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　ご当地焼酎
　　　　　「きゃろっ娘」発売！
　「きゃろっ娘」は、糖度が非常に高い箱根西麓の三島人参を使用
した焼酎です。製造と企画を行った「三島きゃろっ娘の会」の中心
メンバーである㈲輿水酒店の輿水啓一（こしみず　けいいち）さん
にお話をお伺いしました。
　箱根西麓の三島人参を使った焼酎「きゃろっ娘」が生まれたのが
2009年秋。人参焼酎はめずらしく、口当たりもまろやかな事から
大好評のうちに完売しました。「また飲んでみたい！」「あの味が
忘れられない！」多くのファンの声を聞き輿水さんは「三島きゃろ
っ娘の会」を結成、製造へと動きだします。
　今回はさらに人参の風味を表現するため、生産農家の協力のもと、
より良質な箱根西麓の三島人参を入手し、糖度が下がらないよう、
細心の注意で保存をしました。製造は富士宮市の富士錦酒造㈱、富
士山の湧き水を使い凛と透き通る焼酎ができました。
　「三島名物のお土産品として全国に発信し、箱根西麓野菜の魅力

を焼酎で味わってもらい三島ブランドのＰＲをしたい！」輿水さんと、三島きゃろっ娘の会の仲間
達は熱く語ります。おすすめの飲み方は、人参のあまい風味がストレートに味わえるロック。女性
にはオレンジジュース等で割るカクテルも飲みやすくておすすめです。お求めはお近くの三島酒販
協同組合加盟のお酒屋さんで。数量限定なのでお早めに。

BE.ME12月号P8新入会員ご紹介に事業所名の誤りがございました。
お詫びして訂正いたします。

正）　協和発酵キリン株式会社　富士工場
誤）　協和醗酵キリン株式会社　富士工場
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「きゃろっ娘」 500ml入り アルコール度数25°  本体価格1,290円（税抜）
問合せ先　「三島きゃろっ娘の会」 ㈲輿水酒店　　TEL：055-975-0579

㈲ときわ酒店　TEL：055-975-4956
㈲丸屋酒店　　TEL：055-978-5010
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新年ご 挨拶2015年

