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みなさんは伊豆縦貫自動車道（以下：縦貫道）についてどの様な認識
をお持ちですか？実際に利用すると時間短縮のありがたさを実感でき
ます。
本来、縦貫道は沼津下田を結ぶ約60キロの自動車専用道路ですが、

全線開通にはいまだ至っていません。そして開通させるための道路づ
くりには膨大な資金が必要です。ところがこの資金である国の予算に
は枠があり、重要な道路から先に投入されていきます。まさに地域住民
自らが声を上げ必要性を訴えなければ先送りになってしまうのが現状
です。
今回、道路の重要さについて全国初の女性所長の野坂さんによる女

性限定の講演会を開催しました。
縦貫道の整備効果については
・広域交通と生活交通を分離し渋滞を緩和する。
・道路を通し周辺地域の交流が活発となる。
・沿線地域住民の医療受診の機会が増える。
・大規模災害に対し復旧ルートの確保ができる。
特に災害復旧は東日本大震災での経験から、４日間以内に現地へ赴

き復旧活動を開始することが鉄則。助かるはずの命は４日以内、避難経
路がスムーズで患者負担が軽減される「命の道」が必要です。
『災害で被害を受けてからではなく、１日でも早く整備することが大
事』と力強く語る野坂さんの決意に、会場の誰もが心を動きかされまし
た。さらに、今後は早期全面開通への熱い願いを伝えるため、国への陳
情活動も行う予定です。どうか皆様も早期開通を声にしながら、今後の
伊豆縦貫自動車道建設推進期成同盟会の活動にご注目下さい。

講師：国土交通省沼津河川国道事務所　所長
　　 野坂周子（しゅうこ）さん
　東京都出身、スポーツが得意な活動派、夫と小
学3年生の長女を東京に残し、単身赴任で活躍
中。開発とはいえ、先祖代々の土地を奪われた住
民に酬いるためにも最善最良の道路を創ること
はもちろん利用者にも知ってほしいと訴えてい
ました。

伊豆縦貫自動車道の早期開通を！
『～女性のための講習会～生活にやさしく
　　災害に強い、伊豆縦貫自動車道！（現状と課題）』
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街を元気にする商店・商店街
Ｍ－ステニュース
三島ブランドお歳暮セット販売開始／三島ブランド試食会／会議所カレンダー
厚生年金保険・健康保険・労働保険加入について／
会員増強お礼／共済加入案内
青年部ニュース・女性部ニュース
写真で見る活動報告／県知事と県下商工会議所会頭との懇談会／
経営者パワーアップ講座／３Ｄプリンター体験講座
わかば経営者塾／経営革新セミナー／
第7期三島ブランド認定・第3期三島ブランド更新交付式
会員さんいらっしゃい：有限会社よしだ／図書案内

＜表紙　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。
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１．イベント

２．環境整備

特　集

地域の商店・商店街の取り巻く環境は厳しさを増しています。一方で、地域の商店・商店街はコミュニティの維
持・発展において重要な役割を担っています。三島の各商店・商店街ではこのような役割を果たすために様々な取
り組みを行っています。
三島商工会議所でも、商業振興対策及び観光サービス振興対策として、各商店・商店街に対する事業を主催した

り、取組に対してバックアップを行っています。

昨年に引き続き、商店街への日頃のご愛顧に感謝し、更なる商店街への誘客や各個店の認知度向上を図るために
「歳末謝恩セール 大抽選会」を実施します。
商店街で買い物されたお客様に、買上金額３，０００円毎に１

枚の抽選券、５００円毎に１枚の補助券（６枚で１回の抽選）を
進呈するセールを実施します。
１．主　　催：三島商店街連盟・三島商工会議所
２．期　　間：１１月２９日（土）～１２月２１日（日）
３．抽選会場：市内３ヶ所
　　　　　　　①Ｖｉａ７０１（本町大中島）
　　　　　　　②倉田洋品店横（中央町）
　　　　　　　③三島商工会議所（一番町）

今年も１０月１８日（土）に三島バルが開催されました。
平成２３年１０月の第１回から開催を重ね、今回で６回目と
なります。参加店舗は１１９店舗を数え、３０００人を超え
る方が飲食店をはしごしながら街歩きを楽しみました。
三島商工会議所では、三島駅北口にバルフラッグを掲示し
たり、バルチケットの予約受付や事前・当日販売を行ってお
ります。また、今回から参加店舗に対するチケットの換金・
精算事務も行っております。

