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みしま会議所ニュース

特集／三島秋まつり

「粋な雑貨作り」
への取り組みで
「Ｍ−ステ大賞」
を受賞された
株式会社山本食品 山本 豊社長
作り手（工業）
と売り手（商業）
で同じ喜びを分かち合う

Ｍ-ステ大賞に輝き受賞される山本社長
至裾野市街

三島駅

県道21号線
三島市民文化会館●
楽寿園●

門前茶屋

●三島商工
会議所
●白滝公園

門前せせらぎ店 県道51号線

大社の杜みしま

「鯔背家」
三嶋大社

創業明治 38 年。本業はわさび漬の他、
わさび関連食品の製
造・販売を行っている山本食品さんは、
みしま経営支援ステー
ションＭ−ステの支援を受けて、優れた「技術や製品」
「商品」
「サービス」等の取り組みを実践され、
地域の事業所の活力を
引き出すビジネスモデルを表彰する
「Ｍ−ステ大賞」に見事輝
きました。
事業テーマは「町工場発こだわり雑貨３ｃｃブランドｉｎ
鯔背家」
。
異業種間のネットワークを通じて知り合った、数多くの「町
工場」の職人が持っている繊細で高い技術に惚れ込み、
普段は
消費者が目にしない日常的な身近な商品が作れないものか」
そんな思いで始まった取組みです。
山本社長からは「町工場の技術で、
何が作れるかを作り手と
売り手が一緒になって考え、同じ喜びを分かち合える取り組
みが評価されたことをうれしく思います。
」と感激の言葉をい
ただきました。
今後も山本社長の“商工二人三脚”の取り組みは続いていき
ます。
【問合せ先】
本社：三島市御園 103−2 ☎982−0892
大社の杜みしま「鯔背家」
三島市大社町 18−52 ☎971−3939
（代表）
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ロゴマーク説明＞

三島のＭの文字をベースに赤・青・黄でそれぞれ、情熱、地域、未来を表現。
三島から日本を元気にという思いとサポート（支える）と人と人との繋がり、
上昇するという意味合いを込めています。

特

集
三島商工会議所青年部主催

〜三 島 秋まつり〜

『禊ぎ・三嶋大社新嘗祭・ゑびす参道夢まつり』開催!
三島商工会議所青年部では、１１月２２日（土）・２３日（日）・２４日（月）の３日間に渡り、『三島商工会
議所青年部〜三島秋まつり〜』を開催します。
当イベントは、平成２４年度に下田街道で開催した『ゑびす参道夢まつり』と三嶋大社新嘗祭に併せ開催した
『三嶋大社新嘗祭・野菜宝船の奉納』をきっかけに始まり、平成２５年度には１１月１７日から２４日までの２週
に渡り『三島秋まつり』と名付け開催しました。
本年度は、三島市が主催する『三島フードフェスティバル』や『全国コロッケフェスティバル』との相乗効果も
期待される中、２２日から２４日に中心市街地で開催される各種イベントを総括し『三島秋まつり』として開催さ
れます。是非、ご家族ご友人をお誘いあわせ
の上、ご来場ください。

禊 ぎ・新 嘗 祭・宝 汁・宝 分 け
◎

禊ぎ・御輿行列

◎

箱根西麓三島野菜の宝船奉納・展示

◎

宝汁（たからじる）

◎

宝分け
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＊開催日：１１月２２日（土）
＊会 場：瀧川神社〜三嶋大社
＊内 容：ＪＡ三島函南青壮年部と連携し、１０月に三嶋大社の権禰宜
を招き、正式な禊ぎに関する研修会を開催します。その後、２２日に
は、瀧川神社にて正式な禊ぎを行い清めた身体にて新嘗祭に奉納する
野菜を御輿に載せ、神社から三嶋大社まで行列を組み運びます。

＊開催日：１１月２３日（日）
＊会 場：三嶋大社境内・芸能殿
＊内 容：ＪＡ三島函南青壮年部との共同企画運営により、農家の方々
が丹精込めて育てた野菜を使い２２日（土）に宝船に盛付をし、２３
日（日）の三嶋大社新嘗祭に併せ奉納をします。青年部特製の木製宝
船に色鮮やかな地元の野菜を盛り付け芸能殿に飾ります。三嶋大社を
訪れた皆様の絶好の記念撮影ポイントとなること間違いなしです。

＊開催日：１１月２４日（月）
＊会 場：三嶋大社境内
＊内 容：三嶋大社新嘗祭の野菜宝船奉納に使用した野菜を使い、地元
高校生や大学生が作った野菜汁である宝汁を無料で配布します。昨年
度は、大好評につき約１,８００食が振るまわれました。今年も学生
たちが作るオリジナルの宝汁にご期待下さい。

