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みしま会議所ニュース

三島夏まつり宣伝部では、
夏まつりの風物詩、おなじみの
夏まつりうちわの注文を承っています。
お得意様・お客様に自店のうちわを配りたい、
広くお店のＰＲを行いたいという方はぜひ
ご利用ください。
１００本よりご注文を承ります。
申込期間：７月 3 日（月）
まで
販売価格：１本１１０円（消費税込）
原

※ 1 口：１００本単位でご注文を承ります。

稿：サイズ／横１４ｃｍ×縦８ｃｍ

※原稿は原則として１色です。
うちわデザイン（右図）の裏面に原稿が入ります。

受付窓口：三島商工会議所

８：３０～１７：３０

※土日・祝日は受付できませんのでご了承ください。

問合せ先：三島商工会議所 うちわ作成担当者
ＴＥＬ：０５５－９７５－４４４１
※写真はイメージですので若干変更されます。

今年のデザイン
（イメージ）

夏 まつり のうちわで

今年は「木下 ほうか さん」です‼

‼

しま せ ん か

※源頼朝公が決定しました！

お店や事業を

うちわスポンサー募集中

（ポスターイメージ）
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心を込めた料理が人と人をつなぐ
パッパトリアがリニューアル / シェフが変わりました！
イタリア旬感料理 ＰＡＰＰＡＴＯＲＩＡ（パッパトリア）
シェフ 芹 澤 聖（せりざわ さとる）さん
お勧め料理）お手頃価格です！
☆サザエのガーリックバター焼 ３９０円
☆ステーキしいたけサルシッチャ（伊ソーセージ）詰焼５８０円
☆牛肩ロースワイルドステーキ １,５００円
☆デザート各種 ５８０円
☆パスタ・ピザ各種
・10～37名迄２階でパーティー料理３,５００円～
（ご予算ご相談下さい。別途飲み放題有り。）

４月号 山田園 丸子千晶さん からのご紹介は パッパ
トリアのシェフ芹澤さん。丸子さんから「イケメンシェフ」と
の情報を聞きつけて取材に行ってきました。
芹澤さんは、東京料理専門学校を卒業後、フレンチ・居酒
屋・ハンバーガーショップ・イタリアンで修行。今は、この経
験を活かしイタリアンらしからぬイイとこ取りの芹澤料理を提
供しています。
座右の銘は「一途一心」ひたすらにひたむきに、芹澤シェ
フの情熱が伝わります。料理に人が出る、更には気持ちまで
が現れる、美しい料理のためには時間を作ること、本当の楽
しさは厳しさの中にあり、ルールなしの楽しさではお客様に
喜ばれない…次々と自分に厳しい発言が出てきます。その反
面、忙しい時こそふざけてスタッフを和やかにしたり、居ずら
い雰囲気のお客さんにはシェフ自ら声を掛けたりサプライズ
プレゼントと茶目っ気もたっぷり、人と関わることが大好きと
人懐っこい笑顔で話します。
また、
「お客様に喜んで頂くには…と考え自らが行動して欲
しい」とスタッフの教育も熱心です。 料理を通してマナーや
ルールを若い人に伝えていきたい、そして、長く愛されるお店
でありたいと瞳を輝かせる芹澤シェフ。この瞳と爽やかな笑顔
（イケメン）が料理の美味しさを引き立て、人と人をつないで
います。
リニューアルしたパッパトリア「新しい味」と
「新しい出会い」
を求めに、訪れてみませんか。
（文：事務局次長 鈴木智子）

＊Ｂe.Ｍe.見たよ！で
「プチシャーベット」を
グループ全員にプレゼント
（平成29年６月迄）

〒411- 0855 三島市本町12-15電話 055 - 972 - 2234
＊︎定休日：無休（今後変更有ります）
＊ランチ11:30〜15:00 1,000円
＊ディナー18:00〜21:30頃
＊カクテルバー21:30頃〜23:00

会員さんから会員さんをご紹介いただき
皆さんに魅力をお伝えします。
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経営支援
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まちづくり

第 5 回みしま花のまちフェア/「三島ホタルまつり」開催 !!

会員さんいらっしゃい

焼肉と海鮮泰安パークサイド店 / 株式会社杉山自動車工業
パワースポット居酒屋あげ神宮 / ヤーコン専門店 ヤーコン舎
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女性部・青年部ニュース

平成 29 年度 第１回役員会を開催 / 第１回定時会員総会

活動報告

商品開発サクセスプラン応援事業 /BCP 保証伝達式
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information
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トレンド通信

社会人基礎教育セミナー / みしま大通り商店街まつり
「三島ブランドお中元セット」を販売 / 三島お土産品募集 /
平成２９年度上期会費納入のお願い / 竹紙を使った名刺
インフォメーション

『地域資源の深掘りを生かすコラボを』
健康コラム / 自動車税納付のお願い / 取引き応縁ネット
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当所では、本年も地球温暖化対策や節電対策の一環とし

聖さん

～夏季期間のクールビズについて～

PAPPATORIA パパットリア芹澤

て、夏季期間の職員の軽装
（クールビズ）
を実施しています。

つなぐ

何卒、ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
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期間：平成 年５月１日
（月）
～９月 日
（金）

