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株式会社ダイナナ
老舗企業に学ぶ
Dining Bar STRADA（ダイニングバー ストラーダ）
ALBEDO（アルベド）
令和４年度　当所主催のセミナーカレンダー／
中小企業者・小規模事業者のための補助金紹介
今年はホタルウィーク開催／
三島市まちなかリノベーション推進計画を策定しました！
社会人基礎教育セミナー／みしま大通り商店街まつり歩行者天国／
令和４年度第１回定時会員総会開催
上期会費納入願い／
女性会、使用済み切手・書き損じハガキ・エコキャップ収集のお願い／パワハラ対策 BOOK
DX 推進 デジタル化で業務改善／デジタルコラム
健康コラム／気軽に SDGs 会員同士でリユース！／在職者訓練のお知らせ

社員一丸となって「安全管理」を徹底当社で設置した太陽光パネル

　当社はゼネコンや地域商業施設などからの電気設備工事を中心に、空調・換気・給排水設備工事や太陽光発電工事
などを手掛けております。静岡県東部から神奈川県西部の企業が主なお客様となっています。
　１９５７年創業以来６５年間、電気工事を手掛けてきた中で災害時の復旧作業などの経験から「改めて電気はライフ
ラインであり、命を預かっている」と内田専務はその職責の重さを話してくれました。
　ＳＤＧ s の１７項目あるターゲットの内「７．エネルギーをみんなに そしてクリーンに」は創業以来心がけている
ことでありました。電気工事は一つ間違えると火災となる危険性があります。従業員や協力会社に対する「安全管理」
は重要視しており、当社独自で責任者が現場確認に回る「安全パトロール」も 導入して
います。
　今までも環境への配慮としてエコアクション 21 の取得や、再生可能エネルギーとし
て太陽光の導入の促進を行ってきました。また、脱炭素に繋がる LED への更新も積極的
に提案してきました。最近は、見積や提案書類のペーパーレス化も進めています。
　今後はこれらに加えて、災害対策としての太陽光発電の導入も行っていく予定で、将
来的には自社独自のＳＤＧ s 宣言を目指していきます。          （文：経営支援課  塩谷洋司）

所在地：
電　話：
H  P ：

三島市梅名３７１– ２
０５５– ９７７– ３５１１
https://www.dainana.jp/
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　大正、昭和の激動の時代、平成は平和な時代でありながらバブル後のデフレに苦しみ、新たな時代である令和は新型コロナウイルス
のパンデミック、更にはウクライナ危機と時代の転換期を迎えています。この１００年を振り返ってみると常に時代は変化していると
いうことです。
　しかし、このような厳しいなかでも、時代に即応し１００年以上も商売を続けている会員事業所があるのも事実です。商工会議所では、
大きな時代のうねりに対応するために、「自己変革力」を提唱しています。ここでご紹介する4つの老舗にヒントがあるかもしれません。
　是非ご一読ください。

　創業は大正５年３月、初代の鉄造さんが天秤棒を担ぎ何日もかけて伊豆一円の農家に農業用の種子を行
商したのが原点です。２代目の清さんが昭和２７年にいわゆるカタログ販売の「営農通信」を発行し、現
在も春秋の２回継続して発行しています。また、独自に種の品種改良を行い、メーカーと連携して産地の
ブランド化等にも取組みました。塩化ビニールの普及により農業技術が飛躍的に発展し、3 代目の芳徳さ
ん（会長）は、ビニールハウスの建設、水
耕栽培等の新技術の普及を図り、業績を伸
ばしました。
　１００年以上の歴史の中で、モットーは

「地域密着のきめ細やかな営業」により「必
要とするものをいち早く廉価で確実に納め
る」ことで、創業者の精神を受け継いでい
ます。
　4 代目の靖さん（社長）は、「営農通信」
と併せてネットでも販売し、またドローン
の活用など新しいものを取り入れ、地域の
農業の発展に貢献しています。
（文：総務課  経営戦略アドバイザー  小川雄司）

