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みしま会議所ニュース

今月の特集 ～静岡恵明学園児童部の卒業生の進学・就職を応援～
「若者活躍支援資金」を創設します

全 て を 大 切 にし な が ら
お 客 様 の 満 足 へ とつなぐ
㈱アイティエス
ソリューションサービス課 木場 夕佳子（きば ゆかこ）さん
入社８年目の木場さんは、９年前社内結婚により惜しまれ
つつも一度退社され、社長をはじめ現場スタッフの達ての希

これからも“ＩＣＴですべてのＪＯＢをＧｏｏｄＪｏｂに！” を
モットーにオフィスドクターとして地域の中小企業のお役に立

望により３年前に復社しました。
現在３人の子育てをしながら、社内では、お客様のＯＡシ
ステムや機器を継続的に “ サポートするアイティエスオフィス

ちたいと満面の笑顔で語ってくれた木場さん。
オフィスのＯＡ機器等でお困りごとがありましたら、まずは
アイティエスの木場さんへ相談してはいかがでしょうか。
（文：中小企業相談所長 小島信之）

がっちり安心サポート” の技術スタッフとして活躍しています。
この業務は、様々な質問に対し、ワンストップで対応する
知識とスキルが求められることから、あらゆるメーカーのＯＡ
機器等に精通していることはもちろん、それらを的確に伝える
ことができる対応力も要求されます。
元々それらの能力が備わっているからこそ、退社時に惜しま
れる声が多かったのですが、そこを含め何より社内で一二を
争うムードメーカーとしても存在感は大きくお客様からの指名
も多かったそうです。
「家庭を持ったことで仕事も、家族も全てを大事にしたいと
思うようになりました」
「常に、今がスタートと思いながら仕事
に取り組んでいます」
「とても良いお客様に恵まれています」
等々、木場さんからは常に前向きな言葉ばかりが出てきます。
これは職場環境が、家族思いの人や子育てをする人にとっ
て大変働きやすくなっていることや、社員同士のチームワーク
を強く感じることが影響しているとのことです。

左から課長の尾島さん、木場さん、顧客営業課の一杉さん
〒411- 0816 三島市梅名427-1
TEL055-977-5151／FAX055-977-5142
http://www.itsg.co.jp/

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。

キャラクターは木場さんがモデルです！
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～静岡恵明学園児童部の卒業生の進学・就職を応援～

「若者活躍支援資金」
を創 設します

プロジェクト

静岡恵明学園児童部の卒業生は、
経済的な理由で大学等の進学をためらっています。

それは、進学すると学費、家賃、生活費（＊部分的な補助金はあります）の支
払いの為、多くの時間をアルバイトに追われ学習もままならず、卒業後は借りた
学費等の返済が発生する…まさに進学と同時に負の遺産を背負うことになるので
す。
様々な事情から児童養護施設で暮らす子どもたち。生い立ちの違いで、進学を
諦めてしまうことはとても残念なことです。
そこで

私たち 地元企業が若者の進学を後押し、卒業後は
地元企業に就職へ。この仕組みが
「若者活躍支援資金」です。
経済界が、彼らたちの人生にエールをおくることで

「夢を追いかけていいんだ。多くの人のサポートを
忘れずに、しっかりと生きていこう！」
彼らたちにこそ、将来の夢や希望と誇りをもって人生を歩んで頂きたいと願っ
てやみません。
どうか趣旨ご理解の上、広く皆様からの温かいご支援をお願いいたします。

■静岡恵明学園児童部とは…

■児童養護施設とは…

児童養護施設 児童憲章の本旨に基づき、児童の
心身ともに健やかな育成を願って設営されました。
２～１８歳の子どもたちが養育されています。
昭和２７年に三島市内に設立され、現在約５０名
の子供が生活をしています。
その他に乳児部と児童家庭支援センター、保育園
等があります。

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）の規定に
基づいて設立された児童福祉施設の一つ。法第 41
条では「保護者のない児童（乳児を除く。ただし、
安定した生活環境の確保その他の理由により特に必
要のある場合には、乳児を含む）、虐待されている
児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、
これを養護し、あわせて退所した者に対する相談そ
の他の自立のための援助を行うことを目的とする施
設とする」と規定されています。

■静岡恵明学園児童部と三島商工会議所とのつながり
当会議所創立 70 周年記念事業「放置竹林活用プ
ロジェクト」静岡恵明学園児童部の管理地である竹
林をご提供いただきプロジェクトを実施しました。
また、当所女性部のチャリティーバザーの収益金を
次世代を担う人材育成に役立ててもらうことを目的
に寄付を行いました。

つなぐ三島プロジェクトとは…
当会議所創立７０周年地域振興ビジョン「つなぐ
三島～ＡＬＬ三島で未来を創る」の実現に向け「人
と人」
「歴史と文化」
「三島と地域」をつなげる為、様々
なアクションプランを実施しています。
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スキーム図

静岡恵明学園児童部
( ４８名 )
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専門学校生
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進 学