三島の７つの商店街では、経済産業省「商店街まちづくり事業」からの補助金の交付を受け、街路灯のLED化
や防犯カメラの設置を進めています。高齢社会が進展する中、安心・安全に配慮した、身近で快適な商店街づくり
を目指しています。
街路灯のＬＥＤ化：三島広小路駅前商店会・広瀬通共栄会・大場商工店会
防犯カメラの設置：大社東部商工振興会・本町小中島商栄会・中央町商店会
足元灯の設置：芝本町商店振興会

１．イベント

２．環境整備

（１） 歳末謝恩セール・大抽選会

（２） 三島バル

（３） 街路灯のＬＥＤ化・防犯カメラの設置

これから実施

これから実施
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３．個店の魅力発信

駅周辺の飲食店やホテルなど３２店舗で、１０月１日から１２月
３１日までの間「三島駅入場券分キャッシュバックキャンペーン」
を実施しています。
南北自由通路のない三島駅の往来を活性化させることを狙いとし

て、利用者に三島駅入場券の領収書と引き換えに１４０円をキャッ
シュバックします。
キャッシュバックする１４０円は店舗が負担することになります

が、参加店舗については引き続き、受け付けておりますので、キャ
ッシュバックキャンペーンへの参加を検討・希望する店舗は三島商
工会議所までお問い合わせください。

個店の集客力・販売力を高め、「あの店で買い物をしたい」とわざわざ足を運びたくなるような魅力ある店（繁
盛店）づくりを会議所がお手伝いします。併せて個店の繁盛が商工会議所管内の商業者の経営改善に対する意欲創
出に繋がるような仕組みの構築を目指します。
本年は中小企業診断士の髙橋幸司氏に、三島市内の小売２店舗に４ヶ月間のコンサルティングを実施します。９

月に髙橋氏のセミナーが開催され、既に１０月からコンサルティングが行われています。成果については２月の報
告会で発表の予定です。

平成２４年から、小学生とその保護者に市内の名所
と商店を回って頂きながら商店を知ってもらうことを
目的とした「三島のお店と名所再発見ツアー」を実施
しています。
参加者に市内のお店を知ってもらうことに始まり、
専門店の良さや良質なおもてなしを体験して頂き、次
の来店に繋げていこうという取り組みです。
本年は９月２７日（土）、２８日（日）の２日間開
催し、４コース７８名の方が参加しました。

● コンサルティングを受ける店舗 ●

３．個店の魅力発信

（５） 繁盛店づくり支援事業 実  施  中  !!

（４） 三島駅入場券分キャッシュバックキャンペーン 実  施  中  !!

（６） 三島のお店と名所再発見ツアー

● コンサルティングを受ける店舗 ●

①ニットショップくまざわ（中央町） ②かわい米や（日の出町）

（文：まちづくり課　宇水　淳）

「○○○○円以上（一人当たり）
飲食の方のみ

キャッシュバックを致します」
※店舗によって金額は異なります
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創業を計画から実現まで一貫してサポート
★ 創業トータルサポート事業を展開します ★

M－ステ ニュース
「Ｍ－ステ」専門家集団がサポートします！
専門家派遣活用のススメ

創業を計画から実現まで一貫してサポート
★ 創業トータルサポート事業を展開します ★
予告

【Ｍ－ステ専門家を活用した支援事例】

【派遣できる専門家】

思いの具現化 知識の習得・現場実習 創業実現

インフォメーション

M－ステ ニュース

　「新しく事業を始めたいけど、何から手をつけていいかわからない」「資金
調達の方法が分からない」「新商品を考案したけど事業化できない」「ＩＴを
活用して、販路拡大を実現したい」「消費税増税で価格転嫁をしたい」。
　「Ｍ－ステ」では、国・県の施策を活用し、中小企業の経営に関わる各分野の経験豊富な専門家が、課題解決
の第一歩に向けたお手伝いをしています。派遣は複数回の継続利用ができ３回まで無料です。
　一人で悩まず「Ｍ－ステ」に相談して第一歩を踏み出しましょう。

「Ｍ－ステ」のワンストップ機能を駆使して創業希望者の事業計画づくりから創業実現、フォローア
ップまでを専門家集団を活用した支援により、創業者を輩出する事業を展開していきます。事業の詳
細を詰めているところですので、創業を目指している方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください。

