広い業界に商品を紹介しました。
（文：経営支援課 宇水

展示ブース「MISHIMA CREATE」
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淳）

2 0 2 0 年 商 店 街・イベ ント I n f o r m a t i o n
２月

１月

P07 まちづくり C15Y45 ドット

節分祭

地口行灯と初午ツアー

３月

冬でもうなぎを堪能！

1/23～2/1 第13回
寒の土用うなぎまつり開催！
今年も寒の土用に併せ、三島うなぎ横町町内会では
「うなぎまつり」
開催しドット
P07 まちづくりを
C15Y45
ました。
単日イベントではなく、
10 日間の期間中 14 店舗
で様々なサービスを行い、
より多くの方に「三島うな
ぎ」を 堪能していただけ
うなぎ弁当 500 個販売（うなよし）
るイベントでした。

だいばざーる

フードフェスティバル

１１月

～今後のイベント情報～
さくら祭り .psd

５月

春の大通り商店街まつり

みしま花のまちフェア

６月

一番町ホタルまつり

三島市内にある商店街では１年を通じ地域のコ
ミュニティーの担い手として、特色ある様々なイ
ベントを開催しています。
BEME でもその都度情報を伝えていきます。
2 月 ・節分祭（中央町商店会・本町小中島商栄会）
・地口行灯と初午ツアー（大通り商店街）
3 月 ・さくら祭り（大社前商店会）
5 月 ・春の大通り商店街まつり（大通り商店街）
・みしま花のまちフェア（市内各会場）
6 月 ・一番町ホタルまつり（一番町商店振興会）
・リバーサイド by 芝町（芝本町商店振興会）
・リメンバー六反田（広小路笑栄会）
・三島ホタルまつり（楽寿園）
7 月 ・本町大中島七夕夜市（本町大中島商店会）
・楽寿の森ビアガーデン（一番町商店振興会）
8 月 ・三嶋大祭り
・大場ふれあい広場（大場商工店会）
10 月 ・大場 de ナイト（大場商工店会）
・ハロウィンパレード in みしま（大通り商店街）
11 月 ・秋の大通り宿場まつり（大通り商店街）
・フードフェスティバル（市内各会場）
・だいばざーる（大場商工店会）

秋の大通り宿場まつり

ハロウィンパレード in みしま

１０月

大場 de ナイト

大場ふれあい広場

８月

※例年のイベントを掲載しています。
時期・名称・内容等については、
予告なく変わることがございます。
リバーサイドほたる by 芝町

（文：まちづくり課 丸山祐季）

あきんどくん

三嶋大祭り

７月

リメンバー六反田

三島ホタルまつり

本町大中島七夕夜市
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楽寿の森ビアガーデン

炭火処 菊乃鶏
三島駅南口
楽寿園

〒411– 0036 三島市一番町 11–17 大黒ビル 1階
TEL：055 – 957– 3369
定 休 日：毎週日曜日 ※日曜が祝日の場合は翌日
営 業 時 間：17：00～24：00（ラストオーダー23：00）
御 席 数 54席
ア ク セ ス：JR三島駅南口より徒歩４分
※駐車場はありませんので近隣の駐車場へ
お停め下さい