特　集

新年あけましておめでとうございます。

本年も商工業の発展に寄与すべく、正副会頭、役議員、職員が

一丸となり、みなさまの経営をサポートいたします。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

「地域の活性化を全力でサポート」
2015年 年頭ごあいさつ

三島商工会議所　会頭 稲田　精治

新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては健やかに新

年を迎えられたことと心よりお喜び申しあげます。

さて、昨年を振り返りますと、４月に消費税が１７年振りに引き上げられ、

当初は駆け込み需要の増加、その後は買い控えが起こる等、激しい浮き沈み

の状況があったもののアベノミクスの効果により大企業では景気が急激に

回復に向かいました。中小企業にとっては実感ができるまでには至っていな

い、との声も聞かれますが、全体的な傾向としては改善の方向に向かってい

ると思います。

アベノミクスによる効果は、株価や為替をはじめ有効求人倍率、現物給与総額、機械受注総額等

様々な数値に改善が見られました。何と言っても２０年以上続いたデフレ経済から脱却しつつある

ことは企業にとって将来に対する希望へと繋がっています。

しかし、今後に向けては多くの課題もあります。中長期的な経済成長を実現していくためには、「中

小企業の活性化と地方創生」「人口急減・超高齢化社会への克服」「低廉で安定的なエネルギー確保」な

ど決断と実行が求められていますが、特に「中小企業の活性化」と「地方創生」は地方にとって最重要

課題であります。

当地域では昨年２月に東駿河湾環状道路が開通し、更に６月には圏央道が開通したことによりこ

の地域の交通を取り巻く環境が劇的に改善されました。「通過されてしまう街になる」ことへの懸念

もありましたが、これまで積み重ねてきた街づくりの成果や新たな施設のオープン、メディアでの

様々な情報発信等により、懸念とは逆に「三島に訪れてくれる人」が増加するに至りました。

三島商工会議所では、中小企業の経営課題をワンストップでサポートする「みしま経営支援ステー

ション（M－ステ）」を金融機関と連携を強化することで、中小企業が活性化するよう更なるサポート

を実践して参ります。

また、地方創生の一環として、重要な地域インフラである伊豆縦貫自動車道が、一日でも早く全面

開通できるよう、近隣市町の各団体と連携を図りながら全力で推進を致します。

結びに、予断を許さない経済状況が続く中ではありますが、今年一年が皆様にとって飛翔の年とな

りますように祈念いたしまして新年のご挨拶といたします。
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　あけましておめでとうございます。
　会員の皆様にとりまして、今年が良い年でありますよう、お祈り申し上げます。
　三島の街が気に入り出店する、若い経営者が目立ちます。個性的で、店主のコンセプトがはっきりしてい
て万人向けではありませんが一度足を踏み入れ、納得したお客様には共感を呼びます。経営的には大変
でしょうが、磨きをかけ、長く続けていくとファンが付きます。また三島を訪れる若者にとって魅力ある街づくり
の原動力になります。
　40年前、日本が高度成長時代、三島の川の水が枯渇した頃です。「三島のまちは駅前に大きな公園が
あるから発展しないのだ、街中の道路も狭いし」そのような声を耳にしました。あれから40年、水辺のある緑
豊かな街、歩道も狭いがゆえに行きかう人たちが道を譲り合い挨拶を交わしています。
　「小さいからこそ個性を出しやすい」この言葉を糧にして今年もがんばっていきましょう。

　新年明けましておめでとうございます。
　人は住んでいる地球が太陽を1周することを1年とし、それをもとに時間の概念を決め、時代・年齢等を
創り出しました。自然の中における流れは区切られるものではなく、季節の変化や栄枯盛衰はあっても常に
続いている中、元日に「さあ今年は」と心新たにする知恵も作り出しました。
　「蒔かぬ種は生えぬ」いう諺のように、「何か」を始めて初めて変化が起こります。「何か」がなかなか分か
りにくい時勢ですし、当たりはずれも多いですが「何か」を始めましょう。それは、良い結果のイメージ・ありた
い姿・求める形といったものに向かう姿勢で良いと思います。そういうものをいっぱい持っている方々の手
助けが少しでもできるように努力していきたいと思います。本年も宜しくお願い致します。

　新年あけましておめでとうございます。
　あっという間の一年でした。このポジションがこれ程までに忙しいものとは知らず引き受けてしまい、新米
副会頭としてどこまで出来たのか振り返りつつ改めて責任を感じております。
　アベノミクスから2年。それ以前と比べ確かに上向いているようにも感じられる景気のようですが、一部の
大手輸出企業中心に経済は動いている感は否めません。地方・県内・わが町に好景気が回ってくるのは
いつなのか待たれるところです。国の第3の矢や、県の産業成長戦略が功を奏し、また我々がそれを前向
きに利用し地方の景気回復に力を注いで行くためには何が必要で、何を進めるべきか・・・熟慮を重ね、実
践する年を迎えていると考えます。
　昨年、東駿河湾環状道路が開通し道路事情が改善されました。また今年は日本一の大吊り橋が完成
予定です。三島市は、先人たちが様々な取り組みに挑戦してきたことにより全国的にも多くのメディアで取
り上げられ注目を集める活気ある町になってきております。
　地方（三島）の時代が近づきつつあります。その時代を築くべく三島の溢れる力を結集し実りある一年
につなげることを願って年頭のご挨拶とさせていただきます。

　新春のお慶びを会員の皆様に申し上げます。
　商工会議所が行政と連携した事業「街中がせせらぎ」は、「住みたい街」地域が、三島が、そして訪れる
人が心豊かに…「歩きたい街」物語を、せせらぎを、そして街全体をテーマパークに…「観光の街」歴史的
資産を活かした、世界に自慢できる街に…「産業の街」産業効率を高め頭脳産業が集まり、次世代が働き
たくなる街に…二十一世紀に向けて、創造、挑戦する商工会議所をテーマに取り組みました。今、近隣の
皆様から「三島は元気があるね～」と言われるたびに、「街中がせせらぎ」事業が礎となり、賑わいと活力あ
る三島がつくられて来たものと実感しております。
　今年は未年で、従順で温和、情に厚く親切で人との争いや対立を嫌うため、人間関係もいたって良好
と言われます。会員の皆様が「頑張る経営者」として、より一層の輝きを増します様「みしま経営支援ステー
ション（Ｍ－ステ）」の専門家集団が「創業」「経営革新」「事業承継」をはじめ様々な支援策をご提案致しま
すので、何卒、明るく元気に行動する商工会議所を宜しくお願い申し上げます。