＊開催日：１１月２４日（月）
＊会 場：三嶋大社境内
＊内 容：１１月２３日の新嘗祭で奉納した野菜宝船から野菜を下し、
一般市民の皆様へ無償で配布します。ご祈祷頂いた野菜を是非ご家庭
に持ち帰り料理として味わって頂きたいと思います。

新規イベント
◎

みしまの宝を探し出せ！？

＊開催日：１１月２４日（月）
＊受 付：１０：００〜１４：００
＊会 場：三嶋大社境内
＊募集数：先着３００名（小学生以下対象）
＊内 容：文化と感謝をテーマに、クイズを解きながら三嶋大社の歴史を学び、スタンプラリー形式で５箇所
のチェックポイントを回ります。全てのチェックポイントでクイズに挑戦し、全問クリアで秘密のお宝をプ
レゼントします。

ゑびす参道夢まつり
◎

地域密着パフォーマンス

◎

門前夢市

◎

富くじ

＊開催日：１１月２４日（月）
＊会 場：下田街道
＊内 容：今回は、エフエムみしま・かんなみ（ボイスキュー）
とコラボ
レーションし、事前告知や音楽・パフォーマンスの司会進行、
門前夢
市や宝汁・宝分けの現地生中継を行います。
好評頂いているバルーン
アートや紙芝居、マジック等のパフォーマンスに加え、
子供たちが喜
ぶイベントを盛り込むことも検討しています。

＊開催日：１１月２４日（月）
＊会 場：下田街道
＊内 容：三嶋大社の門前通りである下田街道で開催される第３回ゑ
びす参道夢まつりに３５店舗程の地元や近隣の名産品を集めた露店
が並びます。普段手に入り難い逸品も揃います。
また、本年は、地元の大学生による起業家体験プログラムである
『Ａ･ＺＥ･ＫＵ･ＲＡプロジェクト』から学生プロデュースの４店舗
が初出店し会場を盛り上げます。学生の斬新なアイデアにご期待下
さい。

＊開催日：１１月２４日（月）
＊会 場：下田街道
＊内 容：折込みチラシに付けた「富くじ」を先着１ , ０００名に実施し
ます。当りクジは、ゑびす参道夢まつり門前夢市で利用できる
「ゑび
す券」を配布します。もし外れが出ても駄菓子がもらえます。

その他のイベント
◎

１１月２３日開催の三島フードフェスティバル2014（「この祭り乱れ咲き」・「楽寿の森商店街」・「芝本
町商店振興会イベント」（以上、楽寿園）、「昔なつかし学校給食」・「三島ブランド販売」・「うまいもの
市」（以上、ＴＭＯホール）、「三嶋大社新嘗祭」・「出張！健幸鑑定団」（以上、三嶋大社）、「大社の杜
みしまイベント」（大社の杜）、「食育ヘルシーメニュー」（プラザホテル）等と１１月２４日開催の「ゑび
す参道夢まつり」（下田街道）、「全国コロッケフェスティバル」（以上、三嶋大社）等のイベントが“三島
秋まつり”の名の下、一体となり市内中心市街地を会場に開催されます。

＊イベント詳細は、こちら→

青年部 HP http://www.mishima-yeg.jp/
三島市 HP https://www.city.mishima.shizuoka.jp/foodfes/
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インフォメーション

M−ステ ニュース
地域社会に貢献できる事業所として、広く発信!!
みしま経営支援ステーション 第１回「Ｍ-ステ大賞」決定!!
Ｍ- ステの支援を受けて、積極的に事業展開している事業所の優れた
「技術や製品」
「商品」
「サービス」
等の取り組
みにより、地域の事業所の活力を引き出すビジネスモデルを表彰する「Ｍ- ステ大賞」
に１９件の応募をいただきま
した。選考審査会にて
「Ｍ- ステ大賞」
「Ｍ- ステ優秀賞」
「Ｍ- ステ創業大賞」を決定し、１０月２日
（火）
に稲田会頭よ
り各受賞者へ賞状楯、副賞を贈呈致しました。当日は｢靴下屋を成功に導いた経営哲学」と題したタビオ㈱越智直
正会長の記念講演会も開催しました。
受賞者の取り組みを紹介しますので皆様の経営力向上の参考にしましょう。

「町工場発こだわり雑貨３ｃｃブランドｉｎ鯔背家」
株式会社山本食品 【代表者】代表取締役社長 山本
豊
【所在地】三島市御園 103-2 ☎ 982-0892
食品製造販売業
【概 要】町工場の主となる業務は最終製品や完成形を製作するのではなく、
完成形に使われる一部の部品を制作・供給する、
いわゆる下請工場
「切削・
研磨・形成・印刷」といったひとつの加工を専門に請け負っている場合が
ほとんどです。ただ、だからこそ、その技術はとても高くて繊細で丁寧
「彼
ら職人の持つ技術で、日常的な身近な品が作れないものか？」
そんな思い
の元で始まった「町工場発こだわりの雑貨作り」です。