“特集” 老 舗
企業に学ぶ

昭和３０年代の店舗 昭和２７年「営農通信」創刊号

　大正１０年に初代の青木伸一郎さんが大工建設業を起こ
し、現在は４代目の萩尾さんが受け継いでいます。
　２代目までは土木工事主体で業務を行っていましたが、３
代目の健一さん（現会長）からは建築工事主体に業務内容を
変え、個人の住宅の新築・リフォームを手掛けています。健
一さんは前職が学校の教師であり、当時の職場仲間が顧客に
なってくれることもありました。
　これまでのお客様とのつながりを大切にしており、世代が
変わっても、かかりつけのお医者さんのように、お住まいの
ことをご相談くださる方も多くいます。縁と縁のつながりが
４代続いている秘訣です。
　現社長の萩尾さんは、主とするリフォーム工事がとても好
きで、昔の趣ある古い建具や古材等を使ったリフォーム等を
これからも更に追及していきたいと考えています。

（文：まちづくり課  工藤知美）
古い技術書

初代 伸一郎氏中央  満州にて

有限会社青木工務店
地域とのつながりを大切にしています。

有限会社　石川鉄造種苗店
４代にわたり、地域密着、時代の変化にしっかり対応。
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　大正、昭和の激動の時代、平成は平和な時代でありながらバブル後のデフレに苦しみ、新たな時代である令和は新型コロナウイルス
のパンデミック、更にはウクライナ危機と時代の転換期を迎えています。この１００年を振り返ってみると常に時代は変化していると
いうことです。
　しかし、このような厳しいなかでも、時代に即応し１００年以上も商売を続けている会員事業所があるのも事実です。商工会議所では、
大きな時代のうねりに対応するために、「自己変革力」を提唱しています。ここでご紹介する4つの老舗にヒントがあるかもしれません。
　是非ご一読ください。

MIHAMAYA（㈲みはまや）
一歩先の新しいものを。

　みはまやさんは大正 10 年に「みはまや陶器店」として創業して以来、
ご家庭で使用する食器のみならず、婚礼引出物をメインに、冠婚葬祭に
おける各種贈答品を扱ってきました。
　平成 28 年に「MIHAMAYA」として店舗内外装をリニューアル、商品
についても取扱いの幅を広げ、さらに磨きのかかった小売店へと一新し
ました。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、主力であった婚礼引出物の売り上げ減少後、元々売り場
スペースであった店舗 2 階部分をレンタルギャラリーとして有効活用化するなど、今の時代に添った店舗
運営を行っています。
　アフターコロナを見据えながら、新たに集客できるもののひとつとして始めたレンタルギャラリーは、
県内のモノ作りをされる方々の発信スペースとして利用し
ていただきながら、客足が減少する商店街の活性化に寄与
できればと考えています。
　店主の勝俣淳さんは今後も古き良きものを大切にしなが
ら、時代に添ったものを取り入れ、個店ならではの品揃え
でお客様をお迎えしたいと語ります。

 （文：経営支援課  片山富美子）
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Instagramレンタルギャラリー

有限会社遠藤製餡所
顧客のニーズに合わせた工夫をしています。

　大正４年に曾祖父と祖父が製餡所を始め、現在は４代
目である遠藤桂司さんが受け継いでいます。
　店舗の奥の工場であんを製造し、菓子店への卸と店頭
販売をしています。
　小売では、以前はおもちつきやおはぎ用に購入するお客
様が多かったのが、最近では若い方や男性客も増え、あ
んこファンの裾野の広がりを感じているそうです。
　お店でお客様とお話しながら、簡単にできるおしるこ
やようかんの作り方を紹介したり、家庭で手軽に楽しん
でいただけるよう、サクサクのもなか種とあわせたもな
かセットを販売しています。
　品質維持の他に地道な努力と工夫を積み重ねることが
長い間お客様にご利用していただける秘訣です。
　あんこのおいしさを味わってもらい、「あんこを食べる」
という文化を残していきたい、「あんこをより身近にいつま
でも」という想いのもと需要の変化に応え続けています。
                                           （文：経営支援課  宮下智克）