P

東海道本線

炭火処 菊乃鶏
市民文化会館

小浜池

菰池公園

P
三島商工会議所
白滝公園

和風で落ち着く雰囲気の店舗外観

『炭火で焼いた天城軍鶏とこだわりのお酒を存分に味わって！』
三島駅南口を南下し、ホテル昭明館さんを過ぎたところに炭火処 菊乃鶏はあり
ます。
店主の中島さんは長年「串特急」で 店長として経験を積まれ、昨年５月に炭火処
菊乃鶏を独立オープンしました。
長年の焼き鳥店での経験を活かして、中島さんご自身が『おいしい』と 思った
焼き鳥を菊乃鶏では提供しています。その鶏の名は「天城軍鶏」。天城軍鶏は、天
城の狩野川沿いの自然の中で平飼いされた鶏で、筋肉がバランスよくついていて、
旨味と歯ごたえがとても良い鶏です。焼き鳥としてだけでなく、新鮮だからこそ
提供ができる「たたき」も 大人気。希少な地鶏天城軍鶏を週２回鶏舎から仕入れ、
締めた鶏をその日の夕方の内に提供しています。すぐに完売してしまいますので、
あったら迷わず注文してみて下さい！
天城軍鶏の他にも、旨味があり食べごたえもある北海道の「知床鶏」や 、くせが
なく甘みがあり食べやすい青森の「あべどり」も オススメです。焼き鳥は全て生肉
から仕込み備長炭で焼き、部位によって焼く時間を変えるなど、こだわりの鶏を
最高の状態で提供しています。お酒にもこだわりを持ち、料理に合ったお酒を厳
選してくれます。
お店のモットーは「元気よく、楽しく」
。店内に入ると女将さんが元気な声と素
敵な笑顔でお出迎えしてくれます。
コース料理は２名様から可能で、ご予算に合わせたコースもできますので、是
非一度『炭火処 菊乃鶏』を ご利用下さい。
（文：経営支援課 池谷太郎）
コースメニュー例
オススメコース （※２時間飲み放題付き）
〇全１２品
（前菜・トマトサラダ・刺身５種・焼き鳥６種・焼き海苔巻き・漬け物・鶏スープ ）

備長炭で真心こめて焼き上げます

豊富な種類のお酒が揃っています
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新鮮だからこそ提供できる
天城軍鶏のたたき

特製トマトサラダ

落ち着いた雰囲気の店内

日清プラザ株式会社
佐野美術館

道
鉄
根
箱
豆
伊

静岡銀行
三島支店

御殿川

営業時間 年中無休
日清プラザ株式会社
イトーヨーカドー三島店
イトーヨーカドー三島店１０：００～２１：００
ノジマ三島店
専門店街１０：００～２０：００
南二日町 IC
三島郵便局
※店舗により営業時間が異なりますので、
静岡トヨペット
三島店
1
各店 HP でご確認ください。

間眠神社

〒411– 0838 三島市中田町９–30
TEL：055 – 971– 3135

佐藤社長（中央）
と日清プラザのみなさん

『開店２５周年！フードコートがオープンします‼︎』
三島市民なら誰もが訪れたことのあるイトーヨーカドー三島店と専門店街
を管理・運営する日清プラザ㈱さんは、今年で開店２５年を迎えます。
開店２０周年時にはＬｏｆｔやアカチャンホンポ、西武などがテナントとし
て入り大型リニューアルが行われ、２５年を迎える現在も賑わいをみせてい
ます。
今年はさらに、３階の飲食店があったスペースをリニューアルし、２月
２７日（木）に 地元の４店舗が出店する２５０席のフードコート「せせらぎ
kitchen」に 生まれ変わります。この名前は、敷地内を流れる御殿川から着想
したそうです。窓が大きく開放的で、富士山もとても美しく見える気持ちの
良い空間の中で、各店舗のここだけのオリジナルメニューが楽しめます。
佐藤社長は、
「開店２５周年プロジェクトの第１弾としてフードコートが
オープンします。これを弾みに周年祭など様々なイベントを開催し、より多
くのお客様に利用していただきたい。」と 意気込んでいらっしゃいました。
地域密着、三島市民の生活に根差した場所として、毎日のお買い物と合わ
せ美味しい食事も楽しんでみてください。
（文：経営支援課 麻谷暢恵）

千漁家

おはこや

せせらぎ kitchen（２月２７日（木）O P E N ！）
沼津港 魚問屋「千漁家」、ステーキ丼専門店「おはこや」、
クレープ & タピオカ「７０３Crepes」、パスタ「パスタ屋一丁目」
（ ４月下旬オープン）
営業時間 １０：００～２１：００（ラストオーダー２０：３０）
座 席 数 ２５０席
703Crepes

日清プラザを LINE で友達追加
ID 検索でも友だち追加できます。
日清プラザ LINEID は「@qzd5535b」で す。

せせらぎ kitchen イメージ
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活 動 報 告
令和２年新春懇談会開催 ～ＡＬＬ三島が集結！～
P11 活動報告 C20Y25 ドット