卒 業

支援

就職

就職

会 員

若者活躍支援資金
写真：静岡恵明学園児童部
（三島市笹原新田）

会 員

会 員

三島商工会議所若者活躍支援資金
目

的

静岡恵明学園児童部卒業者の健全な生活確保を支援することを目的とします。

対象者

大学や専門学校に在学している静岡恵明学園児童部卒業生

交付額

大学等に支払う学費の一部を補助するもので、一人年間２０万円を限度に支給します。

交付決定
期

間

三島商工会議所正副会頭が審査を行い、交付を決定します。
支給は大学等の在学期間で、かつ、大学等の修業年限を期間とします。

皆様へお願い

協賛金額１口１万円から
（平成 29 年度募金
第１回募集期間

目標額１５０万円）

平成 29 年７月〜 9 月末日

詳細は BEME ７月号に募集チラシを同封致しますのでご協力下さい。
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経 営 支 援
「売り先、売り方」にお悩みの方、
Ｍ‐ステの販路開拓支援を受けてみませんか？
Ｍ－ステは様々な手法で皆様の販路開拓をお手伝いします。
でも「自社はどんな位置づけで、どんな支援が適しているか分からない」という方、多いと思います。
まずは下のマトリックスで自分のお店や商品がどこに当てはまるか考えてみましょう。

商圏は？

顧客マトリックス
ターゲットは？

近隣

全国

①

②

②

③

消費者向け
BtoC
企業向け
BtoB

自店 ･ 自社商品が
どこに当たるか分からない
方は M - ステへ気軽に
相談して下さい。

①に当てはまる

②に当てはまる

③に当てはまる

リピータ増加を目指す

新規顧客獲得を目指す

知名度アップを目指す

個店の魅力を

女性目線で販促活動を

展示会 ･ 商談会の出展

アップさせます。

お手伝いします。

ノウハウを教えます。

「繁盛店づくり支援」

「ＦＣＷ※の販促支援」

「響けバイヤー大作戦」

※ＦＣＷ：フリーランス･ クリエイタ･ ウーマンの略。コトリスラボから誕生した女性起業家のクリエイタチーム。

★興味が沸いた方、是非下記のセミナーをご受講下さい。
また各々の支援策の詳細は同封の折込みチラシでも確認頂けます。

（文：経営支援課 宇水

セミナー情報ヘッドライン

商工会議 所主催のセミナー情 報を che ck !
１．販路拡大売上アップセミナー
日時：６月３０日（金）１４：００～
場所：三島商工会議所 ４階会議室
講師：瀧下 広明 氏（フードビジネススクエア・中小企業診断士）
内容：「響けバイヤー大作戦」の導入セミナーです。
２．販路開拓セミナー
日時：７月１１日（火）・２５日
（火）１３：００～
場所：三島商工会議所 ３階会議室
講師：寺田 望 氏（㈱ Bizhope 代表取締役） 他
内容：「ＦＣＷによる販促支援」の導入セミナーです。

問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441
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淳）

ま ち づ く り
商店会でおもてなしイベントが開催されます！
＝イベント盛りだくさん、是非足を運んでください＝
＊場所
＊席数
＊主催
＊内容

【七夕夜市】

＊日時 ７月１日
（土）・２日（日）
各日 17 時～ 20 時 30 分
＊場所 三石神社境内
（広小路駅より徒歩 1 分）
＊主催 本町大中島商店会
昨年の様子
＊内容 お楽しみ抽選会、
うまいもの市（夜店）、射的、金魚すくいなど

楽寿園駅前口
約１００席 ※予約可
一番町商店振興会
緑に囲まれた楽寿の森でのビアガーデン。
各種イベントも用意しております。

ＢＢＱは予約制
（予約方法：静岡バーベキューテラスのサイトからお
申込みください http://bbq.shizuoka.jp/）
（文：まちづくり課 石渡智英）

【楽寿の森ビアガーデン】

6 周年を迎えた今年のビアガーデンは、水曜日から週
末にかけて実施します。今回はＢＢＱも開催致しますの
で、是非お越しください。
＊日時 7 月 19日
（水）～9 月 16日（土）までの水曜・
木曜・金曜・土曜
各日１８時００分～２０時４５分
※ラストオーダー２０時３０分

昨年の楽寿の森ビアガーデン

花のまちフェア多くの人で賑わう
三島市が推進する「ガーデンシティみしま」事業の
一環として『第５回みしま花のまちフェア』が 5 月 27
日
（土）
・28日
（日）の２日間に渡り開催され、２日間で
２万８千人が訪れました。
イベントはメイン会場である楽寿園をはじめ、中心商
店街や大社の杜などで実施され、多くの花が飾られまし
た。 ま た、 様 々 な
体 験 も 用 意 さ れ、
楽寿園ではサンバ
ダンスチームから、
本場のサンバを学
ぶ体験もありまし
た。
当所１階のＴＭ
Ｏ ホ ー ル で は、 例
年通り飲食ブース
で あ る「 ま ん ぷ く
好天に恵まれた花のまちフェア

や うまいもの市」「この祭り、乱れ咲き１４th」を開催
しました。参加者は、花との触れ合い、多くの体験、三
島市の食べ物を満喫しました。
このイベントにより、「花のまちみしま」 を多くの人
に発信することができ、中心市街地に花と笑顔が溢れま
した。
（文：まちづくり課 丸山祐季）