「小さいからこそ個性を出しやすい」 室伏　勝宏副会頭

「蒔かぬ種は生えぬ と言います」

「三島力で引き出せ！」

鈴木　正二副会頭

石渡　浩二副会頭

「今年も三島が元気だ !!」 渡辺　忠昭専務理事
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繁盛店づくり支援事業  経過報告

M－ステ ニュース

小規模事業者のための
補助金説明会を開催します！

繁盛店づくり支援事業  経過報告
１０月から、コンサルタントの髙橋幸治氏に支援を仰ぎながら、三島市内の小売２店舗が繁盛店づくりに

取り組んでいます。
ニットショップくまざわさんでは「入りやすいおみせづくり」、かわい米やさんでは「お米やさんが作る

おむすびの販売」をテーマに、頑
張っています。
現在３回目のコンサルティング

を受け、年明けには報告会も予定
しています。この２店舗がどのよ
うに変わっていくのか、乞うご期
待下さい。

インフォメーション

M－ステ ニュース

　現在、国会では、小規模事業者支援策の平成26年度補正予算成立、今
後は平成27年度の当初予算の成立に向けて全力で取り組んでいます。
　現時点では、補助金メニューや補助率、補助上限額等の詳細は未定で
すが、国会通過後、各省庁で整備を行い公募が始まります。
　「Ｍ－ステ」では、国とのパイプを活かして、どこよりも早く補助金
情報を皆様にお届け致します。是非、この機会に当説明会へご参加下さ
いますようご案内致します。

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 

「Ｍ－ステ」がどこよりも早い情報提供！
補助金の内容が明らかに…活用して経営力向上を目指しましょう！

「Ｍ－ステ」は各種補助金の説明から申請、採択後のフォローアップまで支援致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

ニットショップくまざわでのコンサルティングの様子 かわい米やでのコンサルティングの様子

【日時】平成２７年２月６日（金）１３：３０～１５：３０
【場所】三島商工会議所　４階会議室Ｃ・Ｄ
【内容】今後の国の小規模事業者支援事業について
　　　（平成２６年度補正予算及び平成２７年度当初予算の補助金等説明）

※補助金メニュー（予定）の概要及び当説明会へのお申込み等は同封チラシをご覧下さい。

前回好評!!
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地口行灯と新春開運初午ツアー

社会保障・税番号制度導入のお知らせ

地口行灯と新春開運初午ツアー

≪地口行灯点灯≫

≪新春初午ツアー≫ ※参加料無料・事前申込不要

社会保障・税番号制度導入のお知らせ

「社会保障・税番号制度　あなたにも、マイナンバー。はじまります。」
●  国税庁ホームページ  ●

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm

三島商工会議所

calendar
１ 月

２ 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）

新年の初午時期に合わせ、市内４商店街では地口・川柳に戯画が描かれた手作りの行灯約２２０基を点灯します。
また、商店街のお稲荷さんを巡るツアーも開催されます。

日　時：平成２７年２月５日（木）～２月１０日（火）
　　　　展示時間　午前１０時３０分～午後８時３０分
　　　　点灯時間　午後　５時３０分～午後８時３０分
場　所：大通り商店街（中央町商店会、本町小中島商店会、
　　　　本町大中島商店会）、三石神社境内、広小路笑栄会

日　時：平成２７年２月８日（日）
受　付：午前１０時００分～午前１１時００分／集合　三嶋大社大鳥居前
　※三嶋大社を出発して、大通り商店街のお稲荷さん１２ケ所巡る予定です。

平成２５年５月に番号関連法が公布され、社会保障・税番号制度（以下「番号制度」といいます。）が導入さ
れることとなりました。
番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利

便性の向上や行政の効率化につながるものとして導入されるものです。
番号制度導入における今後のスケジュールについては、平成２７年１０月から個人番号、法人番号の通知が始

まり、平成２８年１月以降、順次利用が開始される予定となっています。
国税庁では、国税庁ホームページに特集ページを設けて番号制度の概要等をお知らせしています。この特集ペ

ージでは、番号制度について簡潔に記載した資料やFAQを掲載していますので、是非ご利用ください。

15日
21日
22日

23日
28日
29日

30日

木
水
木

金
水
木

金

17：00 平成27年新春広域懇談会「会員大交流会」（キラメッセぬまづ）
14：00 従業員のためのビジネスコミュニケーション力向上セミナー（TMOホール）
11：00 環境委員会　13：30 工業部会幹事会（当所）
18：30 三島商店街連盟新年会（TMOホール）　
10：00 労働委員会　15：00 マル経審査会
14：00 建設業部会幹事会（当所）
10：00 インバウンドセミナー（当所）
11：15 運輸通信サービス業部会幹事会（当所）   13：30 まちづくり委員会（当所）
10：00 第８回寒の土用うなぎまつり
19：00 青年部新年初顔合わせ会（みしまプラザホテル）