Contents

健康経営 ® とは？

目指せ！

健康経営とは従業員の健康増進を重視し、 健康管理を

従業員の健康の維持・増進と事業所の生産性向上を目

みんなが健康で働き続けることは、事業所にとって、
三島商工会議所と三島市は健康経営を実践する企業を

健康経営 ® に取組む企業にはメリットが沢山！
生産性の向上

イメージアップ

・社内コミュニケーションの向上
・欠勤率の低下
・業務効率の向上
・モチベーションの向上

・企業ブランド価値の向上
・社内的・対外的イメージの向
・リクルート効果による人材の

負担軽減

リスクマネジメント

・休職、欠員による事務手続きの軽減
・長期的には健康保険料負担の抑制

・機会損失の回避
・事故、不祥事の予防

健康経営に関する様々な取組
◆ みしまタニタ健康くらぶのご案内～「タニタ式」で健康づくり～
事業所として入会すると健康経営に関する支援メニューがあります。
その１

巡回測定会の実施（月１回）高性能体組成計による測定会を定期的に実施。

その２

市保健師、栄養士等による健康・運動講話の実施。

その３ 「みしまタニタ健康くらぶ」会員の歩数、データ等の提供。
◆「健康経営」の実践で保険料割引！
東京海上日動火災保険では、健康経営を実践する企業に対し一部の保険料を割り引くサービスを開始。経産省が
実施する優良法人認定制度に選ばれた企業を対象に日本商工会議所と創設し全国の中小企業約５万社が加入してい
る団体保険や従業員の業務上のけがなどを保障する企業向けの保険の保険料を５％安くする。
◆「ふじのくに健康づくり推進事業所」制度
静岡県では、平成 28 年度より上記制度を導入し参加事業所の支援を開始。１月末で 95 社が参加している。先
月には積極的な取組をした５事業所に知事褒章を授与。今後、継続年数に応じて４段階の認定証を交付していく。
◆ 健康経営優良法人認定制度（主催：経済産業省）
地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優
良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度。健康経営に取り
組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などか
ら「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会
的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としている。
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健康企業
経営課題として捉え、その実践を積極的に図ることで

目指す経営手法です。

、自分にとって、そして家族にとって大切なことです。
応援します！
健康経営に取組む企業が増えています！

「健康経営®」への投資１ドルに

その背景は･･･。

３ドルのリターン

①少子高齢化による労働力人口の減少

アメリカの大手企業、ジョンソン・エンド・ジョ

②生活習慣病の増加等による医療費の増大

ンソンがグループ全体で健康経営に取組んだ結

③メンタルヘルス（心の健康）不調者の増加

果、健康教育プログラムの作成等の投資１ドル

④外部環境の変化による経営合理化

に対し、３ドルものリターンがあったという。

向上
の確保

健康経営って何をすればいいの？
～できることから始めてみよう！～
◆ 従業員への情報発信
□事業所として健康経営に取組むことを従業員にメッセージとして発信する。
□社長自らが率先して健康づくりを行い、職場の雰囲気づくりをする。
◆ 健康診断の受診
□病気の早期発見・早期治療に最も効果的な健康診断・人間ドックを従業員に受けさせる。
□要受診・要治療の所見があった従業員に病院受診を勧める。
◆ 運動の推進
□１日 10 分、日常生活にプラスで運動することを勧める。
□日常生活の１つとして取り入れるなど、直ぐできることを始める。
例）エレベーターではなく階段の利用や近隣外出は自転車・徒歩に切り替える等
◆ 禁煙対策
□受動喫煙によるリスクがあるため、完全分煙や事業所敷地内での禁煙を実施する。
◆ メンタルヘルス対策
□ストレスからくる不調を防ぐには、自分なりのストレス解消法を持っていることが大切。
□心の問題を抱えている人は、７人に１人と言われている。早めに気づき対応することが大切。
◆ 生活習慣病対策
□高血圧、糖尿病、肥満などは普段の食生活や運動、禁煙、飲食等の生活習慣が原因。
□生活習慣病の怖さを知り、生活スタイルを見直してみる。

健康経営に取組んでみたい･･･でも、
ちょっと難しそう。
そんな企業への三島商工会議所の健康経営支援メニュー
・三島市との共同による「健康経営セミナー」の開催（11 月予定）
・協会けんぽ静岡支部の協力による「ふじのくに健康宣言事業所」の承認支援
・アクサ生命保険株式会社との連携による『健康経営アドバイザー』資格保有者による実践支援
・経済産業省「健康優良法人認定制度」に関する情報提供
（文：総務課 金井雅彦）
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経 営 支 援
小規模事業者向け最新補助金情報
申請期間
５月１日～６月３０日

１.小規模企業経営力向上事業費補助金

静岡県内の小規模企業の「工夫」や「改善」による新たな取組を実施する際の経費を助成する補助金
の募集が始まっています。「経営力を向上させたいが、経営革新計画の承認申請はちょっと…」という
小規模企業の経営革新計画承認への第一歩となる補助金です。

（文：経営支援課 宇水

補 助 金の内容

淳）

小規模企業とは…

（１）補助対象者：小規模企業

常時使用する従業員数が
次のとおりであるものに
なります

（但し過去に経営革新計画の承認を受けた企業を除く）
（２）補助対象事業：以下の要件を全て満たすもの
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
（３）補助の内容

①製造業、建設業、運輸業 他
（②を除く。
）
：２０人以下
②卸売業、サービス業、小売業
：５人以下
※娯楽業、宿泊業の方は
お問い合わせ下さい。

①補助率：２／３以内
②限度額：５０万円
③対象経費：開発費、機械装置等費、広報費、委託費、外注費 他
（4） 申請先：最寄りの商工会・商工会議所

セミナー情報ヘッドライン

２.小規模事業者持続化補助金

商工会議所主催のセミナー情報を check!