最中セット
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今月の会員さんいらっしゃい！

　三島駅南口を出て西に歩くこと３分、道路をモチーフにした看板が目
印のダイニングバー「STRADA」。店名はイタリア語で「道」を意味します。
　扉を開けると、落語好きのオーナー、井上さんが笑顔で出迎えてくれ
ます。店内は奥行きのある造り。壁に掛けられたサルバドール・ダリの
時計のモチーフが与える印象も相まって、非日常にある隠れ家、といっ
た魅力があります。
　STRADA では様々なお酒と香りのよいお料理を楽しむことが出来ま
す。メインのイタリア料理だけでなく、フランス・イタリア産以外の
ニューワールド系のワインに合わせた、南アフリカ、アメリカ、ドイツ
等の郷土料理も取り入れています。固定で置いているワインを減らし、
その時々に仕入れたワインとそれに合うお料理を提供しているため、訪
れる度に新たな美味しさを発見できます。
　しかし、訪れる度に発見できるのはそれだけではありません。井上さ
んは、その日のお客様に寄り添ったお店の雰囲気づくりにこだわりを
持っていると話します。「日ごとにお客様へのアプローチは変えるよう
にしています。お客様どうし、距離を取られる場合もあれば、お店でひ
とつになって、お客様全員で食事を楽しむ日もあります。常にお客様ひ
とりひとりに合う雰囲気づくりを考えています。」
　井上さんのそのこだわりは、取材でお店に訪れた日にも感じる事がで
きました。よくこのお店に来る、という男子学生がこの日は遠方に住む
母親を連れてお店に来ていました。お話を聞くと、「縁もゆかりもない
土地に大学入学のため引っ越してきて、はじめて居場所となったのがこ
のお店です。ここは隠れ家のようで秘密の場所にしておきたかったので
すが、電話で母親に話すと、ぜひ行きたいというので連れてきました。」
との事。楽しそうに母親と食事をするその光景が、井上さんのつくる
STRADA のなによりの魅力です。

　STRADA ではランチも営業しています。大切な方
と、もしくはおひとりでも、特別な日常になること
間違いなしです。是非一度訪れてみてください。

（文：まちづくり課  闍嶋日奈子）

（ダイニングバー  ストラーダ）
所在地：〒411-0036 静岡県三島市一番町 17–49BT ビル 1F
営業時間：ランチ［平日のみ営業］ 11：30 ～ 14：00（L.O.13：30）
                  ディナー  17：00 ～ 23：00（L.O.22:30）
定休日：月曜日
席数：１８席
インスタグラム：https://www.instagram.com/strada1210/
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至高のガトーショコラ

高級感溢れるパッケージ
おひとつ 2,500 円（税込）

ワインと共に心地よく

心を込めて・・・
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今月の会員さんいらっしゃい！

　「初心の、真っ白な気持ちで、ゼロから、が 店名
の由来です。」と代表の佐野さんはハニカミながら
話してくれました。“ALBEDO（アルベド）”  は柑橘類
の果皮の内側の白い綿状や繊維状の部分のことで
“ 白さ ” や “ 潔白 ” を表すラテン語で、この白色が、
ガトーショコラの黒色を一層引き立てています。

　佐野さんが、研究を重ねた末にやっとたどり着い
たのが「大人のための至高のガトーショコラ」で す。それには、繊細な焼
き加減と最適な素材が不可欠でした。焼き加減は業務秘密ですが、素
材には、仏ヴァローナ社クーベルチュールショコラを 100% 使用し、北海
道産の発酵バターや箱根西麓・三島市の「けさたま」の 卵等、全てが最
高級です。この高級素材たちが、佐野さんの手にかかると優雅にハーモ
ニーを奏でます。そして、口にした瞬間、あなただけの至福の時間が流
れはじめるのです。贅沢に広がるチョコレートの華やかな香り、優雅な口
どけ、甘美な余韻…高級レストランでワインをテイスティングするかのよ
うに、ぜひ味わってみてください。只今季節限定の商品を企画しています。
乞うご期待を！