2日
3日

5日
7日
8日

月
火

木
土
日

14：30 飲食・旅館業部会幹事会
10：00 女性部創立30周年記念式典（みしまプラザホテル）
19：30 商業部会幹事会（当所）
地口行灯展示（大通り商店街10日まで）
17：30 地口川柳大会表彰式（市大社町別館）
10：00 新春開運初午ツアー（三嶋大社スタート・ゴール）

マイナンバー
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平成 27年度　商工会議所各種検定試験日程表
資格をとってキャリアアップ!!

確定申告のお知らせ

平成 27年度　商工会議所各種検定試験日程表
資格をとってキャリアアップ!!

○確定申告相談会場

○市・県民税申告会場

○東海税理士会三島支部 無料税務相談

※当会場には無料の駐車場はありません。また駐車台数には
　制限がありますので、公共交通機関をご利用ください。

消費税及び地方消費税の計算方法にご注意ください！

…………2,100円
 …………1,570円
…………1,360円
………940円
…840円

会員お知らせ

三島商工会議所　三島市一番町2－29　TEL.975－4441　FAX.972－2010
　http://www.mishima-cci.or.jp　E-mail:info@mishima-cci.or.jp
☆カラーコーディネーター、ビジネス実務法務、環境社会検定試験のお申込み先は…
　東京商工会議所　インターネット  http://www.kentei.org　TEL.03－3989－0777

　商工会議所の検定試験は７０００万人の受験実績を誇っています。会員企業の人材ニーズに基づき、ビジネス現場
で求められる実践的な能力を評価・認定することを目的に実施しています。
　※環境社会検定試験（エコ検定）等東京商工会議所検定の日程は２月号で案内します。

１.  簿記検定試験　※２月28日は１級検定がありません。

２.  珠算検定試験

３.  販売士検定試験

４.  日商ネット検定試験

回　数 試  験  日 募集開始日 募集締切日 試験会場（一般） 受  験  料

回　数 試  験  日 募集開始日 募集締切日 試験会場（一般） 受  験  料

回　数 試  験  日 募集開始日 募集締切日 試験会場（一般） 受 験  料

検  定  名 試験日・募集開始日・締切日

第１４０回
第１４１回
第１４２回

６月１４日（日）
１１月１５日（日）
２月２８日（日）

４月２０日（月）
９月２４日（木）
１月１２日（火）

５月１５日（金）
１０月１６日（金）
１月２９日（金）

三島商工会議所他
1級　　7,710円
2級　　4,630円
3級　　2,570円

1級
2級
3級
4･5･6級
7･8･9･10級

第２０４回
第２０５回
第２０６回

６月２８日（日）
１０月２5日（日）
2月１４日（日）

４月２０日（月）
８月１７日（月）

１２月　７日（月）

５月２８日（木）
９月２４日（木）
１月１４日（木）

三島商工会議所

2級（第43回） ９月２６日（土） ８月１０日（月） ９月　４日（金） 三島商工会議所 2級　　5,660円

・日商PC
　（文書作成）（データ活用）（プレゼン資料作成）
・日商ビジネス英語
・キーボード操作　他

各ネット検定登録会場にて随時実施中ですので、詳細は
日商ホームページへ（http://www.kentei.ne.jp/）
※但し、日商ＰＣ１級は試験日が決まっておりますので、
　登録会場にお問い合わせ下さい。

※受験者が10名に満たない場合には中止する場合があります。

所得税及び復興特別所得税・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及び地方消費税の申告・納税は３月３１日（火）まで

場　　所：三島商工会議所　1階ＴＭＯホール
期　　間：２月１３日（金）～３月１６日（月）　※土日を除く
時　　間：午前９時～午後５時（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、午後４時までにお越し下さい）
お問合せ：三島税務署　ＴＥＬ：０５５－９８７－６７１１（代表）
　※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
　※消費税及び地方消費税に関しては３月１７日～３１日は三島税務署が申告相談会場となります
　※確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税」欄の記載もれにご注意ください

場　　所：三島商工会議所　４階メンバー交流サロン
期　　間：２月１３日（金）～３月１６日（月）　※土日を除く
時　　間：午前９時～午後５時
お問合せ：三島市市民税課　ＴＥＬ：０５５－９８３－２６２６