　経営革新計画策定、ＢＣＰ計画策定、金融機関に対応
した事業（改善）計画作成、ビジネスプラン作成、会社
設立、特許取得・技術相談、売掛金回収や契約トラブル、
新商品の事業化、販路拡大・マーケティング、品質管理、
就業規則見直し、労働トラブル対応、補助金申請手続き、
新分野進出など

　中小企業診断士、経営コンサルタント、弁護士、弁理
士、社会保険労務士、税理士、ＩＴコーディネータ等で、
診断・助言に実績のある専門家

創業実現に向けて選出
された熱い思いを

具現化

「Ｍ－ステ」の専門家集団
がマンツーマンで
トータル支援

フォローアップで
より充実した
店舗経営

Ｍ－ステ相談窓口　月～金9：00 ～ 17：00（祝日は除く）
みしま経営支援ステーション  Ｍ－ステ（三島商工会議所）

電話 055－975－4441　　FAX 055－972－2010
E-Mail　info@mishima-cci.or.jp　http://www.mishima-cci.or.jp 

解決への近道！
第一歩を

踏み出しましょう!
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三島ブランドお歳暮セット販売開始！

三島ブランド試食会開催

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）

三島の名産品を、お世話になったあの方へ贈りませんか？

販売期間　１１月２７日（木）まで
支払期限　平成２６年１１月２７日（木）（前払制)
発 送 日　１２月上旬を予定
注文方法　【窓口・FAX販売】
　　①同封のチラシにて注文
　　②料金の支払い（前払い制）
　　　下記振込先へお振込、若しくは当所へ現金払い
　　　三島信用金庫  本店営業部
　　　普通 1087872  三島商工会議所
　　　※振込手数料はお客様でご負担下さい。
　　　※支払期限までにご入金のない場合には
　　　　キャンセルとさせて頂きます。
　　③入金確認後、商品を発送致します。

詳細は同封のチラシを参照してください

●三島贅沢セット………………10,000円
　Ａコース（冷凍）　三島うなぎ×２、
　　　　　　　　　箱根西麓牛（ステーキ霜降り）約120ｇ、
　　　　　　　　　箱根山麓豚（ロース）×300g、
　　　　　　　　　みしまコロッケぱん×２
　Ｂコース（冷蔵）　三島うなぎ×３、三島うなぎ骨せんべい×１
　　　　　　　　　〈限定50個〉
●三島まんぷくセット……………5,000円（冷凍）
　Ａコース　みしまコロッケ（6個入り）×１、
　　　　　　箱根三島ポーク（ロースみそ漬）300g
　　　　　　三島山竹の粕漬け（銀だら）×２、
　　　　　　山本食品の金造りわさび漬×１
　Ｂコース　箱根山麓豚（ロース）750g、箱根山麓豚（バラ）750g
　Ｃコース　箱根西麓牛（ステーキ霜降り）約120ｇ×３
●三島得々セット…………………3,500円（冷凍）
　Ａコース　みしまコロッケ（5個入り）×１、箱根山麓豚（バラ）200ｇ
　　　　　　三島山竹の粕漬け（赤魚）×２、カメヤ食品の農兵漬×１
　Ｂコース　みしまコロッケ（18個入）
●箱根西麓三島野菜セット………3,000円
　三島大根、三嶋甘藷、三島人参、三島ブロッコリー
　※野菜の生育状況によって商品が異なります。

三島ブランドお歳暮セット販売開始！

三島ブランド試食会開催

　三島商工会議所では三島の名産品をセットにした「三島ブランドセット」を販売しています。
　お世話になった方へ贈りませんか。

三島商工会議所

calendar
11月

12月

15日
16日
18日
19日
21日
22日
23日

24日
25日
26日

28日
29日
30日

2日
8日
9日
10日
11日
14日

土
日
火
水
金
土
日

月
火
水

金
土
日

火
月
火
水
木
日

10：00 ～ 14：00 無料法律調停相談会
第138回日商簿記検定試験（当所他）
19：00 わかば経営者塾（当所）
10：00 富士山・東北海道広域ビジネスマッチング「食＆農」こだわりの逸品展示会2014（キラめっせぬまづ）
16：00 優良従業員表彰式（ブケ三島）
12：30 瀧川神社禊・御輿行列
9：00 新嘗祭・宝船奉納（三嶋大社24日まで）
10：00 フードフェスティバル（TMOホール、三嶋大社、楽寿園他）
10：00 第33回福祉住環境コーディネーター検定試験
10：00 全国コロッケフェスティバル（三嶋大社）ゑびす参道夢まつり（下田街道他）
19：00 わかば経営者塾（当所）
13：30 女性部寄植え講習会（当所）　14：00まちづくり委員会（当所）
19：00 青年部OB会秋の食事会
11：00 マル経審査会
歳末謝恩セール大抽選会（～ 12月21日迄、市内商店等）
10：00 第37回カラーコーディネーター検定試験（当所）