ALBEDO（アルベド）

〒411-0857 三島市芝本町 5–27 杉山ビル１階
営業時間 10：30 ～ 19：00（水曜定休）
TEL：070–8458–8373
Email：info@albedo.jp 
Twitter：@albedochoco 　
Instagram：albedochoco

貴方だけに届けたい「至高のガトーショコラ」

佐野正
しょうたろう

汰郎さん

　それから、ALBEDO は、芝本
町大通りに面する明るくエレガン
トなお店です。佐野さんは起業
するために会議所を訪問、相談
をした結果、空き店舗補助金を
活用し現地で開業しました。小
さな一歩が大きな夢の実現とな
り、佐野さんは今日もハッピーに
お店でガトーショコラを焼いています。みなさんも創業や経営に関するご
相談事は、当会議所へお気軽にどうぞ。        （文：事務局長  鈴木智子）

魅惑のショコラ

！特 典！
ＬＩＮＥお友だち登録時

ガトーショコラを１カットプレゼント



　今年度についても三島商工会議所は会員の皆様にとって役立つセミナー等を積極的に実施していきます。
　年間のスケジュールを事前にご案内いたしますので、興味のあるセミナーがあれば是非ご参加ください！

※開催月は現時点での予定となります。日程やその他詳細は同封チラシ等でご確認ください。
※セミナー名は仮称です。　また、太字のセミナーは終了もしくは日時が確定したものです。

令和４年度　当所主催のセミナーカレンダー
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M – ステ

4 月

７月

１０月

１月

５月

８月

１１月

２月

６月

９月

１２月

３月

事業を引き継がせたい
がどんな準備をすべき
か分からない方におす
すめ！

万が一の災害等に備え
て自社のルールを見直
すきっかけにしません
か？

これから創業を考えて
いる若しくは創業間も
ない方を対象に経営に
関する様々なノウハウを
提供します。

産業用ロボット導入
までのノウハウを説
明します。

若手・中堅社員の自社
定着を目的とした内容
です。

データで受けとった請求書等
はデータで保存する義務があ
ります。制度の説明と管理方
法等について説明をします。

（文：経営支援課  宮下智克）

・新入社員研修　済

・特別講演会  講師：藻谷 浩介氏 6/17
 ウイズ＆アフターコロナ時代の
 『地域再生とまちづくりと中小企業の可能性』
・産業用ロボット導入セミナー（工業向け）6/28
・アフターコロナ対策セミナー
  （飲食業向け）6/7

・企業体質強化セミナー（全業種向け）
・オンライン応援プロジェクト
 （商業・飲食業向け）

・事業承継セミナー（全業種向け）
・創業応援塾 9 日、16 日、23 日、30 日
・高齢者移動手段セミナー（全業種向け）
・SDGｓセミナー（建設業向け）

・従業員のフォローアップセミナー
 （全業種向け）

・BCP セミナー（全業種向け）
・インボイスセミナー（全業種向け）

・電子帳簿保存セミナー（全業種向け）

・キャリアアップシステムセミナー
 （建設業向け）

令和５年度より原則活
用を目指す CCUS につ
いて詳しく説明します。

コロナの影響を受けて
いる飲 食 店を対 象に、
今後の商売のあり方や
危機に強い店舗づくり
について説明します。

藻谷氏の客観性データに基
づいた日本の行く末やコロ
ナで見えてきた日本の強み
や弱みを知っていただき、
これからの経営のあり方
や成すべきことの参考にし
てください！

お店に合ったオンライン
での情報発信方法を模
索できます。

インボイス制度の概要
から今後の対策までを
具体的に説明します。



これから申請の始まる補助金をご紹介します。販路開拓や集客等を検討する際に是非ご参考にして下さい。

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２～３週間程度かかりますのでお早めにお問い合わせ下さい。

小規模事業者持続化補助金  第８回申請（～ 6/3 締切）

中小企業者・小規模事業者のための補助金紹介！
是非ご利用ください！
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M – ステ