３月１７日に採択結果が公表された小規模事業者持続

１．経営革新セミナー
日時：５月２３日（火）１４：００～

化補助金の追加公募が現在、実施中です。
補助上限額等の補助金内容は前回の公募とほぼ同じで

場所：三島商工会議所 ３階会議室
講師：玉置久倫氏（中小企業診断士）
内容：経営革新承認のための第一歩

すが、今回は小規模事業者の事業承継に向けた取組を促
進させるため、後継者候補が積極的に行う補助事業を重

２．ものづくりセミナープレスクール（仮）
日時：６月９日（金）
・１４日（水）
・１６日（金）

点的に支援することが目的の一つになっています。
そこで経営者の年齢が満 60 歳以上の事業者のうち、

１３：３０～１６：３０
場所：三島商工会議所 3 階会議室

後継者候補が中心となって補助事業を実施する場合、
「事
業承継加点」として採択審査時に

内容：製造業の幹部候補対象
３．創業応援塾
日時：７月１日（土）
・８日（土）
･１６日（日）･２３日（日）

加点されます。
受付締切は５月３１日（水）です。
締切間際は込み合うことが予想さ

９：３０～１６：３０
日付によって開催時間が異なります。

れますので、補助金の申請を検討
される方はお早めに当所へご相談

場所：三島商工会議所
講師：（株）リーダーラボ派遣講師

下さい。

問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441
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ま ち づ く り
５月27日（土）28日（日）は
花と夢いっぱいの２日間

第5回みしま花のまちフェア‼︎

三島市では「ガーデンシティみしま」を目指し、様々な事業に取り組んでいます。
これを推進する事業の一つとして、みしま花のまちフェアが開催されます。

主な会場とイベント内容
【楽寿園（メイン会場）】両日入園無料
オトナもコドモも花に集う、みんなの花総合コンテスト！ 本気のサンバ（ブラジ
ブラジル・カーニバル
ル・カーニバル）がやってくる !! フラワーマンコンテスト（大社の杜でも開催）
【三島商工会議所ＴＭＯホール】
２７日
（土）
まんぷくやうまいもの市
TMO ホールでの様子
三島ブランド認定品（みしまコロッケ等）をはじめ、三島の魅力ある特産品を販売
２８日
（日）
この祭り、乱れ咲き１４th
豪華景品が当たるガラポン抽選会、
アイリッシュ音楽、
ウクレレのライブ、飲食ブースなど
【白滝公園】
～花より団子～ 水辺のオアシス：川のせせらぎを聴きながらティータイムはいかが？ 飲食ブースなど
【みしまプラザホテル】
プリザーブドフラワーアレンジメント、フラワーアレンジメント講座、花コンサートなど
ジュニアチャレンジの様子
【大社の杜】
見て！さわって！参加して！花の魅力を体験しよう! フラワーフォトスポット、フラワーアレンジメント教室、花ことばブースなど
（文：まちづくりアドバイザー 田代 稔）

６月上旬はホタルウィーク『三島ホタルまつり』開催 !!
６月３日（土）

（土）
６月10日

＊一番町ホタルまつり
【時間】１５時～２０時３０分
【場所】三島商工会議所 １階 ＴＭＯホール
【イベント内容】ホタル放蛍、フードコート、金魚すくい、
お楽しみ大抽選会など
【お問合せ】一番町商店振興会 山田
☎９７５－１４５７
＊リバーサイドほたる by芝町
【時間】１６時～２０時
【場所】楽寿園正門前、白滝公園西側
【イベント内容】味の匠市、飲食ブース、
子供にお楽しみプレゼント
（無料）
【お問合せ】芝本町商店振興会 大橋
☎９７５－２５５５
（文：まちづくりアドバイザー 田代

