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　創業４６年の伊豆技研工業㈱は、電子機器の設計・製造を行い、産業用機器を中心に、
小量多品種の試作から、中量産まで対応できるモノづくり会社です。業務拡大の為、今
後は自動車部品の分野にも挑戦をするために、社員教育や設備投資等準備をしてます。
　小川文子社長は輝く瞳で、熱い胸の内を語ります。
　「４６年間、三島・函南地区でお世話になってますので、地域貢献ができる会社を目
指したい！今年、環境として会社の敷地内に、紅梅、白梅、河津桜、もみじを植えま
した。近隣の方々にも楽しんでいただけると嬉しいです。また、障害を持たれた方の
採用を前向きに検討したいと思ってます。」
　伊豆技研工業は、ビジョン「我々は、愉快に楽しく企業の発展に尽くし社会に貢献
しよう」を軸にしたＳＤＧｓ宣言をして、今日も活動を続けています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　    　　（文：事務局長  鈴木智子）

信頼される品質は改善活動の継続から
　新しい技術と made in Japan、不具合の再発防止、サ
プライチェーン管理

環境保全への積極的な取組　
　社員の環境保全活動、３R のリサイクル、CO2 削減の
設備導入

所在地：三島市中１００番地の１
電　話：０５５– ９８３–１１１１
H   P：http://www.izugiken.co.jp
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伊豆技研工業株式会社
未来を見据えて経営計画を！
株式会社大川工務店
Les grandes étoiles（グランゼトワール）
令和４年分年末調整
補助金制度説明
みしままるごとマルシェ
優良従業員表彰式／工業部会視察研修会開催！／
三島フードフェスティバル
セミナーを開催／
女性会・県商女性連県内交流／女性会・ふるさと再発見
青年部・親会との情報交換・新嘗祭に宝船奉納／
デジタルコラム
文化会館告知／ MOA 美術館表彰式／東海菊花大会会頭賞

伊豆技研工業株式会社

SDGs の達成に向けた取組み

～未来を技術でつなぐ～

H P はこちら

高い技術力

品質向上は人材の育成から　
　社員の技能資格を支援、学び続ける文化、働きやすい
職場環境

地域貢献・社会貢献　
　子どもへ電子技術の催事、景観良化の為に敷地に植林、
障がいの有無を問わない雇用機会の平等と賃金の平準化

匠の技
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未来を見据えて経営計画を！
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２０２８年　７５歳まで働く環境が整備！？
２０２７年　現金の事実上機能停止！？
２０２６年　高速道路での完全自動運転！？

～これからの１０年を予想してみました～

▷世界人口が 80 億人に

▷マイナンバーカード／運転免許証の統合 ▷マイナンバーカード・パスポートの統合
　▷高速道路での完全自動運転（レベル４）

▷国内 再生医療市場が 1.4 兆～ 2.1 兆円に▷世界の医療ツーリズム市場が７兆米ドルに
▷医療活動の全データ化

▷施設向け介護ロボットの実 用化
▷医薬品・医療機器のオーダ ーメイド化

▷医師に代わりＡＩによる確定診断
▷調理等でのロボット活用
▷災害復旧工事等の無人化施工

▷日本のカーシェアリングが 20 万台規模に

▷量子 コンピューターの業務利用
▷次世 代無線通信規格６Ｇの実装

▷３Ｄプリンティングによる再生組織の構築
▷ＡＩによる全自動翻訳
▷革新電池の活用検討　

▷ウエアラブル端末の電池が 交換不要に
▷機体 重量５０Ｋｇ以上級ドローンの需要の高まり

▷無人対話型の顧客対応システム
▷都市におけるドローン配送

▷５Ｇが全国で使用可能に

▷日本人の 30％が 65 歳超に医療費 48 兆円
▷大半の 電力を再生可能エネルギーでまかなう国が出現
▷世界人 口の半数が肥満に

▷高齢者 支出が消費全体の 50％に

▷米国でフリーランス割合が 50％超に

▷現金の事実上の機能停止

▷購買よりシェアリングを前 提とした社会制度設計に

▷デジタル通貨の普及
▷すべての取引・支払いがブ ロックチェーン化
▷ゲートレス決済が実現

▷国内 の空き家率が 15.7 ～ 21.6％に▷広告、メディア消費者体験の融合
▷シームレスな金融サービス提供

▷中小企業の情報開示の強化
　▷ブロックチェーンによる 電子選挙の実施

▷ 75 歳 まで働く環境が整備される

▷副業からパラレルワーカーにシフト

“特集”
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未来を見据えて経営計画を！
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平成から令和に、新たな時代を迎えながらも新型コロナウイルの感染拡大により、社会生活や経済活動が大
きく制限され、私たちの生活は大きく変わりました。特徴的なのはＩＴ技術の浸透により会議等はオンライ
ンが主流となり、勤務体制も在宅勤務等が常態化しつつあります。三島商工会議所でも企業が生き残るため
には自己変革力が必要と、企業の意識改革を求めています。
今回の特集では、大きなうねりの社会を見据え、今後１０年どのような方向に日本が向かっていくのか、「社会」