Ｍ-ステ
大賞

各受賞者、
市長・会頭と写真撮影
地域資源を活用した人材育成事業
〜地域の中で「学び続ける人材」
「働き続ける人材」
「関わり続ける人材」の育成をめざして〜
Ｍ-ステ優秀賞
ＮＰＯ法人リベラヒューマンサポート 【代表者】理事長 三好 徹史
【所在地】三島市本町 9-3 ☎ 972-4344
【概 要】ひきこもり・ニート・障がい者・生活困窮者等、就労や自立が難しい人々が自らの力で就労（自立）
し、
地域
経済の担い手になることを支援します。
１．相談事業…支援対象者（家族）に対する相談・カウンセリングを実施。状況の把握とともに適切な支援プログ
ラムの作成、支援場所の選定への誘導を行います。
２ . キャリア形成支援…高校卒業資格の取得､ビジネスマナーやソーシャルスキル習得支援を行います。
３．就労支援事業…就労・自立に向けた「切れ目のない支援」
「包括的な支援」
を行います。
①就労体験（職場見学） ②就労訓練 ③就労支援 ④フォローアップ

野菜の風味を抑え、野菜嫌いの消費者にも食べやすい、
水戻し不要の箱根西麓三島野菜を練り込んだ麩の製造販売
Ｍ-ステ優秀賞
三島食品株式会社 【代表者】代表取締役 伊丹 眞人
【所在地】三島市南二日町 27-38 ☎ 975-1220 製麺･製麩の卸売
【概 要】箱根西麓三島野菜の規格外品の効率利用を考え、にんじんジュース等からとれる残渣を練り込み、食物繊
維を豊富に取り込んだ麩を製造。特徴は、
「水戻し不要」
そのまま味噌汁に入れれば戻る。添加物等一切使用して
いない。富士・箱根山両水系の天然水を使用。当地三島の豊かな自然が生んだ地場産品です。食べた時のもちっ
とした食感が魅力で、腹持ちが良く、ダイエット中の方や高たんぱく低カロリーな食品を摂取したい方に最適です。
スマホホルダー「オリバー君」の世界規模の拡販を目指す
オリバーラボ株式会社 【代表者】代表取締役 皆川 裕二
Ｍ-ステ創業大賞
【所在地】三島市一番町 18-25-908 ☎ 981-4185
携帯アクセサリー製作販売
【概 要】東日本大震災を機にクールビズが強化され、自分自身やサラリーマン等が胸ポケットから携帯電話が落
下し、画面が割れてしまったり、重さでだらしなく垂れ下がり、不恰好になっていることを目の当たりにしてい
た経験から、胸ポケットから簡単に出せるけど、落ちないスマホホルダー｢オリバー君｣を約２年間の試行錯誤を
経て開発しインターネットで販売。｢オリバー君｣は、世界初の服につけるスマホホルダーです。
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第７期三島ブランド審査会で新たに３品目が認定
第３期三島ブランド認定品で６品目が更新
平成２１年度から実施している三島ブランド認定事業も第７期を迎え、４品目の申請の中から三島ブランドに
ふさわしい品を厳選し、３品目を認定しました。
１０月１日（水）に行われた認定審査会は鈴木副会頭（まちづくり委員会委員長）をはじめとした多方面の専
門家を審査委員とし、申請者の説明に加え申請品の試食等を行い審査致しました。審査委員は三島らしさや認知
度、味など様々な側面から評価し、下記品目を三島ブランドとして認定いたしました。
また、３年経過し更新時期を迎えた第３期認定品（平成２３年認定）８品目の内、６品目を更新しました。
これにより三島ブランドは５１品目となりました。