稔）

＊リメンバー六反田
【時間】１７時３０分～２０時４５分
【場所】広小路笑栄通り
（歩行者天国）
【イベント内容】ワゴンセール、
ちびっ子クジ、ステージショーなど
【お問合せ】広小路笑栄会 秋山
☎９７１－４２２５
＊三島ホタルまつり
【時間】１３時～２０時
【場所】楽寿園
（入場無料、１７時以降
正門からは入園不可）
、源兵衛川
【イベント内容】ホタルトンネル、模擬店、大抽選会など
【お問合せ】三島市商工観光課
☎９８３－２６５５
ホタル観賞ポイント
源兵衛川、ホタルの里
（楽寿園南出口付近）
、水の苑緑地、
桜川、御殿川などが観賞ポイントです。
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焼肉と海鮮泰安 パークサイド店
〒411-0029 三島市光が丘38-2
電話055-987-0292 / FAX055-987-6740
ＨＰ：http://www.yakiniku-taian.com/park/
E-mail：yakimontaian@hi2.enjoy.ne.jp;
平成元年に開業し、来年で３０周年を迎える「焼肉泰
パークサイド店自慢の暖炉
リバーサイド店屋上からの花火風景
安 パークサイド」さんは三島市光ヶ丘の静かな住宅街
にお店を構えている焼肉店です。
アットホームをモットーとして、炭をおこしている間、
2F のゲストルームでゆったりとお寛ぎいただきます。
完全なコース料理で、４名様以上、完全予約制となって
おります。
コースは４, ０００円と５, ０００円となっていますが、
その他ご予算に応じて対応して頂けます。
自動演奏ピアノが奏でる音楽を聴きながら、暖炉でお
こした炭で厳選されたお肉や海鮮をご堪能頂けます。
パークサイド店のサービスとして、１０名様以上でお
越しのお客様には、次回来店時においしいボトルワイン
今年も暑い夏がやってきます。気の合うメンバーで泰安
をサービス致します。詳細はお店にお尋ねください。
また、沼津市大手町にある姉妹店「リバーサイド店」 さんの焼肉を食べて、夏を乗り切りませんか？
なお、両店とも最高の素材をご用意いたしますので、
ではお店の屋上でバーベキューをご堪能頂けます。
必ず事前に予約をお願いいたします。
沼津夏まつりの花火を見ながらのバーベキューは例年
（文：経営支援課 市川 顕）
予約で一杯になるほど好評を得ているそうです。
確かな技術と独自の設備に裏打ちされた信頼の高いメン
テナンスが信条。そんな社長の後ろ姿を見て育った長女
の綾野さんが、メカニックを志したのは中学卒業の時、
現在では２級自動車整備士や自動車検査員も取得し技術
の承継に取組んでいる。
女性ならではの細やかな気配りや分かり易い説明でメ
カが苦手な女性でも日頃のメンテナンスから専門的な話
まで気軽に相談できるのが嬉しい。
愛車のメンテナンスを考えている方、レア車にご興味
のある方は、是非一度、ファクトリーを覗いて見て欲し
い。時を超えた名車たちとの新たな出会いが待っている。
（文：総務課 金井雅彦）

株式会社杉山自動車工業
〒411-0815 静岡県三島市安久148-11
TEL：055-977-1089 FAX：055-977-2381
営業時間：8:30〜17:30
定休日：木曜日（第1木曜日は営業）、第1日曜日が関係する金土日、祝祭日
http://www6.shizuokanet.ne.jp/sugiji/ E-mail：sugiji@shizuokanet.ne.jp

ファクトリーの中ではスー
パーカー世代が憧れる名車達
が、メンテナンスされる時を
待っている。
㈱杉山自動車工業はＲ
１３６沿い安久に事業所を構
えて５１年のキャリアを持つ。
国産・外車問わず車検等に対
応しているが、何と言っても
英国車を中心に趣味性の高い 「car MAGAZIN 460号」掲載の杉山社長の愛車 整備中のアルピーヌルノー A110
車種の一般整備、車検から事
（綾野さんと杉山社長）
故修理、各種オーバーホール、
ＦＲＰボディ修理・制作に特化している。また、オーナー
にとって頭を悩ますメンテナンス費用についても完全見
積制をとっており、安心して任せることができる。
杉山社長の「プロの目で車の状態を判断しお客様が納
得するまで説明します。
」との言葉に表れているように、
イタリア車もお任せ下さい！
特注のフレーム修正用治具
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パワースポット居酒屋
あげ神宮
〒411-0847 三島市西本町1-25
営業時間：11:30～24:00 不定休

電話055-972-3539

今年２月に広小路から
西本町に移転し、リニュー
アルオープンした「あげ
神宮」さん。
移転を機に、お弁当の
テイクアウトを始め、大
人気となっています。
お 弁 当 は ６ ０ ０ 円 ～。
ランチはなんとワンコイ
ンから楽しめます！また、
ロースかつ弁当
三 島 で は な か な か な い、
お昼からお酒を飲める居酒屋です。
これまでより広くなった店内は、３５名程度の団体様
まで入れます。
あげ神宮さんの一番人気は、何と言っても子供からお
年寄りまで大好きな唐揚げ。来店されたお客様はほとん
ど注文するという鉄板メニューとなっています。
また、じっくり煮込んだトロトロの牛すじや、白く透

特製白湯鍋

一番人気の唐揚げ

き通った特製白湯鍋も大人気。
休日にお昼からビールを片手に、おいしいおつまみを
食べるという大人にとっての至福の時間をたまには自分
へのご褒美にいかがですか！？
是非そんな時はあげ神宮さんへお越しください。笑
顔が素敵で元気なスタッフが皆様をお待ちしています。
（文：総務課 池谷太郎）
多く、最近では東京の大手百貨店でヤーコンを使用したチョ
コレートも販売されているそうです。
「私は８０歳を超しているけれど元気に農作業するわよ」と
素敵な笑顔でお話ししてくれた石黒さん。
みなさん、健康のためにヤーコンについてもっと知りたく
ないですか！？そんな時は石黒さんを訪ねてみてはいかがで
しょうか。
（文：総務課 池谷太郎）