（文：まちづくり課  工藤知美）

　持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、併せて行う業務効率化の取組に要
する経費の一部を補助する制度です。

補助上限：［通常枠］ 
［卒業枠］ 
［創業枠］ 

　５０万円　　   ［賃金引上げ枠］ ２００万円
２００万円　　   ［後継者支援枠］ ２００万円
２００万円 　　  ［インボイス枠］ １００万円

補  助  率： ２／３（賃金引上げ枠のうち赤字事業者については３／４）

対象経費： 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費（オン
ラインによる展示会・商談会等を含む）、旅費、開発費、資料購入費、
雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 詳しくはここから→

小規模企業経営力向上事業費補助金  第 2 次募集（6/10 ～）
　新サービス・新商品を開発したい、新たな顧客を開拓したいなど今までとは異なる需要開拓や生産
性向上を補助する制度です

補助対象事業：  以下の要件のすべてを満たすもの

１ 自社がこれまでに行ったことがないもの又は既存のものを大幅に改善するもの
２ 新たな需要の開拓又は生産性の向上を目指して行うもの
３ 経営革新計画の承認取得を目指す３年間の経営ビジョンを策定した上で行うもの

補助内容：
 ・補助率 ２／３ 以内
 ・限度額 50 万円

募集期間： １次 令和４年４月１日（金）～５月 20 日（金）
２次 令和４年６月 10 日（金）～７月 22 日（金） 詳しくはここから→

事業再構築補助金  第 6 回申請（5 月下旬～開始予定）
　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。
　「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。

申請期間： 5 月下旬～ 6 月 30 日（木） 詳しくはここから→
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　三島市では中心市街地を歩いて楽しめる「ウォーカブルな街」を目指した地域振興や企業集積中期的な戦略
を盛り込んだ計画を策定しました。
　計画の対象は三島駅、三島広小路、三嶋大社を結んだエリア及びその周辺で、エリア全体のリノベーション（エ
リアの使い方を変えていくことで新たな価値を生み出していく）を推進し、そこに関わる市民の質の高い暮ら
しの実現と三島駅南口からなど、エリア内の回遊性を図るものです。
　今後は今回策定した１５の戦略を実行に移すため、各プレーヤーが参画する
プラットホーム「まちなかリノベーション研究会」を創設し事業推進していき
ます。                                                                      （文：まちづくり課  石渡智英）

ホタルまつり（源兵衛川の蛍）一番町ホタルまつり

ま ち づ く り

今年はホタルウィーク開催‼︎
せせらぎとホタルの幻想的な空間を感じませんか？

「歩いて楽しめるウォーカブルな街へ」
三島市まちなかリノベーション推進計画を策定しました！

＊一番町ホタルまつり

＊リバーサイドほたるby芝町

６月４日（土）

【時間】
【場所】

１６時～２０時分
白滝公園

＊リメンバー六反田

＊三島ホタルまつり

（文：まちづくり課  大房起子）

６月11日（土）

【時間】
【場所】

１３時～２０時
楽寿園（入場無料、１７時以降正門からは入園

不可）、源兵衛川（ホタルの鑑賞）

※イベント開催については、状況により変更・中止になる場合もあります。

【時間】
【場所】

１５時～２０時３０分
三島商工会議所 
１階 ＴＭＯホール

【時間】
【場所】

１７時３０分～２０時４５分
広小笑栄通り（歩行者天国）

推進計画はこちら→
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社会人基礎教育セミナー  開催 みしま大通り商店街まつり歩行者天国
直ぐに役立つビジネスマナーを学ぶ