場　　所：三島商工会議所　４階会議室Ａ
期　　間：２月１３日（金）～２月２６日（木）　※土日・祝日を除く
時　　間：午前９時～１２時　午後１時～午後３時半

　平成２６年４月１日から消費税（地方消費税を含
む）の税率が８％に変更されました。そのため、平
成２６年４月１日を含む課税期間の消費税及び地方
消費税の確定申告書を作成するためには…
　帳簿等において、課税取引を適用税率毎に区分し
た上で、適用される新・旧税率ごとに計算する必要
があります。
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３０周年記念事業のご案内

青年部･青年部ＯＢ会合同忘年会を開催しました!!
１２月１６日（火）昭明館において青年部会員とＯＢ会員との親睦及び交流を図ることを目的とし

て合同で忘年会を開催しました。
年末を控えご多忙中の中、青年部会員５１名・ＯＢ会員１３名のご参加を頂きました。和やかな雰

囲気の中で、青年部各委員会より、これまでの活動報告や、今後の活動への抱負を発表し、ＯＢ会員
の方々より励ましのお言葉をいただきました。

来たる２月３日（火）に、「三島商工会議所創立３０周年記念事業」
が開催されます。
当女性部会員だけでなく、県内の各女性会の皆様、約１００名をお迎
えし、共に記念すべき年を祝います。
記念式典では、三島市長様など来賓の方々をお迎えし、女性部創立３
０年を祝うとともに、その歩みを振り返ります。記念講演会では女優 
工藤夕貴氏を迎え「工藤的！美と健康のつくり方」と題しお話を伺い、
その後の祝賀会では多くの皆様と交流を深めたいと考えています。
現在は記念誌を作成中で、婦人部として昭和６０年に設立してからの
３０年間の活動を多くの写真とともに振り返る充実した内容にし、記念
式典で皆様に配布したいと進めています。

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。

堀江会長挨拶 萩原OB会代表幹事挨拶

乾杯の様子 OBを囲み懇談

女優  工藤夕貴氏
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『歳末謝恩セール 大抽選会』多くの人で賑わう

共済加入者限定
浅草ガイドツアーと寄席&ぶらり銀座お買物ツアー

三島商店街連盟で実施した「歳末謝恩セール大抽選会」には市内125店舗が加盟し、１１月２９
日（土）より１２月２１日（日）までの延べ23日間行った抽選会場は多くの人で賑わいました。

この大抽選会は上記期間中に加盟店で
3,000円毎お買い物をされたお客様に抽選券
を１枚進呈するもので、抽選会では特賞から
４等まで空クジなしの豪華景品をご用意しま
した。

抽選会に参加したお客様からは「商店街で
このような企画があると楽しい」「いつも買
っている商店でサービスしてもらった」など
の声が寄せられ、老若男女多くの人が商店街
を訪れるきっかけとなりました。

（文：まちづくり課　塩谷洋司）

１２月８日（月）共済加入者限定の優待バス旅行を実施しました。
最初に向かったのはたくさんの観光客で賑わう浅草。
「若手の役者さんが案内する浅草ガイドツアー」に参加。奥深い浅草の歴史や魅力をわかりやす

くまたユーモアたっぷりに話します。個人ではなかなか訪れない路地裏や老舗を紹介してもらい、
次回浅草へ来た時はみんなに教えてあげたい！と参加者も感激。フリータイムを設け、『浅草満喫
ツアー』に大満足でした。

昼食は浅草ビューホテルの26階より東京スカイツリーを眺めながらおいしい料理に舌鼓。
約150種類の料理が用意されたランチバイキングで、何往復もしてお腹いっぱいになったところ

で次に向かったのは『浅草演芸ホール』。
落語はもちろんのこと、漫才・漫談・紙切りなどバラエティーに富んだ『本当の笑い』でお腹を

抱えて大爆笑！日頃からくる疲労を笑いで吹き飛ばしてきました。
最後に立ち寄った銀座ではちょっと贅沢なお買物タイム。クリスマスでライトアップされた銀座

でみなさん自分へのご褒美!?を購入しました。
各種共済制度に加入すると格安バス旅行の他に、脳ドックや人間ドックが割引で受診できます。
事業主・従業員の安心安全とおたのしみに、会議所共済の加入をお勧めいたします。