ヤーコン専門店 ヤーコン舎
〒411-0858 三島市中央町4-10
電話055-975-1154
営業時間 10：00～17：30 定休日 水曜日
みなさんはヤーコンという植物を聞いたことはあります
か？
約２５年前にヤーコンと出会い、それ以来１０年間、ヤー
コンの第一人者である茨城大学農学部の月橋教授のもとへ
出向き勉強され、その後ご自身も１０年間講師として、北は
北海道から南は沖縄まで全国を飛び回っていた店主の石黒
さんにお話を伺いました。
ヤーコンとは、さつまいもによく似たキク科の植物です。
「ヤーコンを食べたり飲んだりすると、炭水化物を阻止す
る力があるの」と石黒さん。糖尿病や高血圧になると、炭
水化物を控えなさいと病院では言われますが、年配の方は
３食ごはんを食べたいもの。そんな時にヤーコン茶を食事
の際に飲むと、より効果があるそうです。
また味噌汁に入れると塩分も控えられるというのですから驚
きですね。
石黒さんは日本で唯一のヤーコン料理研究家でもあり、
独自の調理法・加工法・保存法も熟知されております。
「ヤー
コン料理は
『蒸かす』
・『焼く』以外はなんでもＯＫ」とのこと。
ヤーコンには、フラクトオリゴ糖の含有量が野菜で一番

ヤーコンの生いも

ヤーコン茶
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ヤーコンを使用したお菓子など

女 性 部・青 年 部 ニュース
県内交流会「三島大会」に向けて動き始めました！
平成２９年４月１０日（月）に三島商工会議所にて女
性部役員会を行い、役員９名が出席しました。役員会で

交代で主管を担当し、多くの女性会会員が参加し盛大に
開催されています。

は、秋に開催予定の第２６回静岡県商工会議所女性会連
合会 平成２９年度県内交流会「三島大会」について協議
しました。

昨年度は「静岡大会」が開催され、その中では次回開
催地紹介として、当女性部会員１０名が三島市の魅力を
ＰＲし、三島大会への参加を呼びかけました。

静岡県商工会議所女性会連合会の主催で行われる県内
交流会は、各商工会議所女性会の緊密な連携を図るとと
もに、各女性会（部）の運営に関する情報収集と提供を

今年度は、１１年ぶりに三島商工会議所女性部が主管
となります。皆様をお出迎えするために、役員会では講
演会や参加者全員で楽しめるアトラクション等について

目的とし、県内にある１０の女性会（部）が年に一度、

協議し、開催に向け動き始めました。

平成28年度県内交流会「静岡大会」昼食会の様子

次回開催地三島を紹介

「第１回定時会員総会」大いに盛り上がる。
平成２９年度スローガン「Next Stage
～個々の力を集結し、次代を創る～」

４ 月 18日
（火）18 時 30 分 よ り み
しまプラザホテルにて平成 29 年度
三島商工会議所青年部定時総会を開
催しました。
石川会長は主催者挨拶で「中期ビ
ジョンの達成、第 39 回全国大会し
石川会長挨拶
ずおか沼津大会、東京オリンピック
などのビックイベントを前に、今一度、組織を見直し、
我々の個の力を集結して、より強固な組織を作らなけれ
ば成功はないと考えます。メンバー皆がお互いが楽しく
活動できるように、組織内での見直しや試しを行ってい
き活動しやすい組織にしていこう！」と士気を高めまし
た。議案については全て満場一致で承認されました。ま
た、平成 28 年度卒業者を代表して㈲若松商事 尾友秀
人様に感謝状の贈呈が行われました。
総会後の懇親会では、近隣青年団体ＰＲが行われた後、
当所青年部役員の挨拶、新入会員より意気込みの発表が
ありました。普段接する機会の少ない会議所役員、来賓
と青年部会員との笑いを交えながらの懇談する姿が見ら
れるなど、懇親会は大いに盛り上がり、平成 29 年度の
石川会長率いる新体制の良いスタートをきる事ができま
した。
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総会の様子

卒業生感謝状贈呈式

懇親会名刺交換の様子

懇親会集合写真

活 動 報 告
Ｍ－ステの専門家支援により
ＢＣＰ特別保証を設定

商品開発サクセスプラン応
援事業で新商品誕生‼︎
Ｍ－ステが小規模事業者
の商品開発を、専門家と当所
経営指導員で１年間、事業
デザインからロゴ、パッケー
ジ化まで二人三脚でトータ
ル支援した「商品開発サクセ
スプラン応援事業」で、新た
な商品が誕生しました。
（文：相談所長 小島信之）

イエス

ようかん

明治食品工業㈱「Yes YOUCAN」
新規顧客獲得に若い人をター
ゲットとした商品に取り組んだ。

函南 米粉パン SAWAS
きゅうまる
朝焼きアツアツ「 ９ ０ 食パン」
米粉と言う名前に高級感を感じ
ない庶民的な感じがするので、
インパクトのある商品開発に取
り組んだ。