三島商工会議所では、１月１５日（水）１８時より、みしまプラザホテルにおいて、「令
和２年新春懇談会」を 開催しました。
昨年まで２２回を数えた新春広域懇談会の枠組みを外し、今一度原点に立ち戻り三島
商工会議所単独による開催としました。新たに三島商工会議所女性会・三島商工会議所
P11 活動報告 C20Y25 ドット
青年部も主催者に加わり、例年にも増してパワーアップした会となりました。
当日は、豊岡市長をはじめ多くのご来賓ご臨席の下、国・県・近隣の市町や会員事業
所などから総勢２６０名が参加しました。
石渡会頭は、挨拶で日本資本主義の父であり、商工会議所を創設した渋沢栄一翁に触
石渡会頭挨拶
れ、「三島商工会議所は企業と地域の応援団として、三島の更なる発展に尽力する。」と
抱負を述べました。
新たなアトラクションとして、企画立案から準備、当日の運営まで女性会と青年部が
携わった「借り物競争」と「ドキドキ風船ゲーム」を 行い、来賓・一般会員の隔たり無
く会場全体が大いに盛り上がりました。アトラクションの景品には、参加事業所で使え
る割引クーポンを用意するなど参加企業にも還元できる仕組みとしました。
次年度の新春懇談会も、今年以上に盛り上げますので、是非ご参加下さい！
（文：総務課 金井雅彦） 沼津商工会議所後藤副会頭による乾杯

女性会ＰＲタイム

青年部全国大会ＰＲ

大いに盛り上がったアトラクション

Ｍ–ステフォーラム・記念講演会開催

女性会山形様によるお琴の演奏

地域振興ビジョン「つなぐ三島」を具現化

第2回目となる30歳の大同窓会 開催

～事業所の活力を引き出す
支援事例のノウハウを発表～

～Uターンや若者のまちづくり参画を促進するため開催～

みしま経営支援ステーション（M – ステ）で は令和 2 年
1 月 15 日（水）に みしまプラザホテルにおいて「M – ステ
P11 活動報告 C20Y25 ドット
フォーラム・記念講演会」を 開催しました。
M – ステは創業、経営革新、事業承継等、三島市内の経
営者の皆様が抱える様々な課題をワンストップでサポー
トする経営相談窓口であり、平成 29 年度からは連携し
て事業者の皆様を支援する「M – ステ連携会議」を 立ち上
げました。
このフォーラムはこれら連携支援の内容を理解して頂
き、経営支援機関の具体的な利用方法を地域の経営者・
支援者の方に知ってもらうことを目的に開催しました。
第一部では連携支援団体の各種専門家を活用した経営
支援事例発表を行い、第二
部では「躍進する企業の条
件 ～ 中 小 企 業 こ そ、 マ ス
コ ミ が 好 む ネ タ の 宝 庫！
～」と 題し合同会社ストー
リーマネジメントの下矢一
良氏によるセミナーを開
催、多くの皆様にご出席頂
きました。
（文：経営支援課 市川 顕） 経営支援事例を説明する専門家

近年、大学進学に伴い若い人材
が県外へ流出しそのままＵター
活動報告 C20Y25 ドット
ン しP11
ない
傾向が強まっておりま
す。そこで、当所では若い人材の
Ｕターンを促すため、結婚等で節
目となる３０歳を対象にした大同 三島のせせらぎと「3 0」
窓会を１月１８日（土）に 開催致し をイメージしたデザイン
ました。三島に縁のある方を中心に８１名が一堂に会し、
旧友の再会を懐かしむ姿が多く見受けられました。
ステージでは中高生だったころに流行した歌や出来事
などを紹介する映像を流し、当時を懐かしみながら昔話
に花を咲かせていました。
この３０歳の大同窓会は今後も継続的に実施すること
で「三島では毎年３０歳の同窓会が行われている」とい
う文化にし、将来的に三島に若い人材が戻ってくること
を期待しています。
（文：まちづくり課 塩谷洋司）

みしまるくんも参加した集合写真
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活 動 報 告
初詣にバイキング・アメ横と
美術館巡りツアー！