（文：総務課　池谷太郎）

事 業 報 告

写
真
で
見
る
活
動
報
告
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１２月９日（火）に、消費税転嫁対
策事業の一環として「販売力アップセ
ミナー」を開催しました。講師にはデ
モンストレーターとしてテレビショッ
ピング出演など現役で活躍されている
福村多美子氏を迎え、「究極の販売ト
ーク術」を身に付けるべく、話の構成
や表現力、説得力、共感力など具体例
を挙げながら説明していただきました。
参加者からは「わかりやすかった」
「とても勉強になった」など大変好評
でした。

（文：産業支援課　麻谷暢恵）

運輸通信サービス業部会では昨年２月に開通した東駿河湾環状道路や昨年６月に開通した圏央道を契機
と捉え、北関東から伊豆の旅行客を誘客するため、１２月１９日に秩父商工会議所を訪れ懇談会を実施致
しました。

懇談会では12月まで放映された「ごめんね青春」
や「街中がせせらぎ」など三島の注目度が高まって
いることや、三島の特産品である「三島うなぎ」な
どを紹介し、伊豆の玄関口である「三島」をPR致
しました。
また、秩父商工会議所では東京オリンピックが
2020年に控えていることから、外国人誘致のために
英会話教室やおもてなし観光ドライバー認定制度の
導入・Wi-Fi整備などに取り組んでおり、今後の三
島での観光客取り組みに参考になりました。

（文：まちづくり課　塩谷洋司）

１２月１１日（木）に、工業部会視察研修会を実施しました。今回は、独自の技術・製品開発を誇る 
（株）アミノと（株）エッチ・ケー・エス（富士宮市）へ伺い、事業内容等の説明をいただいた後、工場
見学をさせていただきました。様々な機械や製造工程、技術について説明受け、参加者も熱心に質問する
など実りのある研修会となりました。　　　　　　　　　　　　　　　（文：産業支援課　麻谷暢恵）

販売力アップセミナーを開催

工業部会視察研修会を実施

運輸通信サービス業部会 観光プロモーション事業
秩父商工会議所と懇談会を実施

（株）アミノ （株）エッチ・ケー・エス
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会 員 さ ん

今年の５月に本町交差点の直ぐそばに、気軽に旬を味わえる日本料理店「たん
観」さんがオープンしました。店名の由来は、「たんぽぽの綿毛のように世の中
を見渡し、踏まれても立ち上がる強さへの憧れと“ん”が２回付くことで非常に縁
起が良いんです。」とは店主の石川さん。お店のトレードマークも鯛と縁起物尽
くし。評判のお料理は、地元食材にこだわり魚介は沼津港、野菜は自家菜園の獲
れたての物を使っています。夜は、コースのみのメニューとなり３,７００円か
らご用意されています。また、ランチは前菜５品とメイン料理にデザートがつい
て１,５００円。本格的な日本料理を手軽に味わえます。また、本町の欧風野菜
料理店「カフェ・バンマリ」さんとのコラボ企画「たんマリ」も開催し、新たな
顧客を開拓しています。日本酒にも力を入れ、広島の酒蔵の地酒など豊富に取り
揃えています。是非一度、“遊び心”のある日本料理をご賞味ください！
　　　　　（文：経営支援課　金井雅彦）

勲章と褒章 新版－この一冊で、すべてがわかる。－

インドネシア－シゴトタビ－
吉田松陰の主著を読む

邸宅美術館の誘惑－アートコレクターの息づかいを感じる至福の空間－

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。

た ん 観遊び心のある日本料理店

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/

佐藤正紀/著　全国官報販売協同組合

北影雄幸/著　勉誠出版

朽木ゆり子/著　集英社

［たん観］
住　所：三島市本町１２－２０ 高田ビル１階
電　話：055－972－1677
Ｈ　Ｐ：http://tan-kan.net/
営業時間　11：30～ 13：30（昼）
　　　　　18：00～ 21：00（夜）
定休日：毎週水曜日・木曜日の昼
コース：３,７００円、５,０００円、７,０００円
※コース料理は、旬の食材を扱うため時期や季節
　によりことなります。ご予約の際ご確認下さい

日経ビジネス/編  TNC/編　日経BP社

ランチメニューの一例

至静岡 至裾野方面 至熱海

楽寿園●

県道21号線
三島本町　
タワービル● ●静岡銀行

●みしまプラザ
　ホテル

セブンイレブン●

県道51号線

至国道1号線

たん観 ★

三島駅

三
島
広
小
路
駅

ある日突然インドネシア出張を命じられたら。
ビジネスマンの出張に役立つよう編集されたガイド

ブックです。現地の滞在や移動のコツ、取引先や上司と
の会話に役立つ話題、ローカルブランドの紹介、現地の
リアルを体感できる情報が満載。個人的な旅行にも役
立つのはもちろん、読み物としても楽しい１冊です。