みしま経営支援ステーション・Ｍ－ステは、東日本大
震災を契機に災害リスクの軽減を目指す㈱ミロク（社長：
古屋英将氏）に対し、専門家派遣によるＢＣＰ計画の策
定支援を行い、災害発生時の再建に必要な資金枠の設定
という静岡県信用保証協会の「ＢＣＰ特別保証制度」の
内定に至りました。４月１７日（月）には、三島商工会議
所で内定通知書の授与式を行いました。
「ＢＣＰ特別保証制度」は、激甚災害被災下での事業
継続や復興のための保証予約制度で、事業者の作成した
ＢＣＰ計画を保証協会が審査し内定するものです。
今回の内定は、三島市に本店所在する事業所において
平成２３年以降初となります。（文：事務局長 小川雄司）

会頭へ商品完成報告

手作り工房 Poco a Poco
ベジャム
三島野菜ジャム「Vejam」
三島野菜をリッチにおいしく食
べるスイーツセレクション商品
の開発に取り組んだ。

箱根物産㈱ 洋食をおいしくす
つけえもん
る漬物「三島野菜の漬衛門」
漬物＝古臭いイメージを払拭し、
若者受けする地域性のある商品
開発に取り組んだ。

内定通知書を授与される ㈱ミロクの古屋社長

みしま大通り商店街まつり
多くの人で賑わう

責任ある行動と自立型の
『人財』育成
4 月 17日
（月）に新入社員らを対象とした社会人基礎
教育セミナーを当所 TMO ホールにて開催し 48 名が受講
しました。
Raise ＆ Associates 代表 山内結加里氏が講師を務め、
社会人の基本動作・表情やビジネスマナーの重要性を学
び、電話応対・名刺交換は参加者同士で実践を行いまし
た。講義終了後には
「 初めて行ったことが多くこれから
本日学んだことを実践していきたい」
「久々に講義を受
け、あらためてビジネスマナーの重要性に気付いた」と
多くの意見がありました。 （文：経営支援課 児玉博也）

名刺交換実践の様子

毎年５月５日（こどもの日）恒例の「春の大通り商店街
まつり」が本年も実施されました。当日は天候にも恵ま
れ、約４２，０００人の人出で賑わいました。三島広小
路駅踏切から大社町西交差点までが歩行者天国になり、
当所で推進している「三島ブランド」や「ワンコインセー
ル」のブース出店を初め、マジックショー・楽器演奏・
親子木工教室・ワゴンセールなどの数多くのイベントが
実施されました。
また、近隣学校からの参加もあり学生が書いたポス
ターや吹奏楽が商店街中に溢れ、みしま大通り商店街が
春の連休を盛り上げる祭りになりました。
（文：まちづくり課 丸山祐季）

会頭挨拶
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加藤学園マーチングパレード

問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441

in f or mation
～お世話になったあの人に
三島の名産品を贈りませんか？～

三島の
を
土産品
‼︎
中
集
募

「三島ブランドお中元セット」を販売中
販売期間 ５月１５日
（月）～６月１５日
（木）
発 送 日 ７月４日
（火）～６日
（木）
注文方法 ①同封したチラシで窓口もしくは FAX にて注文。
三島商工会議所の HP からも注文できます。
②料金の支払い【三島商工会議所窓口で現金
払い、または振り込み。】
６月１５日までに入金がない場合、キャンセ
ルとなります。
※詳細は今月号同封のチラシをご覧下さい。
【商品】
表示金額は消費税・箱代
・送料を含む。
♦三島贅沢セット
（10,000 円・8,500 円）
♦三島まんぷくセット
（5,000 円）
♦三島得々セット
三島贅沢セット A
（3,500 円・3,000 円）
※ H コース〈3,500 円〉
三島馬鈴薯（5㎏）

飲食店や宿泊施設で紹介する
土産品紹介リストに掲載します

当所飲食旅館業部会では、地元の人しか知られていな
い商品なども含めた三島のお土産品を紹介する「三島土
産品紹介プロジェクト」を実施しております。
これは、飲食店や宿泊施設などで三島のお土産品を聞
かれることが多いため、三島土産品リストを飲食店や宿
泊施設などに用意し、観光客のニーズに応えていくプロ
ジェクトです。
近年は観光客のニーズも多様化しており、広く知られ
ている商品ばかりでなく、地元の人だけが知っている商
品を求めることも増えています。
現在は部会幹事が薦める２１品目をリストに掲載し紹介
しています。
今後、一定の条件に合致していれば商品を追加致しま
すので、掲載してほしい土産品がありましたら当所まち
づくり課までご連絡ください。
※土産品リストは当所ＨＰをご覧ください。

限定 50 個

宿泊施設等で土産品を紹介する様子

土産品紹介リスト見本

三島まんぷくセット A

「放置竹林活用プロジェクト」
竹紙名刺を作成しませんか

昨年度募集チラシ

当所では三島商工会議所版アダプト・プログラム「放
置竹林活用プロジェクト」で、昨年 12 月 10 日にボラン
ティアの皆さんと伐採した竹を使用し、現在「額縁」と「名
刺」を製作しております。
今回、竹 100 ％の紙（竹紙）を作成することができま
しました。この竹紙には三島の竹が入っており、この名
刺を活用することは三島地域の環境改善に大きく携わり
ます。地域の環境改善のため、竹紙を使った名刺を作成
しませんか？