令和４年度青年部会長挨拶   令和４年度スローガン  「みんなでジャンプ！  ～新しい水平線を見に行こう～」

笑顔あふれる！

令和４年度第１回定時会員総会開催
～小野会長年度が始動～

　三島商工会議所では
管内中小企業の人手不
足対策・人材育成を目的
に新入社員、中堅社員
を対象とした「社会人基
礎教育セミナー」を４月
１３日（水）、３８名の参
加により開催しました。
昨年は新型コロナの感染拡大を考慮し、オンデマンドによ
るネット配信となりましたが、やはりリアルに受講したいと
いう要望に応え、感染対策を徹底して実施しました。
　講師は、全日本空輸株式会社にて最重要顧客ＤＩＡＭＯ
ＮＤ会員専用カウンターのサービス責任者、教育訓練イン
ストラクターを務め、７年間で１００万人以上のお客様にサー
ビスを行った経験をもつ桑野麻衣氏が務めました。
　また、今回はビジネスマナーの他に、第２部として若者に
多いい消費者トラブルを未然に防ぐ 「消費生活出前講座」、
第３部として活字離れが危惧される中「日本経済新聞の読
み方」をセミナーに加え多角的に社会人の基礎を学んでもら
いました。                （文：経営戦略アドバイザー  小川雄司）

　５月５日（こどもの日）
に「三島大通り商店街まつ
り歩行者天国」を開催しま
した。
　会場の三島広小路駅踏切
から大社西交差点までが歩
行者天国となる本イベント
は、コロナ禍で規模が縮小
となったものの、主催のまつり実行委員会では、一方通
行の呼び掛けや消毒液を設置し、各出店店舗でも感染対
策を徹底したことで、あちこちで笑顔があふれるイベン
トとなりました。                （文：まちづくり課  坪内美奈）

多くの人で盛り上がりました新入社員の心がけ等を説明する桑野先生

　私は三島 YEG が好きです。三島 YEG に集う仲間が好きです。「面白いこと思いついたから、とにかく皆でやってみよう」そんな気持ちに溢
れている仲間たちと過ごす時間が大好きです。共に仲間と過ごす時間の中で、自分も成長したり、仕事のチャンスをもらったり、友達になったり、
喧嘩したり、色々ありました。きっと皆さんも同じだと思います。
　一方で、一昨年から続いている新型コロナウイルス感染症の拡大の中で三島 YEG の活動も修正、縮小を余儀なくされています。そんな状況
もあって、「面白いこと思いついたから、とにかく皆でやってみよう」そんな気持ちに溢れる仲間が少し減った気がします。悲しいけれど、これ
も現実です。
　しかし、下ばかり見てはいられません。幸いにも三島 YEG には今年は静岡県連主管、令和 5 年には関東ブロッ
ク主管という、きっかけがあります。
そんな現状を踏まえて、打開策・組織活性策として私が考えた方針は４つです。
①実施する事業を限定して、それに大人数で取り組む。
②静岡県連事業は関東ブロック大会のパイロット事業と位置づける。。
③若手の自発的な成長を目指す。
④実力のある年長者の背中を最後まで見せてもらう。
チャレンジできないような状況は三島 YEG らしくないと考えています。まずは現状打破・組織活性のために、組織
作りでチャレンジしました。施した策はすべて、大好きな三島 YEG が今後 10 年自由と元気を失わないためです。
　思いを込めて！　みんなでジャンプ！！
　　新しい水平線を見に行こう。きっと、みんなとなら楽しい！

一方通行化で感染対策 天候に恵まれた１日でした

全ての議案が承認されました

青年部集合写真

令和４年度会長
小野大和

青年部

　４月２６日（火）にみしまプラザホテルに於いて令和４年度第 1 回定時会員総会を開催
しました。
まだまだ新型コロナウイルス感染拡大に予断を許さない状況下のため昨年同様、来賓の縮
小や近隣単会やＯＢ会の皆様にお集まりいただけない総会ではありましたが、全ての参加
者に事前に抗原検査を実施してもらうなど、万全の対策をとった上での開催となりました。
　小野会長はあいさつで、今年度は令和４年度の静岡県連主管・次年度は関東ブロック
主管と重要な年が続く。そのような時だからこそ、これまで以上に単会のメンバーが結束し、
困難に立ち向かっていこうと挨拶をしました。

　議案については全て満場一致で承認され、正式に小野会長年度がスタートしました！  
（文：経営支援課  池谷太郎）
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令和４年度上期会費納入のお願い