「経済」「市場」「技術」を軸に未来を予想してみます。                     （文：総務課  経営戦略アドバイザー  小川雄司）

　▷高速道路での完全自動運転（レベル４） ▷限定地域の一般道路での完全自動運転（レベル４）
▷走行中給電の実用化

▷国内 再生医療市場が 1.4 兆～ 2.1 兆円に

▷施設向け介護ロボットの実 用化
▷医薬品・医療機器のオーダ ーメイド化

▷ロボット主体の飲食店経営
▷ 3 次元データによる遠隔現場での施工の完全自動化

▷日本のカーシェアリングが 20 万台規模に

▷量子 コンピューターの業務利用
▷次世 代無線通信規格６Ｇの実装

▷製造工程の半分が３Ｄプリンターに
▷フード３プリンターによる多様な食材の調理技術の実現
▷ゲノム医療エビゲノム情報の活用、解析
▷３０階建て木造建築・３時間耐火材の実現

▷ウエアラブル端末の電池が 交換不要に
▷機体 重量５０Ｋｇ以上級ドローンの需要の高まり

▷無人対話型の顧客対応システム

▷日本の人口 1.2 億人を割る　世界人口 85.1 億人に
▷大半の 電力を再生可能エネルギーでまかなう国が出現

▷再生可能エネルギー比率目標 36 ～ 38％に
　▷団塊世代が寿命到達、死亡者数ピークに

▷世界人 口の半数が肥満に

▷高齢者 支出が消費全体の 50％に

▷米国でフリーランス割合が 50％超に

▷現金の事実上の機能停止 ▷東南アジアが一大マーケットに
▷老朽インフラ維持費が 6 兆円に

▷購買よりシェアリングを前 提とした社会制度設計に

▷すべての取引・支払いがブ ロックチェーン化
▷ゲートレス決済が実現

▷国内 の空き家率が 15.7 ～ 21.6％に

▷人工脳に人の意識をコピー
▷中小企業の情報開示の強化
　▷ブロックチェーンによる 電子選挙の実施

▷ 75 歳 まで働く環境が整備される
▷国内 644 万人の労働力不足

▷ロボットの労働力が人間を完全に代替
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今月の会員さんいらっしゃい！

所 在 地：
電　 話：
Ｕ Ｒ Ｌ：
定 休 日：

三島市谷田夏梅木６５８–１
055–972–7730
https://www.ookawakoumuten.co.jp
日曜日

株式会社大川工務店
～創業１３０年以上の信頼と実績～

ぬくもりを感じる空間 畳の下には収納もバッチリ

仲良しな社長ご夫妻
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　現社長の大川勝徳氏で６代目となる大川工務店。創業以来、地元に根
付いた仕事を生業としてきた当社にとって、地元の皆様とのつながりが
何よりも大切なものと考えられています。今年の三嶋大祭りでは地元町
内が当番町であり、山車部長という大役を務められ町内を盛り上げられ
ました。
　大川工務店ではこの地域では扱う業者が少ない「ＦＦＣ免疫加工」に
取り組んでいます。
　現代の木材は酸性雨や大気汚染の影響を受け、木材そのものの機能が
低下し、健康な素材とは言い切れなくなっています。また建材・クロス
を始め漆喰や珪藻土なども、化学薬品を使用して商品化されています。
その影響で花粉症やアトピー性皮膚炎等を引き起こす原因のひとつとも
言われています。
　新築の家に行くと独特な臭いがしたことはありませんか？人によって
はこの臭いが好きという方もいるかもしれませんが、ここにも健康被害
のもととなるものが含まれていたりします。ＦＦＣ免疫加工をするとそ
のような化学物質の害を最小限に抑えることができると証明されてお
り、大川工務店ではこの技術を住宅に導入しています。
　大川社長のモットーは「いかにして自分自身がお客様と楽しく仕事を
するか」。
　『この人ならこちらの想いを率直に伝えられていい家ができそう』『こ
の人となら本音で話せるからいい仕事ができそう』。そう思ってもらえ
ることを心掛けて仕事をしているそうです。
　「いままでも、そしてこれからも、地元の皆様のお役に立てるような
仕事を続けていきたい」と大川社長。
　この先創業１５０年・２００年を目指して大川工務店の挑戦は続きます！