三島得々セット A

平成２９年度
上期会費納入のお願い

※詳しくは同封のチラシをご覧ください。

６月１２日
（月）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ください。
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
るようお願い致します。
ご不明な点がございましたら…
TEL：0 5 5 - 9 7 5 - 4 4 4 1 総務課まで

竹紙使用の名刺
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ト レ ン ド 通 信

『地 域資源の深掘りを生かすコラボを』
先日、山形県の庄内地方でアル・ケッチァーノという
イタリアンレストランを経営する奥田政行シェフにお話
を伺う機会がありました。そのとき、地域発のヒット商
品づくりの視点で勉強になることがたくさんあったので
す。奥田シェフは鶴岡市を皮切りに東京・銀座の山形県
アンテナショップ内にあるヤマガタ・サンダンデロなど
たくさんのレストランを経営・プロデュースしています。
また、全国各地の地域の食材を使った商品やレシピの開
発でも引っ張りだこです。食を通じて地域を活性化した
いという意識のとても強い方でした。
奥田シェフに伺って感動したのは、地域資源（奥田さ
んの場合は主に食材）を発掘していく際の手法や考え方
が徹底していることでした。山や川の地形や日照はもち
ろん空気（風）の通り道や地質、水質などとそこで採れ
る食材の味の関係を深堀りしていくのです。例えば標高
が５５０メートルくらいで、爽やかな風が通る地域では
チャンピオン級の牛が育つそうです。蚊などの虫が少な
く牛がストレスを感じないからだそうです。また庄内平
野で冬のうちに道路が凍結しやすい場所を地図上に記録
しておいて、後で線でつなぐと夏にはそこが風の通り道
となっていて良い野菜が育つエリアが分かるといいま
す。
このような調子で、地域の自然がもたらす恵みを徹底
的に調べた上で、それを最終的な料理にどう生かすかを
考えるそうです。地域の個性は他ではまねができないも
のなので、その特徴を突き詰めるとオリジナルなものが
出来上がります。
面白いのは、こうして発見された個性ある資源の特徴
を料理する（商品化する）ときの考え方です。例えば食
材の持つ「苦み」や「エグみ」「香り」などは、よいも
のもありますがすべてが好ましいものとは限りません。
そんな偏りを生かすために「同質なものを組み合わせる」
「相補的な関係のものと組み合わせる」という２つのア
プローチを取るそうです。食材を組み合わせることで個
性を残しつつ、さらに新しい価値を生み出します。
料理のプロですから、味はつくろうと思えば調味料や

技を駆使してどんなものでもつくれるわけです。しかし、
もともとの地域の自然・風土が生み出した個性を残せば
他の場所ではつくれない地域資源になれるわけです。
奥田シェフは生産者さんと「物々交換」を駆使します。
買ったり買われたりという主従の関係ではなく、お互い
の価値を認め合った上で共に繁栄しようとの考えがベー
スにあります。個性ある地域資源を生かすために、なん
でもかんでも自分だけで完結するのではなくて、「何と
組み合わせればよいか」「誰と組めばよりよいものが出
来上がるか」を考えてみるのは大事なアプローチだと思
います。野菜について言えば、これまで曲がったキュウ
リに象徴される個性が強いものは、形や味が市場に受け
入れられないとして淘汰（とうた）されてきました。近
年こうした傾向は見直されています。地域の個性が市場
で価値を持つチャンスの時代が迫っているのだと思いま
す。
日経ＢＰヒット総合研究所 上席研究員
渡辺 和博

◇渡辺

和博／わたなべ・かずひろ

日経ＢＰ社 日経ＢＰヒット総合研究所上席研究
員。１９８６年、筑波大学大学院理工学修士課程修了。
同年、日本経済新聞社入社。日経パソコン、日経ビジ
ネス、日経トレンディなどＩＴ分野、経営分野、コン
シューマ分野の専門誌編集部を経て現職。全国各地の
商工会議所などで地域振興や特産品開発のための講
演・コンサルを実施。消費者起点のものづくりをテー
マに地域発のヒット商品育成を支援している。

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。
）

★店の隣の駐車場をご利用ください★
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in f or mation
今回はばね指・腱鞘炎について
お話ししようと思います。
ばね指や腱鞘炎という言葉はしばしば耳にする機会は
あると思います。
「腱」とは骨と筋肉をつなぐ綱のよう
な役割をしており、関節を動かそうとしたときに腱が浮
き上がるのを防ぐために「腱鞘」というトンネルがあり
ます。腱鞘炎とは使いすぎなどの理由により腱鞘に痛み
を生じた病態を言います。一方ばね指とは、炎症が続く
ことにより腱鞘が厚くなり、腱の通り道が狭くなり、指
の曲げ伸ばしの際に引っ掛かり感がする病態をいいま
す。簡単に言いますと腱鞘炎のひどくなったものがばね
指です。
ばね指は 1850 年に Notta という人が初めて報告して
います。一生のうちで発症する可能性は 2.6％ですが、
糖尿病患者さんでは 10% に上昇します。
（小児のばね指
を除くと）男女比は 6:1 と女性に多いです。腱鞘炎は手
関節や肘などにも起こりますが、ばね指の腱鞘炎は指の
付け根部分の「A1」という腱鞘に生じます。その「A1」
腱鞘が肥厚するために、指を曲げるための屈筋腱の通り
が悪くなり、
「ばね現象」というひっかかりが生じます。
治療には、①安静、②ステロイド注射、③手術があり
ます。初期治療としてもっとも行われるのがステロイド
注射です。3 回までの注射で 9 割近くの患者さんの症状
が長期的に改善すると言われています。ただし、糖尿病
患者さんの腱鞘炎については、ステロイド注射が効きに
くいことが多いです。手術は、先ほどの「A1」という腱