ギュッとまるごとにんじんジュース/（株）東平商会

みしまフルーティキャロット/ 石渡食品（有）

三島トマト/ 三島函南農業協同組合

第３期三島ブランド認定品で更新された６品目
№

認定品

事業所名・団体名

№

認定品

事業所名・団体名

1

箱根三島ポーク

（株）箱根ヘルシーフーズ

4

三島ブロッコリー

三島函南農業協同組合

2

日の出たまご

（株）箱根ヘルシーフーズ

5

三ツ谷白菜

三島函南農業協同組合

3

三島七草

三島函南農業協同組合

6

三島の雲助カレー

ハートフルダイニング おんふらんす

三島商工会議所

calendar

10 月
15日
16日

水
木

17日
18日
20日
21日
22日

金
土
月
火
水

24日
26日

金
日

27日
28日
30日

月
火
木

18：00 経営者パワーアップ講座③
（当所）
9：30 まちづくり委員会
（当所）
18：00 ３ D プリンター体験講座①
（高専）
18：00 ３ D プリンター体験講座②
（高専）
11：00 三島バル
13：30 常議員会
（TMO ホール）
19：00 わかば経営者塾
（当所）
8：30 女性部視察研修
（東京方面）
沼津青年部 OB 会との合同ゴルフ大会
（沼津ゴルフ）
13：30 女性部役員会 18：00 ３ D プリンター体験講座③
（高専）
9：00 第 202 回珠算検定試験
（当所）
11：00 ハロウィンパレード in みしま 2014（大通り商店街）
10：00 第 5 回組織基盤強化特別委員会
（当所）
13：30 工業部会幹事会
（当所） 14：00 経営革新セミナー
（当所）
18：00 経営者パワーアップ講座④
（当所） 19：30 商業部会幹事会
（当所）

11 月
毎週火・木曜日開設
M- ステ専門アドバイザー
相談窓口（要予約）

1日
3日
4日
6日
13日
14日

土
月
火
木
木
金

たのしいそろばん大会
11：00 大通り歩行者天国
19：00 わかば経営者塾
（当所）
静岡県商工会議所女性会県内交流会
「焼津大会」
14：00 企業体質強化セミナー
19：00 わかば経営者塾
（当所）
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会員お知らせ

三島で飲食・宿泊された方 対象

平成２６年１０月１日（水）〜 12 月３１日（水）
【期間限定】

ＪＲ三島駅入場券分キャッシュバックキャンペーン
三島商工会議所では、飲食・旅館業部会が中心となり、「ＪＲ三島駅入場券分キャッシュバックキャンペーン
（正式事業名：三島駅南北口利用者誘客事業）」を実施します。
現在、ＪＲ三島駅には南北を行き来する自由通路がないため、反対側へ出る場合、迂回をするか、駅入場券
（１４０円）を負担し改札内を通る必要があります。そこで、三島商工会議所では、飲食店・旅館の事業者が入
場券代を負担することで、南北の往来を活性化させ駅周辺の賑わいを創出することを目的に、誘客の仕組みを構
築しました。

手 続 き

参加飲食店・宿泊施設は三島駅の入場券の領収書を提出した来店者に
１４０円のキャッシュバックを行います。

イメージ図

③入場券の領収書を引渡

来

店

者

①三島駅を入場券で通過
②参加店で飲食または宿泊
参加店舗

参加飲食店・宿泊施設
④キャッシュバックを行う

全 32 店舗
（10 月1日現在）

【文教町】東横イン富士山三島駅
【一番町】キッチンピコちゃん、おでん・串揚げ ふたつめ、ラビアンローズ、
源氏、のあき中華飯店 駅前店、香香飯店、直よし
【一番町・駅前通り名店街】こりん、みどり、さふらん、よし久、小料理 綾、
鳥福、鉄板屋JIN、雪岳、スナック サンシャイン、スナック 輪、笠縫、
カネサシ、エストレージャ、はんじろう、酒処西島、いろ鳥
【芝本町】ロザート、ハートフルダイニング おんふらんす
【本 町】高田屋、旬彩 さん太、和風レストラン 呉竹、みしまプラザホテル
【広小路町】桜家
【中田町】お食事処 松韻

『エコドライブ＆安全運転講習会』参加者募集
三島市と三島商工会議所では、地球温暖化防止活動及び交通事故防止の一環として、安全運転と燃費を向上さ
せて二酸化炭素の排出を抑える『エコドライブ＆安全運転講習会』を開催します。
日本自動車連盟（ＪＡＦ）の協力により、エコドライブとなるアクセルワークや走行パターン、「追突」「出
会い頭」「右左折時衝突」など事故形態別の注意点や危険予知等について勉強する講習会です。
この機会に、社員の安全運転の啓発や、ガソリンの節約となる運転技術を学んでみませんか。
日
時
会
場
対 象 者
定
員
参 加 費
講
師
申込み先
締
切
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平成２６年１１月１９日（水） １３：３０〜１５：００
三島市生涯学習センター ５階
普段自動車を運転する方
３０名程度
無 料
日本自動車連盟（ＪＡＦ）職員
三島市環境政策課 ９８３−２６４７
平成２６年１１月１０日（月）