国や社会のために尽くした人々に贈
られる勲章や褒章。身近な方が受勲し
たなどという話はよく耳にしますが、
どのような人がどのような理由で受章
しているのでしょうか。
あまり知られていない日本ならでは

の勲章づくりなど、叙勲制度の舞台裏
を含め、日本の勲章と褒章のすべてを
紹介します。

今年の大河ドラマの主人公は、吉
田松陰の妹だそうです。
教科書などで松陰の名前は知って
いても、人となりや思想信条などに
触れる機会は少ないのではないでし
ょうか。「将及私言」「幽囚録」「二十一
回猛士の説」など、維新の原動力にな
った吉田松陰の主著を解説します。

世界有数のアートコレクターの自宅や別荘だ
った建物を、その美術コレクションごと公開し
ている“邸宅美術館”。興味深いことにコレクタ
ーの個性が強く反映され、その住居の贅沢な空
間も共に楽しむことができます。ヨーロッパと
アメリカから珠玉の15館を選び、収集の歴史
や主な作品を丁寧な解説と美しいカラー写真で
紹介しています。実用的なガイドブックとする
もよし、読んで想像の翼を広げるもよし。大人の
楽しみ方を知っている人におすすめの１冊です。



13

「マスコミに売り込むための
チェックポイント」

　全国各地で、新商品や特産品などの開発についてお話を
伺うことや、相談をさせていただく機会があります。その
際によく話題になるのが「テレビや雑誌で取り上げてもら
えないだろうか」ということです。直接「記事にしてくだ
さい」と頼まれることもあります。しかし、商品を出さ
れただけでは記事にすることはできません。今回は、取
り上げにくい理由と、どうすれば取り上げやすくなるの
かをまとめておきたいと思います。「敵を知り、己を知
る」ところから戦いは始まるのです。
　静岡県焼津市の「シーラック」は、かつお節などが中心
の水産加工食品会社です。新規事業で「バリ勝男クン。」
というスナック菓子を開発しました。企画・宣伝を担当し
た同社の長谷川英則さんによると、ターゲットに想定した
高校生が接触しそうな雑誌やテレビ番組、地元のラジオ
局の番組にせっせと売り込みの手紙を書いたそうです。
取り上げてくれたラジオ番組には社長を生出演させたり、
地元のサッカースタジアムでサンプルを配ったり、キャ
ラクターの着ぐるみをつくったり、地域限定でユニーク
なテレビＣＭをつくって集中投下したりと、話題づくり
に努力したと言います。そのかいあって、地元はもとよ
り、首都圏進出も狙える地域発のヒット商品に育ちまし
た。この開発ストーリーは同社のＷｅｂサイトで公開さ
れているので、これから何かをしようとしている人はぜ
ひ参考にしてほしいと思います。
　売り込まれる側のメディアの立場を簡単に言うと、「ネ
タ」になりやすいものを求めています。単に、良いモノか
どうか、おいしいかどうか、珍しいかどうかだけではネタ
になりません。よく言うのは「Ｎｏ.１かオンリーワンの
何かがあるか」です。何かしらの話題になる特徴を持た

ないと、ネタにはなりません。
　雑誌の編集部には、毎日いくつもの新ネタが入ってきま
す。売り込みもひっきりなしにあります。その中で、「こ
れは！」と注目されるためには、分かりやすい特徴や面白
さが必要です。私自身の経験で言うと、送られてきた手紙
が手書きであったり、サンプルが同梱されていたりと「な
んとかして目立とう」と努力しているものには、すぐ目
が行きます。また、紹介文やプレスリリースも、分かり
やすいものとそうでないものの差が激しいのが現実です。
記事を書きやすいように、特徴や競合関係が明確に整理
してあると、採用される確率が高くなると思います。
　プレスリリースをつくる作業には、プロジェクトや経営
戦略をチェックする手法の「ＳＷＯＴ分析」と似た考えが
必要です。「強み （Ｓｔｒｅｎｇｔｈ）、弱み （Ｗｅａｋｎｅｓｓ）、機会 
（Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ）、脅威 （Ｔｈｒｅａｔ）」の４つをきちんとチェ
ックして文章にまとめることは、マスコミに売り込み攻
勢をかける前に、ぜひやっておきたい作業です。事業の
チェックとともに、一度、売り込み用のプレスリリース
をつくってみましょう。