静岡県沼津財務事務所からのお知らせ

鞘を切開します。「A1」の切開は 100 年以上前から行わ
れております。成功率は高く、痛みの残存や再発例は少
ないですが、手術しても指の第 1 関節（近位指節間関節）
の伸展のしにくさや痛みが残存したりする場合もありま
す。そのような難治例には、指に 2 本ある屈筋腱のうち
炎症の原因となっている 1 本の屈筋腱を切離する方法も
あります。
ばね指は糖尿病だけではなく、手根管症候群（手がし
びれる病気）や関節リウマチ、アミロイドーシスなどの
病気とも関連しているため、これらの病気をお持ちの方
は、将来ばね指を発症する可能性があります。また、ば
ね指を発症した後にこれらの病気が判明することがあり
ます。しかし、ほとんどは合併症のない特発性と言われ
るものです。女性に多いことからもわかるように、女性
ホルモンのバランスの変化が腱鞘炎の発症に大きくかか
わっていることが分かってきています。
指の痛みやひっかかりなどを自覚した際は一度整形外
科への受診をお勧めいたします。
医療法人社団親和会
整形外科専門医
手外科専門医
飯島準一

西島病院

静岡県東部地域限定の企業データベースに登録して、
ビジネスチャンスを掴もう！！
静岡県東部ビジネスマッチングサイト
「取引き応縁ネット」のご案内

取引き応縁ネット
「静岡県東部ビジネスマッチングサイト『取引き応縁ネット』」
は、企業間取引を目的とした企業データベースとして、規模・業
種を限らず、自社の営業内容や受発注情報などが掲載できるサイ
トです。昨年よりオープンし、既に約８２０件の事業所が登録し
ています。サイトから事業所へアポイントをとることもでき、会
議所や信用金庫が仲介を行うので安心してご利用いただけます。
貴社のＰＲの一助として、また、新規取引先の発掘のためにぜひ
ご活用ください。

パソコンや携帯電話を利用して、クレジットカード納付
ができます。（税額の他に決済手数料がかかります。金融
機関やコンビニではクレジットカード納付はできません。
納税証明書は発行されませんのでご了承ください。）

自動車税 Q & A
手放した車の納税通知書が届いた

引越して納税通知書が届かない

運輸支局の登録（名義変更・廃車）
手続きが行われていないか、遅れて
いると考えられます。手続きを確認
してください。自動車税についても、
下取り先や売った先と相談して、必
ず納付してください。

5 月中旬までに届かないときは、登録
番号を確認の上、財務事務所までご連
絡ください。住民登録を済ませていて
も、運輸支局での登録（住所変更）手
続きが行われていないと、納税通知書
は届きません。

称 静岡県東部ビジネスマッチングサイト
催 『取引き応縁ネット』
静岡県東部地域企業情報連携推進協議会
（加入団体：三島商工会議所、沼津商工会議所、
沼津信用金庫、三島信用金庫）
掲 載 可 能 企 業 上記加入団体の会員もしくは取引のある企業
Ｕ
Ｒ
Ｌ https://www.tobuouen.net
登録・修正方法 上記サイトより、直接貴社の情報を入力し掲載
を申し込むことできます。また、情報修正もサ
イト上より行うことができます。
料
金 無 料（登録・掲載・修正等 全て無料です）
お 問 合 せ 三島商工会議所経営支援課
TEL055-975-4441 FAX055-972-2010
名
主

自動車税のグリーン化について
環境にやさしい自動車を普及させるため、排出ガスや燃費の環境への負担の程度に
応じて、自動車税額を軽く又は重くする「自動車税のグリーン化」を法律に基づき平
成１４年度から実施しています。
対象車両等の詳細については、納税通知書に同封された「自動車税のお知らせ」を御
覧ください。

自動車税納税証明書の電子化について
平成２７年４月から、登録自動車については、国の継続検査窓口での自動車税納税証
明書の提示を省略できるようになりました。（ただし、これまでどおり、自動車税に
滞納があると自動車検査証の返付は受けられません。また、軽自動車、小型二輪自動
車の継続検査を受検される方や、自動車税を金融機関等で納付後、すぐに継続検査を
受検される方等については、納税証明書の提示が必要です。）

●その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

静岡県沼津財務事務所

自動車税課

電話 055-920-2019

問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441
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公益財団法人 産業雇用安定センター静岡事務所
〒

静岡市葵区黒金町
TEL 054 255 1343

番７号 三井生命静岡駅前ビル Ｆ
FAX 054 652 3259
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