青年部主催『第６回経営ラボ公開講演会』開催！

青年部ニュース

青年部商売繁盛委員会では、９月２４日（水）１８：３０より三島市民文化会館小ホールにて「第
６回経営ラボ公開講演会」を稲田会頭をはじめ約３１０名の来場者を集め開催しました。
「夢 COMMUNICATION」をテーマに、第一部では最強の組織構築請負人としてご活躍されて
いる小西正行氏をお迎えし、ご自身の失敗談等も交えながら夢を叶える強い意志を持ち続けることや
人と人とが繋がる事の大切さを学びました。また、第二部では、居酒屋甲子園の仕掛人で居酒屋てっ
ぺん創業者の大嶋啓介氏から独自の朝礼を実施することで従業員のモチベーションがどう向上したか
や、学校教育現場への応用に
ついて映像等を交えながら分
かりやすくご講演頂きました。
参加者からは、「今後の自社
の経営に大変参考になっ
た。」との声を多く頂きまし
た。

小西正行氏

堀江会長挨拶

稲田会頭挨拶

大嶋啓介氏

観客も参加

エコキャップの回収にご協力ください！

女性部ニュース

女性部では、５年前からエコキャップ推進運動に取り組んでいます。
女性部会員はもちろん、当所会員事業所からエコキャップを回収しています。また、当所会館の自
動販売機横に回収箱を設置し、一般の人にもＰＲしています。
回収したエコキャップはＮＰＯ法人エコキャップ協会に送付し、そこからワクチン寄贈団体である
認定ＮＰＯ法人「世界の子どもにワクチンを」日本委員会に寄付されています。
当女性部でこれまでに集めたエコキャップは約
１９万個にもなり、ポリオワクチンに換算すると、
２２０人分になります。
皆様の熱心な活動により、世界の子どもが救わ
れています。今後も、ぜひご協力ください。

青年部・女性部入会にご興味ある方は事務局
（三島商工会議所 青年部・女性部
担当／電話 055-975-4441）までご連絡下さい。お待ちしております。
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写真で見る活動報告

事業報告

第１７回街中がせせらぎウォークぶらり〜
２５８２名が三島のまちを巡る
毎年夏恒例の「街中がせせらぎウォークぶらり〜」ですが、本年は９月１３日（土）に開催しま
した。
県内外の参加者は歴史名所や水辺スポットなどを散策し、協力団体によるおもてなしイベントな
どを楽しまれました。また、スタートで配布された「商店街で使える当日限定ちょこっとサービス
券」や「三島うなぎ横町のおもてなしチラシ」も多くのウォーカーが利用されました。
当日は好天に恵まれ、２５８２名が参加され、大変好評のうちに終了しました。
（文：まちづくり課

宇水

淳）

夢に挑戦！ 目指せ起業家！「創業応援塾」
創業を検討または予定している方を対象に、創業に至るまでに必要な知識等を習得する「創業応
援塾」を９月１３日（土）・１４日（日）・２０日（土）・２１日（日）の４日間コースで開催し
ました。
受講者は３３名で、創業の心構えと事業企画の基本、基礎知識、事業計画書の作成、マーケティ
ング、資金調達といった内容を習得し、それぞれが創業に向けて走り出しました。
初日にはＯＢの方たちを交え、交流会を行うことによって情報交換やネットワークづくりが図ら
れ、大変有意義な研修となりました。
（文：経営支援課

真剣に取組む受講者
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修了証書の授与

土屋直子）

経営者パワーアップ講座

第１、２日目を開催しました

今年度のプレミアム企画である「経営者パワーアップ講座」。若手経営者や後継者を対象に、経営者と
しての資質を高める事を目的に、限定１５名で開催しました。
「私の経営哲学」をテーマに９月１６日（火）は当所の稲田精治会頭（三島信用金庫理事長）、１０月
３日（金）は富士商工会議所の遠藤敏東会頭（㈱エンチョー名誉会長）を講師に迎え、普段は聴くことの
できない経験談や経営者としての考え方を聴き、受講者は熱心に耳を傾けていました。
（文：産業支援課

稲田会頭

麻谷暢恵）

遠藤会頭

新・三島のお店と名所再発見ツアーを実施しました
ひやかし歓迎商店街事業の一環として、
「新・三島のお店と名所再発見ツアー」を
９月２７日（土）、２８日（日）の２日間
実施しました。市内の名所と商店をまわり、
商店街を知ってもらうための取り組みとし
て一昨年から実施しており、各コース約２
０名、４コースで７８名の方が参加しまし
た。参加者はお店からのおもてなしを受け、
もっと多くの店を見たいと満足されていま
した。