（文：経営支援課  池谷太郎）

★ 当社にてお見積もりを取られた方に、オリジナルクーラーバックとオリジナルエコバックをプレゼント ★
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今月の会員さんいらっしゃい！

★ 本誌を見て、とメールにて問い合わせで先着２名様限り 2023 年 1 月 21 日 ( 土 ) の「ガレッ
トデロワ」のイベントレッスンを 500 円 OFF! イベント詳細はインスタグラムをチェック！★

HP： Instagram：

所在地：文教町
E-mail：les.etoiles.mishima@gmail.com

（店舗を構えていないのでお問い合わせはメールにてお願いします。）

定休日：水、日、祝
レッスン時間：11 時〜 21 時（曜日により異なる）

グランゼトワール

　Bonjour, Ça va? （ボンジュール、元気ですか？）そ うにこやかに迎えてく
ださったのは文教町でフランス語教室「Les grandes étoiles （グランゼトワー
ル）」の講師をしている宮沢さんです。2018 年 7 月に教室を開いた宮沢さ
んは、高校時代にシャンソンを聴いた際、歌詞カードをもっと読めるように
なりたい、理解できるようになりたいという思いからフランス語を学び始め
ました。
　当初個人的に教えていましたが、留学や高校での選択科目のために学びた
いという声が多いことを感じ本格的に教室を始めました。今では 30 人ほど
の生徒さんが在籍し、小学生から社会人の方まで幅広い年代の方が留学や
ビジネス、趣味のためなど様々な目的のために学んでいます。
　プライベートレッスンが多いため、感染対策には十分気を付けています。
特に初心者の方やお子様には発音を学んでもらうため口元が見えるマスクを
付けて指導をしています。
　フランス語とフランス語圏の文化をより多くの人に知ってもらうために地
元のレストランとコラボし、年４回ほどイベントレッスンを開催しています。
在籍していなくても参加ができるイベントレッスンは毎回好評です。「フラ
ンス語を話せる人を増やして、ゆくゆくはフランスとの直接的な関わりを増
やしていきたい。南フランスと似た雰囲気を持っている三島の活性化を図り
たい」と抱負を語りました。　　　　　　　　　     （文：総務課  靏田美咲）

オンラインでプライベートレッスン

使用テキスト

イベントレッスン「ガレットデロワ」

授業風景
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M – ステ

令和４年分 年末調整
―改正点や変更点を事前にご確認ください―

令和４年分の年末調整に当たっては、令和３年分から比べて大きな改正事項はありません。

〇給与支払報告書の提出枚数が２枚から１枚になります。
〇民法改正により、令和４年４月１日から成年年齢が 18 歳に引き下げられました。
　「令和４年分の源泉徴収票」の「未成年者」欄は、従業員が平成１７年１月３日以後に生まれた方の
　場合「〇」を付してください。
〇令和４年１月１日から、役員等以外の者としての勤続年数が５年以下であるものに対する退職手当等
　（短期退職手当等）について、退職所得の金額の計算方法が改正されました。

（文：経営支援課  宮下智克）

令和４年分の主な改正点（変更点）

源泉所得税関係

法定調書関係

従業員から各種申告書の回収後、計算をして源泉徴収票にまとめます。
年間の所得額や控除額の合計、年収などが掲載されます。
従業員へは 12 月の最終給与支給時に交付をします。
計算手順：課税給与所得金額→年調所得税額→年調年税額

源泉徴収票をはじめ、税務署や市区町村に提出する法定調書の作成をします。
税務署…支払調書・源泉徴収票・法定調書合計表
市区町村…給与支払報告書（個人別明細書・総括表）

　令和４年分より、国税庁 HP に年末調整計算シートが公開され、ダウンロードできるようになっています。
　シートの活用により、年調年税額を自動計算できます。手書きで年調処理を行っている場合は検算等にご
活用ください。