18：00 女性部クリスマスイベント（スナック縁）
中国・武漢市旅行会社招聘事業（12日まで）
14：00 消費税転嫁対策「究極の販売トーク術セミナー」（当所）
9：00 ISO内部監査員養成講座①（当所）
9：00 ISO内部監査員養成講座②（当所）
13：30 環境社会検定試験（eco検定試験）

１０月２９日（水）・３０日（木）に三島ブランドの試食会を三島市
本町にあるSpiceにて開催致しました。
この試食会は三島ブランド認定品を活用したメニューを、日頃三島ブ

ランドをご購入頂いているお客様やブランド事業関係者に試食して頂き、
今後の三島ブランドセットの活用に活かしていくために開催致しました。
両日合わせて５２名の方に出席頂き、三島ブランドセットに対し多く

の意見を頂きました。
これら意見を基に新たなセットを開発していきますので、ご期待くだ

さい。

【商品】表示金額は消費税・送料・箱代を含んだものです。
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会員増強目標達成！
ありがとうございます!!

『わきみず共済』に
加入していますか？

厚生年金保険・健康保険への加入について

労働保険の加入を促進しています！

会員増強目標達成！
ありがとうございます!!

『わきみず共済』に
加入していますか？

厚生年金保険・健康保険への加入について

労働保険の加入を促進しています！

　皆様のご協力のもと、お陰様で目標を達成する
ことができました！
　誠にありがとうございました!!
　お取引先に未加入の事業所が
ございましたら、ぜひご紹
介ください。
　当所職員がご説明に伺い
ます。

　当所会員のみが加入できる「わきみず共済」。
　事故・災害・ガン・病気による死亡から高度障
害や事故入院まで幅広く保障します。
　商工会議所独自の見舞金制度も有ります！
※15歳～70歳まで保障

会員お知らせ

≪会員増強≫
　獲得件数　１４６件（目標１３０件）
　＊　随時、加入を募集しています。

○法人事業所（株式会社、有限会社等）又は従業員５人以上の個人事業所は、社会保険の
「強制適用事業所」で、加入が義務付けられています。

○個人事業所は、「任意適用事業所」で、一定の条件で任意に加入することができます。

　　　　事務委託手数料
　　　　　　労  働  保  険：１０，３００円～（従業員数により異なります）
　　　　　　一人親方労災：６，２００円／人

　法人事業所の場合は、たとえ事業主がお一人であっても、労務の提供に対する報酬を法人から受けていれ
ば、被保険者となり、かつ加入義務のある適用事業所となります。まだ社会保険の加入がされていない法人
事業所におかれましては、加入手続きを進めていただきますようお願いいたします。詳細については、三島
年金事務所（055－973－1166）までお問い合わせください。

日本年金機構ホームページは http://www.nenkin.go.jp/

　従業員を一人でも雇われている事業所は、労働保険に加入する義務があります。
　当所では、事業所の事務負担を軽減するため労働保険の事務委託を行っております。この機会にぜひご検
討ください。
　また、建設業の一人親方労災の加入も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先／三島商工会議所 産業支援課  渡辺・麻谷（TEL.975－4441）

24時間保障（業務上・業務外問わず）

配当金あり（1年毎剰余金がある場合）

医師の診査なし（告知のみの申込み）

掛金1口750円～1,477円で
5口迄加入できます

お問い合わせと資料のご請求は　
　　三島商工会議所総務課/０５５－９７５－４４４１
　または
　　アクサ生命保険㈱三島営業所/０５５－９７２－９４８８
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青
年
部
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ス

女
性
部
ニ
ュ
ー
ス

視察研修・交流会を開催しました

日本ＹＥＧ「第３４回関東ブロック大会かながわ藤沢大会」開催！

＊ 三島秋まつりのご案内 ＊

１０月２２日（水）雨の中、２６名の参加者で視察研修を開催しました。
今回は東京方面へ行きました。最初にグランドプリンスホテル新高輪で食事をしながら会員同士の

交流を図り、その後、四季劇場へ行き「リトルマーメイド」を観賞しました。神秘的な海の世界、し
なやかに泳ぎまわる人魚、海の生き物たち、まるで本当に海の中にいるような驚き、初めての新次元
体験。美しく心に響く音楽と共に、誰も見たことのない、まったく新しい世界へ誘われました。
続いて、今年６月に出来た多機能複合の超高層タワー「虎の門ヒルズ」へと行きました。ビジネス