職場におけるパワハラ対策　大丈夫ですか？

　６月 10 日（金）に上期会費の口座振替を実施します。
　口座振替をされていない場合は、納入通知書を送付しますので、銀行振込もしくは会議所窓口へ直
接お支払いをお願い致します。
　なお、口座・代表者・事業所所在地等の各種変更がありましたら総務課までご連絡下さい。

　改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法）により、中小企業においても
職場におけるパワーハラスメント防止対策が 4 月から義務付けられました。
　しかしながら、パワハラ防止法の認知は不十分で、どのように対応したら
いいのか解らないとの声が寄せられています。このような課題を解決するた
め日本商工会議所は「ハラスメント対策 BOOK」を作成しました。ハラスメン
トの定義から防止に向けた措置、ハラスメント発生後の対応策、公的な支
援策に至るまでわかりやすくまとめています。
　当所にも用意してありますので、是非ご一読いただき職場におけるハラス
メント対策にお役立てください。

（文：総務課  経営戦略アドバイザー  小川雄司）

ご協力お願いします

　三島商工会議所女性会では、社会貢献事業として使用済み切手・書き損じハガキの収集・提供、エコキャップ
回収運動を行っています。是非、ご協力をお願いします。
　収集した切手やハガキは「小さな親切運動」静岡県本部を通じて、途上国幼児教育の質の改善事業の支援等に
活用されます。　　 
　エコキャップはリサイクルされ、収益が発展途上国の子供たちのワクチン接種に活用されます。

（文：総務課  経営戦略アドバイザー  小川雄司）

使用済み切手・書き損じハガキ・エコキャップを
収集しています

収集した使用済み切手と書き損じハガキ みんなが持ち寄ったエコキャップ

ハラスメント対策 BOOK

女性会
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当所では４月１日より、これまで紙書類により行っていた決裁業務等をデジタル化し、DX 推進及び経費削減に
取り組んでいます。業務の仕組みを新たに変える事により、これまで当たり前に思っていた業務を再構築する
機会となりました。引き続き業務改善に繋げていきたいと考えています。

パソコン画面に表示されている内容の一部を切り取って印刷したり、説明文を付け加えたり、そんな時に便利
な機能「切り取り＆スケッチ」をご紹介します。Windows パソコンでしたら標準機能になっています。

どこから起動してよいかわからない方は、 検索機能で「切り取り」と入力してみてください。

富士フイルムの「DocuWorks」にオプションの「トレイ２」を追加する事で、これまで紙で行っていた業務を
デジタル化しました。

１）

２）

３）

「３秒後」または「10 秒後」に切り取りができる。
ドロップダウンのメニューまで切り取りたい時に便利です。まさに右図のように。

左図は、マーカー例です。
このまま印刷やコピーして Excel 貼り付けもできます。

ただし、画像の著作権侵害など禁止事項はしないよう
に注意して便利に利用したいですね。

切り取りパターンを選んで切り取りができる

簡単なマーカーやトリミングなどの編集をして保存、コピペができる。

←左から「四角に囲む」「任意で囲む」「画面選択」「全画面」です。

課題もありますが、職員でアイデアを出し合いながら、その都度改善していき運用に支障をきたさない様に進
めていきます。

ドキュワークス上では、まるで自分の机のようなプレ
ビュー画面で書類を管理できます。

ドキュワークスのオプション機能「トレイ２」では、
自分宛の書類が来るとアイコンに通知がきます。

決裁の流れをデジタル化

【このアプリの良いところ】

執筆 : 当所理財情報部会  幹事  梶山康行氏
㈱ アイティエス代表取締役社長

DX 推進　   当所の決裁業務をデジタル化で業務改善

デジタルコラム

（文：まちづくり課  大嶋孝博）

プリントスクリーンより便利！
「切り取り＆スケッチ」を ご存知ですか？
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　当所環境委員会では、会員事業所同士で不用品を譲り合い活用する「三
島リユースプロジェクト」を発足しています。
　自社では不要な備品類が、他社にとっては再利用できる備品類もあり
ます。当プロジェクトではマッチングを図り、会員のＳＤＧｓを応援し
ます。
　既に、２１品目の登録があり、６件のマッチングが成立しています。
　会員皆様からの出品、再利用をお待ちしています！