下記 URL より計算シート（Excel）がダウンロードできます
『年末調整計算シート』

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/
index.htm

『年末調整がよくわかるページ（令和４年分）』
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

年末調整の計算（～ 12 月下旬）

法定調書の作成と提出（～１月下旬）

令和４年分の年末調整より、年末調整のしかた　給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手
引き　源泉徴収税額表  （４年分と５年分に変更はありません）に代えて、概要を案内したリーフレット

「令和４年分 年末調整についてのお知らせ」が送付されます。

計算シート（国税庁）

年末調整がよくわかる
ページ（国税庁）



事業再構築補助金　第８回申請

対  象  者：

金　　額：

申込締切：

　ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開や業態転換、こ

れらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築への取組を補助する制度です。

詳細はこちら

以下の要件を満たす中小企業等

令和５年１月１３日（金）

「通常枠」、「大規模賃金引上枠」、「回復・再生応援枠」、「最低賃金枠」、「グ

リーン成長枠」の５つの事業類型があり、それぞれ補助額・補助率等が

異なります。

１．

２．

３．

2020 年 4 月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、 コロナ

以前（2019 年又は 2020 年１～３月）の同３か月の合計売上高と比較して 10％以上

減少していること。 ※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請

可能。 2020 年 4 月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計付加価値額が、

コロナ以前の同 ３か月の合計付加価値額と比較して 15％以上減少していること。

事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築 

に取り組む。

補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均 3.0%（一部 5.0％）以 上増加、 従業

員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%（一部 5.0％）以 上増加の達成。

早めのご準備を
お願いします！

9

M – ステ

（文：まちづくり課  工藤知美）

中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金
～エネルギー見える化で経営改善～

対  象  者：

補  助  額：

補  助  率：

対象設備：

対象経費：

申込締切：

中小企業者、個人事業主

上限２００万円／下限２０万円

補助対象経費１／３以内

申請者が所有する県内の工場・事務所・その他事業場に設置する空調・給湯・

換気・照明設備等

※既存の設備の更新で導入前と比べてＣＯ２排出量を５％以上削減できること。

設計費、設備費、工事費　詳細はＨＰにてご確認ください。

令和４年１２月２８日（水）

※予算に達した段階で採択を締め切ります。
詳細はこちら

　県内の事業者の「温室効果ガス排出削減計画書制度」への参画、省 CO2 性の高い設備等の導入によ

る脱炭素化を支援します。

補助金に関するお問合わせは三島商工会議所まで
TEL：055-975-4441

申請書作成には時間を要しますので、お早めにお問い合わせ下さい。
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ま ち づ く り

「みしままるごとマルシェ」来 街者アンケート結果
の開催を求める声多し‼︎

三島市まちなかリノベーション推進計画【空間・場づくりの戦略】とは

みしままるごとマルシェの概要

来街者アンケートの結果

　三島市まちなかリノベーション推進計画に掲げられている戦略【空間・場づくり】
の実証実験として、当所では 10 月から11 月に「みしままるごとマルシェ」を 3 日間
開催し、白滝公園を中心とした周辺コンテンツの新しい活用方法を模索しました。
　各日、各会場で、今後の利活用について来街者アンケートを実施し下表の通り、
意見の集約をしました。
　今後、三島市へ今回のイベントの成果を取りまとめ、更にまちなかで市民が主体
的に関わり楽しめる場づくり、街のにぎわいや回遊できる事業を提案していきます。

①規制緩和により公園や水辺空間、道路空間を使いやすくする 
②アートや歴史文化・食を活用した賜わいづくり
③休憩スペースづくり 

各場所で、それぞれ開催して欲しいことを聞きました。（142 名）

【日　　時】
【会　　場】

【イベント】

10 月 8 日・11 月 3 日 ･23 日　各日 10 時〜 15 時
白滝公園、浅間神社前、楽寿園正門前、ゆうゆうホール前広場、
三島商工会議所
マルシェ ( 物販 ･ 飲食 )、キッチンカー、ワードラリー、ポニー乗馬、
ストリートピアノ、ハンモック、休憩テーブル ･ ベンチの設置など