移住や定住を促進するための必要な要因を探る

当所まちづくり委員会と
大手企業との懇談会 開催

P11 活動報告 C20Y25 ドット

～共済特別優待バス旅行～

平成 28 年に当所が策定した 10 年間の地域振興ビジョン
「つなぐ三島～
ALL みしまで、未来を創る～」は
「人」
「地域」
P11 活動報告 C20Y25 ドット
「歴史・文化」を繋いでいき定住人口・交流人口・雇用仕事・
知名度の増加を図るものです。このビジョンには 14 のアク
ションプランが掲げられており、その中の１つに移住定住を
促進することが挙げられています。そこで移住や定住に必
要な要因を探るため、転勤等で全国各地に住むことが多い
大手企業との懇談会を１月 28 日（火）に開催しました。
大手企業に勤める職員の居住の状況や、移住定住をした
人の決定要因などを意見交換しました。多くの大手企業の
方から、三島から首都圏への新幹線通勤の魅力についても
話して頂き、今後こうした点を三島の強みとして移住促進を
図っていきます。
（文：まちづくり課 塩谷洋司）

毎年恒例の共済特別優待バスツアーを１月１１日（土）に
開催しました。今回は、初詣を兼ねた浅草寺のお参りと仲
P11 活動報告 C20Y25 ドット
見世散策に加え、オリンピックの準備が進む有明地区を望
むホテルでのランチバイキングや国立西洋美術館での「ハプ
スブルク展」の 鑑賞、アメヤ横丁での買い物と盛り沢山の
内容でした。
寒空の下でしたが、参加者の皆様からは、
「見たかった所
を全部まとめて回れて良かった。欲しかったお土産が買え
た。」と大好評でした。
（文：総務課 金井雅彦）

大手企業との懇談会

青年部

浅草寺へ初詣

新年初顔合わせ会

女性会

新年のスタートと共に
全国大会への機運高める！

食を通じて人との縁をつなぐ
～フードドライブへの協力～

女性会では、食の支援を
1 月 27 日（月）に 青年部メンバーと O B 会の合同によ
目的とする「フードドライ
る新年初顔合わせ会を開催しました。
ブ」への協力として、品質
P11 活動報告 C20Y25 ドット
P11 活動報告 C20Y25 ドット
今回は、間近に迫る「日本商工会議所第 39 回ふじのくに
に問題のないもの、やむな
静岡ぬまづ大会」に 向けた決起大会でもあり、古屋会長
く廃棄されてしまう食品を
会員から募り、1 月２９日
の挨拶では、大会に向けた意気込みや、大会に協力して
頂いた O B 会の皆様へ感謝を述べました。当青年部では、 （水）に 三島市社会福祉協
議会を通じて特定非営利活
全国から三島に訪れる YE G メンバーをおもてなしする
べく、分科会のほか様々な企画で大会を盛り上げます。 動法人フードバンクふじの
三島市社会福祉協議会
くにへ寄贈しました。
会の最後には、石川副会長先導のもと、石渡会頭、木村
中村会長へお渡ししました。
今回で二度目となる本事
O B 会代表幹事、古屋会長による全国大会シュプレヒコー
業でしたが、前年度よりも多くの食品が集まりました。
ルも行われ、大会への意気込みを新たにしました。
今後も地域密着を意識し、更に他の団体へも支援の輪
（文：経営支援課 大嶋孝博）
を広げていきます。
（文：経営支援課 宮下智克）

新年初顔合わせ会の様子

136 点の食品が集まりました。
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information
資 格 をとってキャリア アップ！

令和２年度 東京商工会議所各種検定試験日程表

P12・P14informationM25/ ドット

1．ビジネス実務法務検定試験
回

数

第４７回
第４８回

試験日
６月２１日（日）
１２月

６日（日）

募集開始日
４月

７日（火）

９月２３日（水）

募集締切日
５月

受験料

８日（金）

2級

６, ６００円

１０月２３日（金）

3級

４, ４００円

＊どんな検定…自分と会社を守る仕事の法律知識が身につく！ 企業防衛は勿論、コンプラ意識の向上も！
＊こんな方にオススメ！ …若手ビジネスパーソン、法務部、営業、販売、人事、総務など