の最先端の人たちが、利用するだろうなと思える空間で、ホテルは最上階にあり、その下には住居
（月２８０万円の家賃）もあり、オフィス、レストラン、カフェと広い空間にとらえもんのキャラク
ターも展示されており、ほっとする空間もありました。充実した一日を過ごすことができました。

１０月２４日（金）～２５日（土）にかけ、標記大会が開
催され、青年部メンバー事務局併せ５０人が参加しました。
２４日には、通常総会及び会長会議が開催され、次年度の
関青連会長に日光ＹＥＧの川島憲朗君を選出しました。また、
２５日には、多くの来賓を迎え記念式典が挙行され、引続き
衆議院議員で内閣府・復興大臣政務官の小泉進次郎氏を講師
に迎え「東日本大震災と地方創生と日本の将来」と題した講
演会が行われました。
江の島での大懇親会では、歌手の華原朋美さんのシークレ
ットライブがあり、会場は大いに盛り上がりました。なお、
平成３１年度の全国大会開催地を決めるプレゼンテーション
が行われ、見事、沼津ＹＥＧが内定を勝ち取りました。

　青年部主催による三島秋まつり
「瀧川神社での禊ぎ」（11/22）、
「三嶋大社新嘗祭・野菜宝船の奉納」（11/23）、
「ゑびす参道夢まつり、宝汁・宝分け」（11/24）が
いよいよ開催されます！

青
年
部
ニ
ュ
ー
ス

女
性
部
ニ
ュ
ー
ス

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。

当所女性部ではＰＥＴボトルのキャップを集めております。キャップを２kg（８６０個）焼却すると６.３kg
のCO₂が発生しますが、リサイクルするとワクチン１人分になります。皆様のご協力をお願いします。

「四季劇場」前で集合写真 「虎の門ヒルズ」キャラクターのとらえもん

＊詳しくは、　三島商工会議所青年部　で検索!!
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県知事と県下商工会議所会頭との懇談会

経営者パワーアップ講座第３、４日目を開催しました

3Dプリンター体験講座を開催しました

県知事と県下商工会議所会頭との懇談会が１０月１７日(金)静岡県庁で開催され、県内１５商工
会議所で構成される静岡県商工会議所連合会で取りまとめた平成２７年度県行政に関する要望書を
川勝知事に提出しました。
当所からの要望は、新規要望「３Ｄプリンターを東部地域の事業者が利用できる仕組み作りにつ
いて」等の５件、継続要望「静岡県中小企業者の受注機会の増大による地域経済の活性化に関する
条例のチェック体制について」等の６件です。　　　　　　（文：中小企業相談所長　小川雄司）

全４日間の本講座の後半が終了しました。１０月１５日（水）は富士宮商工会議所の長谷川浩之
会頭（㈱エッチ・ケー・エス代表取締役社長）、１０月３０日（木）は小田原箱根商工会議所の鈴
木悌介会頭（㈱鈴廣蒲鉾本店代表取締役）を講師に迎え、これまでの歩みや経営への姿勢など貴重
なお話を伺えました。４人の経営者から多くの事を学んだ講座となりました。

（文：産業支援課　麻谷暢恵）

１０月１６日（木）１７日（金）、
２４日（金）の３日間、沼津工業高
等専門学校にて「３Ｄプリンター体
験講座」を開催しました。
本講座はＣＡＤの基礎講習から始
め、造形物の作成や後処理など一連
の工程を学び、事業所への導入のき
っかけとしていただくための企画で
す。受講者は講師に積極的に質問す
るなど、充実した講座となりました。

（文：産業支援課　麻谷暢恵）

事 業 報 告

写
真
で
見
る
活
動
報
告

10月15日  長谷川会頭 10月30日  鈴木会頭

川勝知事（右）と県下会頭 稲田会頭（中央）

講座の様子
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第3･4･5回講師の木村 治司 氏

創業後１～３年程度の事業者を対象に、経営者として必要な知識や情報等を習得する「わかば経営者
塾」を１０月１４日（火）に開講しました。この講座は６日間コースで講師に、㈱イワサキ経営　駿河増
販情報センター　マーケティングアドバイザーの宮口　巧　氏、木村治司税理士事務所　所長　木村　治
司　氏を迎え、実務的内容で実施しています。
受講者は１８名で、これまでに、経営分析と目標設定、事業戦略の構築、会計・財務分析の基礎知識と