（文：まちづくり課　石渡智英）

「マルシェ」

場所 １位 2 位 ３位 自由意見（抜粋）

白滝公園 マルシェ 路上ライブ 休憩場所

遊具を増やしてほしい
ピクニック
どんぐりの木が欲しい
三島野菜マルシェ
ライブを聴きながら飲食

浅間神社前 マルシェ 休憩場所 飲食スペース kids イベント
アートイベント

楽寿園正門前 休憩場所 マルシェ 飲食スペース
アスレチック
読書などでゆっくり過ごす
ハンモックの追加

ゆうゆうホール前 路上ライブ マルシェ 休憩場所
朝市（定期的）
子供参加コンサート
自由にステージで遊べる

三島商工会議所 マルシェ 飲食スペース 休憩場所



　11 月 23 日（ 祝 ）に 三 島
フードフェスティバルが開
催されました。3 年ぶりの
リアル開催となった今年は
楽寿園、白滝公園、三島未
来研究所などに三島食材グ
ルメが大集合。
　当所 TMO ホールでは会
員 11 店舗が出店し、当日はあいにくの雨でしたが多く
の人でにぎわいました。      （文：まちづくり課  坪内美奈）

　工業部会では 11 月 17 日（木）に 視察研修会を開催し
ました。
　視察先はクレフォート東日本（株）（駿東郡小山町）と

（株）蒼 天（山梨県山中湖村）で す。10 名の方が参加し、
食品工場の現場を見学しました。２社ともそれぞれに特
徴があり大変有意義な視察会となりました。

（文：経営支援課  片山富美子）
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TMO ホールクレフォート東日本（株）さ んと集合写真

３年ぶり：工業部会視察研修会開催！ 三島フードフェスティバルが
開催されました！

11 店舗が出店しました

（文：総務課  靏田美咲）

石渡会頭挨拶 石渡会頭より賞状を授与 代表者による謝辞
［１］日本商工会議所会頭表彰　

           １６事業所４０名
    （事業所名50音順・敬称略）
○伊豆箱根企業㈱
　志村　　博
○㈱伊豆フェルメンテ
　松本　教義　石川　伸也
○㈱エヌエーシー
　鈴木　松王
○㈱ MY コミュニケーションズ
　海老原　弘昭　三石　俊幸
　田代　将守
○小野建設㈱
　滝山　正美　堀内　正人
　奈良橋　渉
○カメヤ食品㈱
　古川　智音
○㈱三光ダイカスト工業所
　井村　智明
○静岡コンサルタント㈱
　土屋　良康
○第一段ボール㈱
　三橋　哲也
○㈱電業社機械製作所
　手嶋　明子　八木　哲也　杉山　好秀
○㈱東平商会
　鈴木　寛人
○ニューデルタ工業㈱
　内田　康彦　大隅　和泰
○㈱万城食品
　渡邊　哲也　中川　秀俊　飯田　裕一
○㈱ひしや三島プラザホテル
　杉戸　伸嘉

○三島信用金庫
　大嶋　茂雄　加藤　　守　荒木　弘子
　中西　雅夫　柿島　玄和　青木　達也
　杉山　善継　宮澤　昌志　芹澤　輝彦
　安本　　剛　荻島　昭章　中村　直樹
　田中　秀一
○山本建設㈱
　白藤　　郁　岩崎　　寛　石井　秀樹

［２］三島商工会議所会頭表彰
　　   21 事業所 66 名
○㈱アイティエス
　鈴木　俊一郎　田中　真仁
　木内　雄太
○㈲石川鉄造種苗店
　水田　信吾　井上　里恵
○石渡食品㈲
　秋山　しげ子　大村　紀子
○㈱伊豆フェルメンテ
　木苗　菜津美　岡田　一彦
　谷口　孝　木村　里奈
○㈱エヌエーシー
　佐藤　真帆　塚田　彩乃　村松　叶帆
　瀬戸　　恭　石渡　尚延
○カメヤ食品㈱
　亀谷　　薫　三田　弓子　野毛　貢美
　足立　ヤス子　永谷　元義
　小関　倫代
○㈱グルッペ
　石井　嘉子　山野　由美子
○㈱三光ダイカスト工業所
　齊藤　好美　佐藤　小夜子
　田口　和歌子
○静岡コンサルタント㈱ 

　村上　麻美子　西山　祥平
　臼井　彩乃
○第一段ボール㈱
　三ツ石　かすみ　森　　明彦
○㈱ダイナナ
　鈴木　龍之介　西島　真司　
　堀井　祐輔　芦川　勇輝
○東日クッキング㈱　
　古屋　　恵　藤田　七海
　佐竹　依理湖
○㈱東平商会　
　塚本　大補　杉山　裕紀　阿保　昌樹
　嶋田　智也　加藤　圭一
○ニューデルタ工業㈱
　高野　英樹　飯田　真幸　大川　哲広
○㈱万城食品
　大城　卓也　小野　佳子　渡邉　竜司
　中山　栄二
○㈱前田建設
　平野　雅
○三島殖産㈱
　渡邉　富子　山下　明美　下元　知美
　野中　明子
○㈱三島中央自動車学校
　鈴木　優美　遠藤　忍
○㈱ MISH
　日吉　哲也　野田　恵一　有村　剛宏
　岩本　博文　松田　裕美
○山本建設㈱
　小林　英昭
○㈱ワールドエンジニアリング
　井出　俊一　高田　美緒