2．福祉住環境コーディネーター検定試験
回

数

第４４回
第４５回

試験日
７月

５日（日）

１１月２２日（日）

募集開始日
４月２１日（火）
９月

８日（火）

募集締切日
５月２２日（金）
１０月

９日（金）

受験料
2級

６, ６００円

3級

４, ４００円

＊どんな検定…高齢者や障がい者のための住環境を提案できる！ 体系的な知識とプレゼン力！
＊こんな方にオススメ！ …福祉医療分野の方、建設分野の方、工務店、ハウスメーカーの営業担当の方など

3．ビジネスマネジャー検定試験
回

数

第１１回
第１２回

試験日
６月２７日（土）※
１１月

８日（日）

募集開始日

募集締切日

４月１４日（火）

５月１５日（金）

８月２５日（火）

９月２５日（金）

受験料
６, ６００円

※「東京２０２０オリンピック・パラリンピック」開催の関係により試験日が土曜日となります。
＊どんな検定…あらゆるマネジャーが身に着けるべきマネジメント知識を体系的・効率的に習得！
＊こんな方にオススメ！ …管理職候補、新任管理職など

4．
環境社会検定試験
（ｅｃｏ検定）
回

数

試験日

募集開始日

募集締切日

第２８回

７月１２日（日）

４月２８日（火）

５月２９日（金）

第２９回

１２月１３日（日）

９月２９日（火）

１０月３０日（金）

受験料
５, ５００円

＊どんな検定…環境問題に関する基本知識でビジネスに差をつける！ ＳＤＧｓとともに注目度ＵＰ！
＊こんな方にオススメ‼︎ …環境や社会に配慮した製品・サービスを担当する方、ＳＤＧｓやＣＳＲ担当の方
※注）上記、検定試験のお申込みは、東京商工会議所になります。
ＨＰ：https://www.kentei.org/
電話：03 – 3989 – 0777
※注）
「東京２０２０オリンピック・パラリンピック」の 開催に伴い、上期試験を例年と異なるスケジュールで施行
します。
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ト レ ンド 通 信

「２０２０年、
『眠り』関連市場が地方発ヒットの注目分野に」

P13 アクサ生命 M２０Y60 ドット

今回は、２０２０年以降に地方発ヒット商品が生まれる
と期待できる分野について、お話しします。私が大きく
注目しているテーマの一つが「眠り」です。
P13 アクサ生命 M２０Y60 ドット
日本国内の人口年齢分布や、経済状況がもたらす人々
の働き方や暮らし、東京オリンピック・パラリンピック
開催で多くのメディアが体づくりやコンディショニング
に関するコンテンツを大量に発信するであろうことな
ど、
「眠り」の質を高めることについてこと多くの人が
関心を抱くようになると予想されます。そこで「快適な
眠り」をもたらしてくれるものやサービスについて、強
いニーズが顕在化するでしょう。
では、快適な眠りをもたらすものにはどんなものがあ
るでしょうか。まず思いつくのが、布団や枕などの寝具。

そして何より、地方が持っている豊かな自然の素材や
資源をうまく生かした商品やサービスを高付加価値にで
きる相性の良さを感じるからです。
実際に、地域の素材を使った枕や入浴剤、アロマオイ
ルやせっけんなどは、各地で商品化が進んでいます。こ
うした商品は、素材は良いのですが、やたらと原価率が
高かったり売り方やユーザーイメージの詰めが甘かった
りして実際にはさほど売れていないものがたくさんあり
ます。今後きちんとしたマーケティングの視点を入れれ
ば、まだまだ伸びていくでしょう。
こうした、地方発のものづくりと相性が良く、今後
注目される分野はまだいくつもあると考えています。
２０２０年が皆さまにとって大きな希望が持てる年になり