いった内容を習得し、受講者それぞれが自信を持って経営できる揺るぎない自分をつくるために走り出し
ました。
２５日（火）には最終日を迎えますが、全６回のうち５回以上出席頂いた方には修了証書の授与を行い

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文：経営支援課　土屋直子）

１０月２８日（火）に「補助金活用！会社の未来を創る経営革新計画承認講座」を開催しました。当日
は、三部構成とし、第一部では、講師に中小企業診断士で７０件余りの計画を承認に導いている玉置久倫

氏をお迎えし経営革新計画承認ノウハウに
ついて講義頂きました。第二部では、実際
に承認され、順調に実績をあげている㈱美
草の田畑哲生氏とショコラティエ オウル
ージュの足立晃一氏が承認にまつわる実体
験をご講話頂きました。続く第三部では、
県及び市の経営革新補助金について説明を
しました。参加者からは、承認までの一連
の流れがよく分かり、自社でも挑戦してみ
たいとの声が多く聞かれました。

（文：経営支援課　金井雅彦）

　１０月２９日（水）三島商工会議所にお
いて第７期三島ブランド認定・第３期三島
ブランド更新交付式を開催致しました。
　これは本年１０月１日に実施した審査会
において新たに認定された３事業所３品目、
更新が認定された４事業所７品目に対して
行われたものです。
　当日は稲田会頭の挨拶の後認定証が交付
され、認定事業者は認定商品販売促進の思
いを新たにしておりました。

（文：まちづくり課　塩谷洋司）

「わかば経営者塾」～創業者から経営者へ～

経営革新計画承認講座開催

第７期三島ブランド認定・第３期三島ブランド更新交付式開催

第1･2･6回講師の宮口 巧 氏

経営革新のノウハウを講義する玉置診断士

稲田会頭（左）より認定証を受けとる認定事業者
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●中郷中

セブンイレブン
●

大  場

県道141号線

大場川

会 員 さ ん

伊豆箱根鉄道大場駅前に店を構える有限会社よしだ（取締役　吉田幸枝）さんでは、当所“Ｍ－
ステ”の支援のもと、この程、静岡県の経営革新計画の承認を受けられました。経営革新計画を作
られたきっかけは、若女将が日頃から感じていた着物離れや着物は高いとの認識を変えたいと
の思いでした。
ミラサポ専門家派遣を活用し、女性の専門家を活用するなかで、取り組むこととなったのが

『呉服屋サロン・きらく場』の開設でした。多くの女性は、成人式を機に振袖等を購入するも、その
後は、着物を着る機会がなく箪笥に眠らせている方が多い事に気づきました。今回の“きらく場”では、そんな

３０代～４０代の女性をターゲットに、通常の着付け指導に留まらず、和小物づくりや
お出掛け企画、地元商店街の写真店との連動企画等々、着物をより身近に、気軽に触れ
て欲しいとの思いから、工夫を凝らしたカリキュラムを組んでいます。
「着物を着ることが楽しくなる、学んで遊べる場所にしたいです。」とは、若女将の吉
田智美さん。今後の、『呉服屋サロン・きらく場』の
展開にご注目下さい！是非、皆様も一度、サロン
を覗いてみてはいかがでしょうか。

（文：経営支援課　金井雅彦）

ありそうで今までなかった情報管理術の本が出ま
した。元陸上自衛隊陸将補による自衛隊のメモ術。
大切なのは「情報」なのでどんなメモ帳を使うかに

はこだわらないなど、極限まで無駄を省いた考え方
は修行僧にも通じるような清々しさがあります。災害
現場や国防の最前線などの極限状態でも情報を正
確に伝達するコツは、私たちの日々の仕事や生活で
も役に立つのかもしれません。

無人電気タクシーが人々の足となり、無人
トラックが物流を担う。
ＳＦ映画やアニメの世界の話ではありませ

ん。こんな内容の本が経済や経営を専門とす
る会社から出版される時代になりました。自
動運転が日本の産業界にもたらすこと、普及
のシナリオなど、新たな社会の幕開けを、警鐘
を込めて展望します。