（文：まちづくり課

市川

顕）

商売繁盛セミナー開催
９月３０日（火）に中小企業診断士の髙橋幸司氏を講師に招き、「価値負けしない店づくり」という
タイトルでセミナーを開催し、２７名が受講しました。
髙橋氏は、商売の醍醐味とは、「商売をやっていてよかったな」という感動を味わうことで、醍醐味を
体験した後には、必ず客数が増えたり、商品が沢山売れることが起こると言われました。そして「あなた
の店がないと困っちゃう」と顧客に言わせ
る、存在価値で負けない店づくりのポイン
トを、マーケティングの観点から事例を交
えながら紹介して頂きました。
高橋氏には１０月から「繁盛店づくり支
援事業」のコンサルタントとして、三島市
内の２店舗に４ヶ月間のコンサルティング
を行って頂きます。コンサルティングの様
子については随時発信していきます。
（文：まちづくり課

宇水

淳）
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会 員

さ ん

このコーナーでは、
会員企業の中から特徴ある
事業を展開している企業を紹介します。

「㈱スギナシステム」

家族の思い出を電子データ化
「おもいでぶっく」
始めました

「おもいでぶっく」
３２ページ +ＣＤ−ＲＯＭ
割引期間中につき
初回 ７ , ０００円

⇒５ , ０００円（税別）

※但し作品によっては１ページ１枚に
ならない場合があります。

冊子２冊目以降２ , ０００円（税別）

㈱スギナシステム（代表取締役 小林恵理子）さんでは、
販売管理や財務関係
のソフト開発や顧客先の開発業務要員の派遣を主な業務とし、
会社を創立し１
年が経過しました。
顧客先は法人相手でしたが、個人向けにも業務を拡大するた
め家族の思い出を電子データ化するサービスを始めました。
子供の学校の作品
（絵、
作文、
習字等）は、
成長の証として大切な思い出ですが、
増え続けて場所も取り捨てるわけにもいかないと、
困っている家庭も多いと思
います。
「おもいでぶっく」
は、
それらの思い出をスキャナーで電子データ化し、
きれい
な冊子とＣＤで保管する新たなサービスです。子供の作品以外にも個人の趣味
の作品集として絵手紙や絵画等、
電子データ化の範囲は拡がっていきます。
至三島
家族の大切な思い出のために、
是非ご活
至国道1号線
二日町駅
森永製菓●
用ください。
藤代団地
入 口
（文：相談所長 小川雄司）
スギナ
システム

●スーパー
カドイケ

㈱スギナシステム
〒411−0833 三島市中 336−3
TEL：055−971−2088 FAX：055−971−6654
http://www.sugina.co.jp/
MAIL：omoide@sugina.co.jp

国道
136号線

大場川

●万城食品

★

伊豆箱根
駿豆線

中 島

至函南町方面

至大場駅

きっぷのルールハンドブック
最後の銭湯絵師−三十年の足跡を追う−
銭湯といえば思い出す富士山のペンキ絵は、静
岡県出身の画家が故郷を思い起こしながら描いた
のが始まりだそうです。現在、このペンキ絵を専門
に活躍している絵師はわずか２人。この２人を追
い続けた記録と、30 余年にわたって著者が手弁当
で撮影してきた銭湯のペンキ絵を紹介します。
ペンキ絵や銭湯の由来や歴史など、馴染みのな
い知識に触れられるのも楽しいのですが、何より
も著者の情熱に圧倒されます。

首都水没

土屋信行/著
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文藝春秋

町田忍/著

草隆社

土屋武之/著

実業之日本社

複雑といわれる JR のきっぷ
のルールを、その基本となる法
規に始まり、お得な利用方法か
ら天災などに遭った時の対応ま
で、初心者にもわかりやすく解
説した本です。旅先の楽しみと
旅のヒントも掲載。鉄道旅行へ
踏み出すためのガイドブックと
しても最適です。

外国人だけが知っている美しい日本

―スイス人の私が愛する人と街と自然―
ステファン・シャウエッカー/著
大和書房

外国人向け日本観光サイト
「ジャパンガイド」
を運営
東京は「自然災害リスクの高い都市ランキング」世
する群馬県在住のスイス人による著書。異邦人の立場
界第 1 位だそうです。雨が降らなくても大洪水に襲
で日本を紹介した本は多いけれど、
「観光のプロ」
とい
われるリスクがあるゼロメートル地帯、安全と思われ
ている高台にも水害の危険性があるなか、洪水への
う視点が魅力的です。外国人に人気の写真が撮れるス
備えは充分とは言えず、その危機が迫っています。東
ポット、意外に人気なテーマパーク、そんなところが !?
京はなぜこのような世界一危険な場所にあるのか。
と驚かされます。
「首都東京」の成り立ちから明らかにしていきます。
東日本大震災についても触れられていて、読みごた
また、東京の三大水害について、新たな語り部の
えがあります。震災後、欧米で最もポピュラーなガイドブ
声が掲載されています。
日本は災害と共に生きてき
ックの日本編には、東北三県に関する情報がまったくな
くなりました。そんな状況で著者は日本からの情報発信
た国であり、災害と共生して来たこれら先人の知恵
を試みます。被災地へ入り、被害の爪痕も含めて「東北
を生かしつつ災害文化を発展させ醸成させていくこ
はどうなっているのか」
を現在も伝え続けているのです。
とが強靭な国土を造ると著者は訴えます。
問い合わせ：三島市立図書館 ℡983-0880 ホームページhttp://tosyokan.city.mishima.shizuoka.jp/