それにパジャマなどの衣料。香りやアロマ、エアコン、
加湿器などの眠りの空間環境に関するもの、また、ＢＧ
Ｍなどの音楽も関係します。快適な眠りを得るためには、
お風呂などで上昇した体温をゆるやかに下げ、副交感神
経を優位にすることが重要であると知られています。そ
うすると快適な眠りを手に入れるためには、入浴の質を
高めるのも有効でしょう。ならば入浴剤も眠り関連グッ
ズといえるでしょう。
また、適度に体を疲れさせるために役立つ運動やマッ
サージ、就寝前のひとときをリラックスさせるお酒やお
茶などの飲料も、眠りに関係した分野の一つです。
こうした眠りに関連したものやサービスなどをトータ
ルに科学的に考えて、よりよい眠りを追求しようという
アプローチは「スリープテック」と呼ばれます。眠りの
状態をモニターする活動量計などウエアラブルの情報機
器もスリープテックの一分野です。
私がスリープテック分野を地方発ヒットと関連付けて
注目する理由は、いろいろあります。一つは、全ての人
に関係する事柄なので市場が大きいこと、二つ目は今後
さまざまな発見やアプローチが開発され重要性が認識さ
れるにつれて、ますます市場が拡大すると予想されるこ
と。

ますよう願っています。
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日経ＢＰ社「日経ビジネス」シニアエディター
渡辺 和博

◇渡辺

和博／わたなべ・かずひろ

１９８６年筑波大学大学院理工学研究科修士課程修了。
同年日本経済新聞社入社。全国各地のものづくり企
業、自治体、地域商社やＤＭＯなどを取材、地域に
持続的に稼げるビジネスをつくることをテーマにし
た著書『地方発ヒットを生む逆算発想のものづくり』
がある。全国の商工会議所などで地域活性化や名産
品開発を支援する講演などを実施している。

information
第１５３回 日商簿記検定１級
合格おめでとうございます！

珠算１級合格者表彰式を開催しました！

左から石渡会頭、宮道様

左から石塚さん、石渡会頭、吉田くん、天野さん

P12・P14informationM25/ ドット

12 月 18 日（水）に三島商工会議所にて 10 月 27 日（日）
施工の第 217 回珠算検定試験 1 級合格者表彰式を開催し
１１月１７日（日）に 当所で施行した日商簿記検定１級の
ました。
試験に宮道孝充様が合格され、１月１６日（木）に 合格証
今回の表彰式には、3 名の方が出席し、石渡会頭より合
書の伝達式を行いました。
P12・P14informationM25/ ドット
P12・P14informationM25/ ドット
格証書の交付をいたしました。
簿記 1 級は公認会計士、税理士などの国家資格への登 【第 217 回珠算検定】
一 級 天野琴美さん（一般）
竜門であり、合格すると税理士試験の受験資格が得られ
吉田 湊くん（小針珠算塾）
ます。今回の１級の全国合格率は 9.8％でした。
石塚 凛さん（米山珠算塾）
日商簿記検定は年 3 回（1 級は 2 回）施 行しておりま
～残念ながら出席できなかった方～
すので、皆さんもチャレンジしてみてください。
【第 127 回段位認定試験「珠算」】
（文：総務課 工藤知美）
初 段 田場亜美さん（井上珠算塾）
（文：経営支援課 宮下智克）

確定申告のお知ら せ

“新型コロナウイルス”に関する
相談窓口を設置しました！

所得税・贈与税の申告・納税は3月16日
（月）
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
（水）
まで

新型コロナウイルスにより事業への影

○確定申告記載会場

響がある中小・小規模事業者を対象に、
相談窓口を設置し、様々な問題解決に取
り組んでいます。

場

所：三島商工会議所１階ＴＭＯホール

期

間：2月17日（月）～ 3月16日（月）※土日を除く

時

間：午前９時 ～ 午後５時（受付：午後４時まで）

何らかの問題が発生しましたらお早めに
経営支援課 （ＴＥＬ９７５– ４４４１）ま でご相談下さい。

（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

ぽち袋で
おもてなしの三島

増刷決定！

※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
期間と場所

ぽち袋を使って取引き先や普段か

2月17日（月）～ 2月25日（火）北上文化プラザ

ら足を運んでくれるお客様に分かり

2月26日（水）～ 2月28日（金）中郷公民館

やすい形で気持ちを伝えませんか？

3月2日（月）～ 3月16日（月）市民活動センター

ぽち袋購入のお申込みは
こちらから！↓

※ 3 月11日（水）午前のみ三島市役所
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

※ FAX・メールでもお申込み頂けます。
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場

所：三島商工会議所１階ＴＭＯホール

期

間：2月17日（月）～ 2月28日（金）※土日を除く

時

間：午前９時 ～ 12時 午後１時 ～ 午後３時半