11 月 24 日（木）優良従業員表彰式を挙行し、豊岡市長をはじめご来賓とともに受賞者の皆様をお祝いしました。

第 66 回 優良従業員表彰式を挙行！



SNS テクニックセミナー

インボイス制度セミナー

グループワークでストレスの経験を共有し合う

主催者挨拶をする遠藤会長 假屋崎省吾氏の生け花の実演 神主さんから三嶋大社の歴史を説明一藤木さんから三嶋暦を学ぶ
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　11 月 16 日、当所商業部会、飲食・旅館業部会主催の SNS 活用セ
ミナーを開催しました。株式会社 BESW 代表田中千晶氏を講師に迎
え、18 名が参加しました。各 SNS の機能や使い方、Instagram マー
ケティング等について学びました。

今後もセミナーを随時開催させて頂きます。ぜひご参加ください。

　11 月 10 日、インボイス制度セミナーを開催しました。松井会計
事務所 所長 松井元氏を講師に迎え、会場・リモート合わせて 60 名
が参加しました。制度の概要から、業種や経理状況に応じた対応方
法について学びました。

　１１月９日（水）仕事の大敵である「ストレス」への対処法のセミナー
を開催しました。講師は伝える力研究所（株）の 宮川晴代氏。１０事
業所２６名の出席者は、グループワークの中で体験を共有しながらス
トレスを減らす心理術、ストレス度を変える言葉使いなどストレス
マネジメントを学びました。

11 月セミナーを開催しました
SNS で効果的に集客！
SNS テクニックが学べる実践的セミナー

インボイス制度セミナー

若手社員フォローアップセミナー
「ストレス」への対処法

　三島商工会議所女性会は１１月２５日、静岡県商工会議
所女性会連合会県内交流会「浜松大会」に参加しました。
毎年開催される交流会でしたがコロナ禍により３年ぶり
の開催となりました。式典の冒頭、県商女性連　遠藤悦
子会長（当所女性会会長）から県内女性会が一堂に会し
た喜びと祝意が述べられました。
　引き続き華道家の假屋崎省吾氏の「花からはじまるラ
イフスタイル〜花は心のビタミン〜」と題した講演が行
われ、楽しいトークと見事な生け花の実演に魅了されま
した。また、浜松交響楽団メンバーによる木管五重奏、
バナナの叩き売りなど盛り沢山のアトラクションを通し
て、県内１０単会の女性会との交流を図ることができま
した。          （文：総務課  経営戦略アドバイザー  小川雄司）

　三島商工会議所女性会は１１月８日に恒例のふるさと
再発見事業を開催しました。
　この事業は、地元の歴史や地域資源を学び女性経営者
としての更なる資質向上を図るもので、今回は三嶋大社
と三島暦について学びました。三嶋大社では大社にまつ
わる歴史的な話から裏話まで神主さんにお話を伺い、正
式参拝を通して三嶋大社に対する造詣を深めることがで
きました。
　三島暦については三島市ふるさとガイドの会の一藤木
秀光氏から、自作の漫画で分かり易く楽しく説明を受け
会員同士の交流を図ることが出来ました。

（文：総務課  靏田美咲）

県商女性連県内交流会
３年ぶりに開催

ふるさと再発見
三嶋大社正式参拝、

三嶋暦について学ぶ
女性会 女性会
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行政の手続きでインターネット利用が増えてきましたね。また、民間の様々なインターネットサービスの利用なども
増えてきています。
これらインターネットの利用では、本人確認のためにメールアドレスを確認するということが多くなってきています。
昨今、インターネット利用の大半がスマートフォンで行われるようになってきていることから、「ご自分のスマートフォ
ンのメールアドレスを確認する」という機会も多くなっていると思います。
そこで今回は、「ご自分のスマートフォンのメールアドレスがなんだったか、確認するための手順」を解説いたします。

 1. スマホ画面の「設定」アイコンをタップ
 2. 設定画面のご自分の名前の部分をタップ
 3.「名前、電話番号、メール」の部分をタップ
 4. メールアドレスが表示されます。