その
『日本一』って
ホントにすごいですか？
全国各地を訪ねていると、
その土地ごとになんらかの
「日
本一」
があるものです。
「○○の生産量日本一」
「○○の消費
量日本一」
「日本一○○の場所にある」などなど。筆者の故
郷である和歌山県みなべ町も梅干しの生産量が日本一です。
こうした記録を集めた
「日本一ネット」
というウェブサイ
トには２０００以上の認定記録が掲載されています。
今回のテーマは、
日本一だからといって、それだけでは消
費者にとって価値があるとは限らないという話です。梅干
しの例で言えば、消費者が梅干しを買うのは日常の健康の
ためや、食欲増進のためでしょう。梅エキスは胃腸の調子
を整える効果があるともされています。いずれにせよ、
消
費者にとっての梅干しの御利益は
「健康」
です。近くのスー
パーでも日常的に手に入るものを、
あえて日本一の生産地
で買うメリットはどこにあるのでしょうか？ 品ぞろえ・
選択肢が豊富で他では手に入らない高品質なものが買え
る、
生産地だから普段と同じものが安く手に入る、
といっ
たところでしょうか。
地域に日本一のものがあることはとても素晴らしいこと
です。しかし、
消費者は
「日本一」をありがたがっているわ
けではありません。品ぞろえのバリエーションや安さなど、
「消費者にとっての価値」
を求めているのです。
それでも
「日本一なのにどうして売れないのか？」
という
質問を受けることがあります。そんなとき
「他の日本一の
ものとコラボして、
誰にもまねできないものをつくったら
いかがでしょう」
と答えています。
面白い例があります。山口県下関市の
「ひまわり」
という
会社がつくった 10 万円の杖
（つえ）です。下関商工会議所が

プロデューサーとなって、京都西陣織会館とのコラボで反
物を軸の部分に使い、弘前商工会議所を通じて紹介された
津軽塗を持ち手に採用しています。また、
靴メーカーとの
コラボで滑りにくいゴムを杖先に使いました。こうしてそ
れぞれの技を持ち寄ることで、
さらに付加価値を高めた商
品が出来上がりました。百貨店やアジアの富裕層向けの商
品として注目されています。
西陣織も津軽塗も、日本が誇る伝統の工芸品です。商品
の種類も豊富にそろえています。ただ、これからの高齢化
社会に向けた
「杖」
という市場は、
単独では参入が難しかっ
たでしょう。
「餅は餅屋」
で下関の杖メーカーがあってこそ
実現したのだと思います。この杖を使った人が、
また西陣
織の良さや津軽塗の良さに触れて、それぞれの商品の新た
な顧客になってくれる可能性は大いにあります。そこが単
なる下請けとコラボ商品との違いなのです。
市場の変化を捉えて、
新たな価値を一緒に生み出せる
「日
本一」
のパートナーを日本中から探してみてはいかがでし
ょうか？
日経ＢＰヒット総合研究所 上席研究員

渡辺

渡辺 和博

和博／わたなべ・かずひろ

日経ＢＰヒット総合研究所上席研究員。日経ＢＰ社が発行する
日経トレンディは、マーケットの動きやライフスタイルの在り方
などを視野に入れながら、「商品」と「サービス」の新しい潮流
を取り上げ紹介する情報誌。世の中のトレンドや流行、新製品・
サービスの動向など、生活に関するあらゆる情報を幅広く分析し、
紹介している。

三島商工会議所会員特典 ! 三島市民文化会館自主事業チケットのご案内
●事

業

韮山代官 江川太郎左衛門 オペラ
「坦庵 熱き心の火」

●日

時

2014 年 11月3日
（月・祝）開場 15：30 開演 16：00

●会

場

●チケット
料
金
（税込み）

●内

容

●チケット
一般発売

三島市民文化会館

大ホール

ウィーンを拠点に日本でも活躍中
小林沙羅ソプラノ・リサイタル

2014 年 12月17日
（水）開場 18：00 開演 18：45 2014 年 12月20日
（土）開場 14：00 開演 16：00

三島市民文化会館

小ホール

全席自由
（税込）1,000 円→950 円

全席指定（税込）大人 4,000 円→3,800 円
高校生以下 1,500 円→1,400 円

※高校生以下無料
（無料券をお求めください。
）

※未就学児童の入場はご遠慮ください。

韮山代官
「江川太郎左衛門」
の生涯を伊豆の国
市民の手作りによるオペラで上演いたします。
「韮山反射炉」
築造にかける“熱き心の火”を
皆さんご一緒に心の中に灯しましょう。