ヘルニアとは、体の臓器などが、本来あるべき場所から飛び出してきた状態をさす言葉です。ですから、胃や腸のヘルニア
もありますし、なかには脳がヘルニアという恐ろしい病態もあります。しかし、もっとも知名度が高いのは腰椎（腰の骨）の
椎間板ヘルニアではないでしょうか？これはご存じのように腰痛を起こす病気ですが、100人に１人は罹るというデータ
もありますから、有名にもなるわけです。比較的若い男性に多く発症しますので、力学的な負荷など環境因子が関与してい
ると考えられ、肉体労働者に多いという報告もあります。また、喫煙との関連も指摘されていますし、遺伝的になりやすい体
質のかたもいるようですから、血縁者に椎間板ヘルニアがいるかたは、たばこを控えたほうがいいかもしれません（もちろ
ん、たばこは百害あって一利なしですから、吸わないほうがいいに決まっていますが）。
症状は腰痛だけの場合もありますが、飛び出したヘルニアが骨の中を走っている神経に触ることによって、下肢にしびれ

や痛みがでてきます。しびれや痛みの部位は、ヘルニアの場所によって変わります。神経の障害が強いと、足の動きが部分的
に悪くなることもありますし、まれに排尿が困難になることもあります。下肢の筋肉の動きや、下肢の感覚障害、反射などを
調べて診断をすすめていきますが、最終的にはMRIという画像検査でヘルニアの有無を確認します。ヘルニアは一種の老
化現象ですから、症状がなくても、中高年のかたにはそれなりに画像上の異常はあります。ですから、画像の異常イコール病
気ではないことに、気をつけなければなりません。
飛び出したヘルニアは自然に吸収される可能性のある病態です。したがって、自然治癒も期待できますから、薬物などを

補助的に使って痛みをコントロールしつつ、様子をみていきます。しかし、症状がとても強い場合や、長期化する場合には、
手術でヘルニアを取り除き、神経の圧迫を解除します。顕微鏡でよく観察して、丁寧にヘルニアを取っていきます。最近では、
内視鏡を使った手術も開発されています。なお、急におしっこが出なくなったなど、強い症状があらわれた場合には、時期を
失すると症状が残ってしまいますので、緊急手術が必要となります。

　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

医療法人社団親和会　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

「腰椎椎間板ヘルニア」健康コラム



表紙写真説明

司章堂
TEL （055）975－1159

税務署からのお知らせ

平成27年1月から

相続税の基礎控除が
引き下げられました

　三四郎の作品はほとんど１～２点しか制作され

ず、それも親しい友人や親戚に配布、領布されて

いる。但し、このメリーさんは大量に作られてい

て、販売していた可能性もある。昭和初期は西洋

人形が大流行した時期で、その影響を受けている。

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

www.nta.go.jp⇒

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

メリーさん

資料提供：三島市郷土資料館
撮　　影：Studio Let’s

日 本 の 苗 字
(一文字)

操（ミサオ）　港（ミナト）　水（ミ　ズ）
蓑（ミ　ノ）　道（ミ　チ）　簑（ミ　ノ）
緑（ミドリ）　幸（ミユキ）　翠（ミドリ）
椋（ム　ク）

参考文献
谷川商事（株）発行  佐久間津奈子著『日本の苗字』

詳しい内容は・・・

★ 国税庁ホームページで調べられます！

★ 電話相談センターで相談できます！

にせ税理士にご注意ください！

相続税・贈与税
事業承継税制関連情報

　税理士をお探しの場合は、日本税理士連合
会ホームページの「税理士情報検索サイト」で
税理士等の検索が可能です
（httpｓ://www.zeirishikensaku.jp）。

税務署に電話して自動音声案内により
「１」を選択、次に相続税の「２」を
選択してください！



※１社３０分程度

TEL 054-275-1880
FAX 054-253-5150

当協議会の活動実績 ◆相談取扱案件 887社  ◆再生計画策定支援案件 340社〔平成26年11月30日現在〕

設置されています。

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

静岡県経営改善支援センターよりお知らせ

面接をご希望の方はお問い合わせください。
面接日時をご連絡します。

面接会場　三島商工会議所　４階 Ｅ会議室

ホームページを開設しました。http://www.shizuoka-cci.or.jp/kaizen/
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