マリメッコやアアルトなどのフィンランドを
代表する企業・芸術家には、根強いファンが
日本にもたくさんいます。
そして、世界中で愛されているムーミン一
家もフィンランド生まれです。一家の生みの
親である稀代の芸術家、トーベ・ヤンソン。色
鮮やかに生きたその姿を丁寧に描いた評伝
です。図版も多数収録しています。ラウリ・ヤ
ンッティ賞受賞作。

高齢化社会と呼ばれて久しく、小売業・サービ
ス業の現場では認知症のお客様に対応する場面
が増えているようです。図書館も例外ではあり
ません。
具体的なケースを挙げて、認知症のお客様の
心理や対応のコツを紹介し、認知症の基本知識、
公的機関との連携などをわかりやすく解説して
あります。困っているスタッフとお客様、両方に
とってためになる一冊です。

自動運転－ライフスタイルから電気自動車まで、
　　　　　　　　　　すべてを変える破壊的イノベーション－

自衛隊に学ぶメモ術

ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソン

小売業・サービス業のための「認知症のお客様」対応マニュアル
―超入門! 高齢社会の接客新常識!―

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。

『呉服屋サロン・きらく場』オープン！“来て楽しい！着て楽しい！お気楽な場所”

事業所データ

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/

　　　　　　　　　　鶴原吉郎/著　仲森智博/著
　　　　　　　　　　逢坂哲弥/監修　　日経BP社

トゥーラ・カルヤライネン/著　セルボ貴子/訳　五十嵐淳/訳
河出書房新社

　　　　　　　　　　田中元/著　　ぱる出版

★

よしだ
呉服店

至三島市街

至函南町方面

〒411－0803  三島市大場128－8
ＴＥＬ.055－977－1160   
ＦＡＸ.055－977－1519
ＨＰ：http://www.daiba-yoshida.com

至三島駅

至修善寺駅

松尾喬/著　平野隆之/監修　　マイナビ

大
場
駅

若女将の智美さんと
大女将の幸枝さんお二人
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「ヒットを生むために
女性の活躍する場は幅広い」

　安倍首相は「地方経済の活性化」と「女性の活躍推進」の２
つを政府の重点施策として掲げています。これを「地域発の
ヒット商品を生み出すにはどうすればよいか」という切り
口で見てみましょう。
　「日経トレンディ」が毎年末に発表しているその年の「ヒ
ット商品ランキング」を見ると、2013年のノンフライヤー、
コンビニコーヒーなど、女性の消費者に支持された結果、ヒ
ットにつながったという事例が増えています。「ヒット商品
が生まれるためには、女性の消費者が動くことが必要」と
いう傾向は、特にここ１～２年、強くなっています。原因は
いくつかあり、スマホの普及でＡＶ機器などのデジタル分
野でヒット商品が少なくなっていることや、コンビニがヒ
ット商品の発信拠点になる例が増えていることなどが挙
げられます。また、「癒やし」や「自分へのご褒美」といった
女性独特の消費性向が広く消費者全体に認知されてきた
こともあるでしょう。
　ともあれ、都市型であろうが、地方発であろうが、女性市
場を抜きにしてヒット商品の企画は考えにくいマーケット
情勢になってきているのです。
　先日、ある地方で新しいサービスを立ち上げる企画の相
談を受けたのですが、そのプロジェクトチームに女性が一
人もいなかったので、「周りを巻き込む力のある女性をぜひ
加えるように」とお願いしてきました。ヒットを生むために
必要な市場の消費者の代表として、女性の役割を明確に意
識したほうがよいと思います。役割がはっきりしないとせ
っかくの人材も生きません。
　ものづくりの現場の職人さんとして女性の価値が存分に

発揮されている例もあります。新潟県三条市で、地場産業の
工場を見学する機会がありました。そのときに訪れた、黒檀
（こくたん）や紫檀（したん）を使った高級箸などを製造する
「マルナオ」では、箸の先端の微妙な仕上げを女性の職人さ
んが手掛けていました。三代目の福田社長によれば、仕上
げの削りは、女性の細い指先の繊細な感覚があってこそだ
とおっしゃっていました。
　また、以前訪れた、高知県安芸市で高級な木のおもちゃを
製造している「ストローファーム」では、商品のデザインも
加工も仕上げも、すべて女性が行います。女性ならではのや
さしい曲線と丁寧な仕上げが高い付加価値とオリジナリテ
ィーを生み出しています。こうしたものづくりの現場でも、
女性が価値を生み出す中心となる役割を担う例があるの
です。
　安倍政権は2020年までに女性管理職の比率を高めるこ
とを政府目標として企業に求めていますが、「地域発でヒッ
ト商品をいかに生み出すか」という視点で考えると、管理職
だけでなく、多様な女性が活躍するシーンがありそうです。