チケット好評発売中

市民参加型育児ミュージカル
「うまれてきてくれてありがとう」

三島市民文化会館

大ホール

全席自由
（税込）
おとな1,000 円
／こども
（小学生以下）
500 円
※チケットの割引はございません。

※未就学児童の入場は無料です。 ※０才から入場可能です。
※満２才以下のお子様のひざ上鑑賞は無料です。

ディーヴァとしての輝きを放ち
静岡県内初！市民参加型育児ミュージカル！
ウィーンを拠点に日本でも活躍中の小林沙羅と、
クリスマスイブに愛し合った二人のもとに
沼津市出身、
ウィーンで活躍の場を広げる
新しい命が誕生しました。新しい命の誕生に喜び、
そして戸惑う三人の女性の妊婦・出産の物語です。
斉藤雅昭
（ピアノ）
がおくる音楽の風。

チケット好評発売中

10月21日（火）午前9時から窓口にて販売開始
電話予約は同日午後1時から受付（TEL976-4455）

※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。 ※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。 ※売り切れの場合はご容赦ください。

お問合せ 三島市民文化会館事務室

TEL 055−976−4455
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＝ご結婚お祝いセール＝

表紙写真説明

ご結婚を機に新しい生活を
スタートする皆様へ
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。
御来店の節はこの冊子をお持ちください。
実印・銀行印・ミトメ印・ゴム印
表札ネームプレート・高級朱肉
し

しょう

どう

司章堂

↑三島駅
広小路
←

大通り

市営P

ここ

TEL（055）
975−1159
FAX 976−4185
★P 市営駐車場をご利用下さい★

か ぐ ら
友人の矢田部穂柄氏へ領布された作品。作品の箱
にも自作で面の絵が描かれている。
木台の裏底面に人形の配置に関する指示が三四

AM8：30 〜 PM7：30 不定休

三島市北田町 7-5

三嶋大社
→

田町駅
至国1
↓

郎の自筆で書かれている。

資料提供：三島市郷土資料館
撮
影：Studio Let s

未加入事業者をご紹介ください!!
当会議所は会員を募集しております。お取引先、お
知り合いで未加入の事業所のご紹介をお願い申し上げ
ます。
ご紹介をいただきましたら、職員が当所事業内容や
メリット等をご説明に伺います。
商工会議所事業が一目でわかる
ホームページアドレス▶http://www.mishima-cci.or.jp
メールアドレス▶info@mishima-cci.or.jp
2014.9.30 現在

会員数 2,672 事業所

平成２６年度下期会費納入のお願い
平成２６年度三島商工会議所下期会費の口座振替を
１１月１０日（月）に実施致します。
尚、口座振替の手続きをされていない方は、納入通
知書を送付しますので、期日までに振込又は窓口まで
ご納入をお願い致します。
ご不明な点がございましたら・
・・
☎０５５−９７５−４４４１ 総務課まで

当協議会の活動実績

〔平成 26 年 9 月 30 日現在〕

◆相談取扱案件 868 社 ◆再生計画策定支援案件 329 社

静岡県経営改善支援センターよりお知らせ

認定支援機関（税理士・会計士・中小企業診断士・金融機関など）の皆様へ

経営計画策 定 費用及び
フォローアップ費 用総額の 2/3 負担
設置されています。

面 接 会 場 三 島 商 工 会 議 所 ４階 Ｅ会 議 室
面 接 をご 希望の方はお問い合 わせください 。
※１社３０分程度
面 接日時 をご連 絡します 。
ホームページを開設しました。http://www.shizuoka-cci.or.jp/kaizen/

T E L 054-275-1880
FAX 054-253-5150

みしま会議所ニュース BE.ME Vol.91 2014/10
平成 26 年 10 月 15 日発行（毎月 15 日発行）

75,600

3,661,714

4,330,286

8,900

発行所

三島商工会議所 〒411-8644

150,000

静岡県三島市一番町 2−29

Tel.055-975-4441 Fax.055-972-2010 http://www.mishima-cci.or.jp

4,292,576

3,111,328

411,328

1,171,740

12,388

2,700,000

1,181,248

4.3％

3,661,714

8,900