　働いている人のための職業訓練です。 事業所の生産性向上を目的とした静岡県の職業訓練です。 「今の仕事
をより充実させるため」、「新しい仕事に取り組むため」、 「資格取得のため」、「社員教育のため」、みなさまのス
キルアップや、 キャリアアップを静岡県がお手伝いします。

まずはホームページを覗いてみましょう！

気軽に SDGs　会員同士でリユース！
三島リユースプロジェクトに出品、再利用しましょう

【静岡県の在職者訓練】
次世代のものづくりに対応した技術を学ぶ

スキルアップ研修２０２２のご案内

健 康 コ ラ ム
　DHA や EPA という言葉を聞いたことがある人は多いかもしれませんが、何となく健康に良い成分であることは
知っていても、しっかり理解出来ている人は少ないかもしれません。ということで今回は青魚に多く含まれる DHA
や EPA についてのテーマとします。
　まずは、その前段階として脂肪酸について説明致します。脂肪酸とは、炭素・水素・酸素分子などが特定の構
造で結びついた化学物質のことですが、簡単に申し上げると「脂」のことです。植物にも含まれますし、お肉やお
魚にも含まれます。それぞれの脂によって、どのような脂肪酸が含まれているかは異なります。それぞれの脂には
良い面もあれば、悪い面もあります。絶対にこれが体に良い・悪いということはなく、また体に良いとはいってもい
くら食べても良いわけではありません。一般的に体に悪いと言われやすい「脂」に、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸
があります。肉、乳製品、卵、加工食品・インスタント食品・お菓子などに含まれていることが多く、摂りすぎる
と血管の硬化などを起こしやすくなると言われています。
　また一般的に健康に良いとされるのが、不飽和脂肪酸です。化学構造によってオメガ 3 系、6 系、9 系などと呼
ばれることもあり、オレイン酸・リノール酸・リノレン酸・ドコサヘキサエン酸（DHA）・エイコサペンタエン酸（EPA）
などとも呼ばれます。この DHA と EPA が特に青魚に多く含まれているとされ、サプリメントとしてよく市販されて
おりますが、実はお薬としても処方されています。中性脂肪を低下させる作用がメインではありますが、他に抗血
小板作用（= 血液をサラサラにする作用）もあり、臨床の現場でもよく使われます（特に脳梗塞の患者さんに対して）。
私も中性脂肪が高めであり、試しにそのお薬を 1 週間内服してみたところ、鼻血が出やすくなり、血液がサラサラ
になっていることを実感しました（もちろん中性脂肪の低下もあり）。
　このコラムを読まれている中性脂肪が高い方で、普通のお薬を内服するのには抵抗がある
けれど、青魚の脂を凝縮してつくったお薬なら抵抗なく内服出来そうという方は、内科外来
の受診をおすすめさせて頂きます。

　医療法人社団　親和会
　西島病院　副院長　大石　渉　

『DHA と EPA は中性脂肪を減らす脂』

（文：まちづくり課  石渡智英）

（文：まちづくり課  石渡智英）

三島リユースプロジェクト

研修詳細や日程・
申込はこちらから

3D-CAD-CAF ３Ｄプリンタ活用５軸制御マシニングセンタ加工技術

ＩＯＴ技術の活用 ドローン活用シーケンス制御　オフィス系ソフト

コンピュータ制御機 ホームページ作成
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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

特別仕様車
“Cherished Touring”

 詳しくはこちら

CT200h   特別仕様車

“Cherished Touring”
なんでもない日も特別な日も、一緒にいてくれてありがとう。

普段は照れくさくて言えない想いを、さりげなく込めて。

上質なインテリアと、こだわりのツートーン。

大切な人との日々を彩る一台で、次はどこへ行こう。
車両本体価格 円  2WD（FF）
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