参考までに、iPhone、Android ともにどちらも、1 台のスマートフォン
に異なる複数のメールアドレスを設定して使い分けることもできます。

 1. スマホの画面から設定アイコンを探してタップ
 2. Google の項目を探してタップ
 3. メールアドレスが表示されます。
※なお、Android スマートフォンは、メーカーや
機種によってアイコンの画像やメニューの並び方・
配置などが異なりますので画像の説明と全く同
じ、ということにはなりませんが「Google」という
メニュー項目は必ずあると思いますので、このメ
ニューを探してアドレスを確認してください。

Androidのスマートフォ
ンは、機種によってメ
ニューの並び方やアイ
コンなどが微妙に異な
りますのでご注意くだ
さい。

これならできる！苦手な小規模事業者でも取り組めるデジタル化
スマートフォンの基礎知識～メールアドレスの確認方法～

執筆者 : 岸本ビジネスサポート㈱ 代表取締役 IT コーディネーター 岸本圭史この記事の詳細 ご意見・ご要望

iPhone での
メールアドレス確認手順

iPhone

Android スマートフォンの
メールアドレス確認手順

Android

　青年部では１１月１７日（木）商工会議所役員・青年部 OB 
会と三島 YEG の情報交換会を開催しました。今年度は青
年部 OB 会の参加もお願いし、来年度の関東ブロック大会
に向け、各委員会の活動をプレゼンし、相互理解を深める
ことができました。
　また、今年度は懇親会も開催し、交友を深め、より相互
理解を深めることが出来ました。

（文：経営支援課  片山富美子）

　青年部では JA ふじ伊豆三島函南地区本部青壮年部と
11 月 22日（火）、滝川神社にて禊を行いました。23日（水・
祝）に は新嘗祭奉祝事業として三嶋大社に野菜宝船の奉
納を行い、３年ぶりに宝分けも実施しました。
　奉納セレモニーには豊岡市長をはじめ多くのご来賓を
お迎えし、盛大に執り行われました。

（文：経営支援課  片山富美子）

商工会議所役員・青年部 OB 会
と三島 YEG の情報交換会開催

新嘗祭に宝船奉納
３年ぶりに宝分けも！

青年部 青年部

懇談会プレゼン 会頭からのお言葉 野菜宝船を奉納 滝行の様子
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　楽寿園菊まつりに合わせて
第 70 回東海菊花大会が開催
され、各部門に多くの作品が
出品される中、三島商工会議
所会頭賞を受賞された方をご
紹介します。

大菊三花（厚物）
三島商工会議所会頭賞（特等）
栗田　正（富士市）
花銘・国華理想
　　・太平鈴月
　　・富士の輝

●事業 夏井いつき　句会ライブ お正月こども映画まつり
「それいけ！アンパンマン」

フォレスタ　新春コンサート in 三島
～人生にありがとう～

布施明　AKIRA FUSE LIVE TOUR 2022-2023　
よみがえれ 昔日（せきじつ）の情熱

●日時 2022 年 12 月 25 日（日）
開場 13：00　開演 14：00

2023 年 1月 3 日（火）・4 日（水）
【1 回目】開場 10:30  上映 11:00
【2 回目】開場 13:30  上映 14:00

2023 年 1月 14 日（土）
開場 12：45　開演 13：30

2023 年 2 月 19 日（日）
開場 17：00　開演 17：30

●会場 大ホール 大ホール 大ホール 大ホール

●チケット
　料金

　（税込み）

全席指定（税込）2,500 円
※チケットの割引はございません。

全席自由（税込）
おとな 300 円  こども（中学生以下）150 円

※チケットの割引はございません

全席指定（税込）６,000 円
※チケットの割引はございません。

全席指定（税込）
7,500 円→ 6,750 円

※未就学児入場不可 ※未就学児童のひざ上鑑賞は無料。
（座席が必要な場合は有料） ※未就学児入場不可 ※未就学児入場不可

●内容

人気テレビ番組「プレバト！！」でお馴染みの
夏井いつき先生が、三島市にやってくる！

句会ライブとは？
句会ライブは、俳句初心者の方や初めて俳句
に触れる方も楽しんでいただける大人数参加
型のプログラムです。当日は、夏井さんがみな
さんをあっという間に「俳人」にしてしまう楽
しいお話で進行します。小学生から大人まで
幅広い方にお楽しみいただくことができます。