頭痛が起きると頭の病気が心配になります。頭の病気に伴う頭痛の多くは、頭の中の圧力が高まることで発生し
ます。頭のなかの腫瘍や出血など、余分なものが出現すれば、頭の中の圧力が高まることは容易に想像できるでし
ょう。頭に水が過剰にたまってくる「水頭症」も、頭痛を生じます。ところが頭のなかの圧があがらない「正常圧水頭
症」という不思議な病気があります。このうち、原因がはっきりしないものを特発性と呼び、高齢者に多くみられま
す。圧が正常なので頭痛は感じませんが、代わりに起きる特徴的な症状は、①歩行がのろくなる、②認知症のように
反応がとぼしくなる　③おしっこを漏らす、の３つです。歩行障害の特徴は、歩幅が狭くなる、床から足を上げない、
左右の足の幅が大きい、と言われています。認知症状では、記憶障害や、日付や場所がわからないといった見当識障
害は比較的軽く、考えるスピードや反応がのろい、注意が持続できない、暗算ができないなどの症状が主体です。頭
痛もなく、症状も緩やかにすすみますので、本人も家族も老化現象のひとつと思ってしまうことも多いようです。
しかし、正常圧水頭症であれば、治療によって症状を改善させることが可能ですから、気になる症状がある場合に
は、専門の医療機関を受診しましょう。
ここでは、まず脳の断層写真をとって、頭の中に水が過剰に溜まっていないかを調べます。しかし、水が溜まって

いるからといって診断は確定しません。なぜなら、高齢者の脳の体積は生理的に減少しており（認知症なら、なおさ
らです）、相対的に水の量が増えているのは、ある意味あたりまえだからです。そこで正常圧水頭症が疑われる場合
には、脳の水を少し抜き取ることで症状が改善する気配があるかを調べる検査が行われます。この疾患の可能性が
濃厚であれば、頭に溜まりすぎた水を抜いて、おなかなど別な場所に流す手術が行われます。手術によって、すべて
の症状がよくなるわけではありませんが、歩行障害などは改善しやすいことが知られています。

　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。

渡辺　和博／わたなべ・かずひろ

西島病院
脳・脊髄・神経・心臓センター
　　　 センター長　堀越　徹

日経ＢＰヒット総合研究所 上席研究員　渡辺 和博

「特発性正常圧水頭症」健康コラム



＝ご結婚お祝いセール＝＝ご結婚お祝いセール＝＝ご結婚お祝いセール＝
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。

電話応対コンクール
当職員が静岡県大会に出場しました！

表紙写真説明

司章堂
TEL （055）975－1159

電話応対コンクール
当職員が静岡県大会に出場しました！

　日が落ちかけた夕方、３人の少女が長く伸びた影

をふみながらの鬼ごっこに興じている。少女のステ

ップの軽快さには、張子の紙の軽さが生かされてい

る。張子の技法でここまで細かい手足の表情を作り

上げるのは相当の苦労があった。一瞬の動きを切り

取る手法は写真師である三四郎ならではといえる。

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

AM8：30 ～ PM7：30  不定休

FAX 976－4185
三島市北田町7-5

★P市営駐車場をご利用下さい★

田町駅

市営P

三嶋大社
→

広小路
←

至国1
↓

↑三島駅

ここ

大通り

影ふみ

資料提供：三島市郷土資料館
撮　　影：Studio Let’s

　去る１０月７日（火）に（財）日本電信電話ユーザー協会
主催による電話応対コンクール静岡県大会が開催され、地
区予選を通過した５０名が全国大会目指して競いました。
　今年のテーマは「言葉がつむぐ信頼のきずな」。伝統工芸
品販売会社の販売課営業担当に扮し、「注文した内容と送
られてきた注文明細書の記載内容が違う。」と不安そうな
問い合わせに対し“配慮のある温かい応対で不信感を信頼
感に変え、顧客満足につなげられるか“を審査されました。
　当会議所の職員石渡智英と土屋直子が出場し、全力を尽
くしました。惜しくも優勝は逃しましたが、電話応対のス
キルが評価される良い機会となりました！
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