みんな大好きアンパンマン！
初詣のついでに、ゆぅゆぅホールで待ってるよ！

① 1/3（火）　「それいけ！アンパンマン　
シャボン玉のプルン」

② 1/4（水）　「それいけ！アンパンマン　
りんごぼうやとみんなの願い」

※お得なチケット提示サービスあります

「BS 日本・こころの歌」で活躍する
コーラスグループ

「フォレスタ」の新春公演が三島で決定！

日本の素晴らしい風土と文化を、
その瑞々しいハーモニーで歌い継ぎます
どこまでも清楚で、いつまで凛々しく、

そしてたおやかに…
語り継ぎたい日本の「こころ」を、

メロディーにのせて届けます

表現力豊かな歌声で

圧倒的な歌唱力を誇る布施明。

歌声に酔いしれるひとときを

ご堪能ください。

●チケット
　一般発売 チケット好評販売中！ チケット好評販売中！ チケット好評販売中！ チケット好評販売中！

お問合せ   三島市民文化会館事務室    TEL 055-976-4455

※上記の割引サービスは、三島市民文化会館事務室の取り扱いに限ります。　　　    ※文化会館に駐車場はございませんので正面のTMOパーク（有料）、または公共の交通機関をご利用ください。
※チケットをご購入の皆様は、弊館事務室に掲載記事を持参下さい。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、来場者の安全を確保した上で開催するため、状況により、開催方法など変更する場合があります。
※売り切れの場合はご容赦ください。

三島商工会議所会員の皆様へ 三島市民文化会館自主事業チケットのご案内

「第３２回ＭＯＡ美術館三島児童作品展」 楽寿園菊まつり・第 70 回東海菊花大会
三島商工会議所会頭賞

受賞おめでとうございます
三島商工会議所会頭賞

受賞おめでとうございます。
絵画の部 書写の部

大
おおたけ

嶽 遙
はるか

花 さん
（小４・三島市立南小学校）

桑
くわやま

山 紗
さ き

季 さん
（小６・三島市立東小学校）

田
たむら

村　 希
のぞみ

 さん
（小１・三島市立佐野小学校）

「写真の中のきょうりゅう」

楽寿園岩崎園長（代理）か ら賞状を授与

栗田さんの受賞作品

「キラキラな夜空ときれいな花火」

「ゆめ」



経済産業省　関東経済産業局　委託事業

静岡県事業継承・引継ぎ支援センターは、

国が運営している公的窓口です。

日頃より「後継者がいない」などの

事業承継問題で悩んでいる経営者の皆様、

無料で相談をお受けしますので

お気軽にお越しください。

毎月第４火曜日に相談会を開催いたします。（※開催月により変更となる場合もあります。）
場所●三島商工会議所 ４階 会議室（9時～16時） 

毎週水曜日に相談会を開催いたします。（※開催月により変更となる場合もあります。）
場所●浜松商工会議所 ３階 302会議室（9時～16時）従業員承継・M＆A

10階 A会議室（9時～16時）親族内承継

※詳しくは、当センターHPもしくは、TELにてご確認下さい。

静岡県事業継承・引継ぎ支援センターにご相談ください。

静岡市葵区紺屋町１１−４
太陽生命ビル７F

後継者を見つけたい !
 受け継ぎたい事業を探したい。

TEL.054-275-1881 FAX.054-253-5508
E-mail:sbsc@shizuoka-cci.or.jp

・静岡会場（静岡県事業承継・引継ぎ支援センター）は随時。
※静岡市葵区紺屋町１１−４  太陽生命ビル７F

会 場 日 程 12 月 1月 2 月 3 月
三島商工会議所 第４火曜日 ２０日（火） ２４日（火） ２８日（火） 14 日（火）

浜松商工会議所
【従業員承継・M&A】

第１水曜日 ７日（水） ４日（水） １日（水） 1日（水）
第３水曜日 ２１日（水） １８日（水） １５日（水） 15 日（水）
第 5 水曜日 29 日（水）

【親族内承継】
第 2 水曜日 １４日（水） １１日（水） ８日（水） 8 日（水）
第 4 水曜日 ２８日（水） ２５日（水） ２２日（水） 22 日（水）



沼津市本丸子町752-6
Tel : 055-952-8855
営業時間／10：00～19：00
定 休 日／月曜日（祝日を除く）・火曜日

レクサス沼津
三島市富田町10-17
Tel : 055-975-0088
営業時間／10：00～19：00
定 休 日／月曜日（祝日を除く）・火曜日

レクサスCPO三島

レクサス認定中古車
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