T M O ホールの「まんぷくや うまいもの市」
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な自然の中で育ったブラ
ンド豚だけを使った、こ

創作cafediningてっぱんや

のお店ならではの絶品メ
ニューです。
ランチは味噌汁、ご飯、

〒411- 0036 三島市一番町13 -15 ササキビル2F
TEL：050－5263－8178（予約専用）
TEL：055－976－2588（問合せ専用）
営業時間：
【火～日・祝・祝前】
ランチ 11:00～14:00（L.O.14:00）
【火～日・祝・祝前】
ディナー 17:00～23:00（L.O.23:00）
定休日：月曜日

珈琲又は紅茶付きです。
店内は、和のテイトの壁
紙が落ち着いた雰囲気
で、和食器で洋食が食べ
られます。夜は、前菜を
つまみながら、洋風居酒

三島駅南口交差点を南に過ぎ、愛染小路に向かう入り
口にあるビルの２Fに「創作 cafedining てっぱんや」はあ
ります。オーナーでシェフの

屋として利用できます。
宴会コースも人気で、
2,000 円と 3,000 円コー
ス料理（4 名様から）に飲

岡本幹雄さんはこれまで様々
なお店で経験を積まれたベテ
ラン料理人です。その長年の
経験を活かし、素材選びから
調理方法など常に研究し旬な
素材で食べる人の心を楽しま
せてくれます。
そんな岡本シェフのおすす
めメニューは『はこ豚の和風
ステーキ』です。箱根の豊か

み放題 1,500 円とリーズ
ナブルに納まるのは幹事

てっぱんや岡本シェフ

さんには嬉しいところ。
店内は良い感じでコジンマリとしており、お一人でも
気軽に！でも次回は仲間を連れて来たくなるそんなお店
です。ぜひお腹を空かせていらして下さい‼︎
○ランチ
９９０円〜
○ディナー １, ２８０円〜
（文：経営支援課 大嶋孝博）

店舗入り口

また、〝オフィス＋住居″のコンセプトが話題の「ド ッ
ト ツ リ ー 修善寺」のオフィス棟と管理棟の設計も手掛け
ました。更に瑞穂さんがオーナーを務めるギャラリー「緑
と物語」もオープン。綿糸でできたコットンボールライ
ト（ＢＯＮＢＯＲＡ）やインテリアグリーンの展示販売、
作家さんを招いての個展も定期的に開催しています。
理想の住宅に巡り合えず悩んでいる方、建築とインテ
リアのプロが揃うＧＯ＿ＡＮさんにご相談してはみては
いかがでしょうか。
（文：総務課 金井雅彦）

一級建築士事務所 ＧＯ＿ＡＮ（ゴアン）
〒411- 0022 三島市川原ケ谷591－17
TEL＆FAX055－976－2488
営業時間：9 : 00～21 : 00
定休日：日曜日・祝日（但し、打合せは可能※要予約）
HP：http://goan.works/ E-mail：go_an2008@ybb.ne.jp

（近藤社長と瑞穂さん）

はこ豚ステーキランチセット

一生で一番大きな買い物と言わ
れる住宅の購入では、理想のマイ
ホームを求めて多くの方が悩まれ
ます。〝建築家とつくる家″を掲げ
るＧＯ＿ＡＮさんは、そんな悩み
を解決する強い味方です。

ドットツリー修善寺
伊豆市修善寺 ７５
TEL：0558-99-9141

「１００の家族がいれば、１００通りの家族の考え方や
ライフスタイル、生活動線がある。」と代表者の近藤さん。
大切なの は 「自分たちにとって何が一番重要なことか」
を明確にし、自分の価値観「自分軸」を明確にする作業。
その結果、私たちが無意識に縛られている「間取り」か
らも解放され、真に家族を育てる器（住宅）が出来上が
ると考えます。
特徴のある住宅を数多く手掛ける近藤さんは、
「愛犬
家住宅コーディネーター」の資格を有し、人もペットも
幸せに暮らせるペット共生住宅も得意分野。
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ギャラリー
「緑と物語」
ドットツリー修善寺内
オフィス０４
TEL：090-6808-8813

ウーズ

Ｗｏｏ’ｓ

ほとんど出していないものの、口コミでどんどんお客様
が増えているそうで、Instagram や Facebook を見て県外
から来店される方もいるそうです。
美味しいハンバーグを食べたい方は、ぜひ一度足を運
んでみてください。
（文：経営支援課 麻谷暢恵）

バーグ

Ｂｕｒｇ

〒411- 0822 三島市松本266-1 ＭＳコーポ104号
TEL 055 - 977 - 4129
営業時間：11:30～14:30 17:30～21:00
定休日：月曜日
三島市松本に店舗を構えて４年目になる Ｗｏｏ‘ｓ Ｂ
ｕｒｇさん。あしたか牛を使ったこだわりの絶品ハン
バーグを提供するハンバーグ専門店です。
ハンバーグだけで常時３０種類程のメニューがあり、
毎月限定のメニューも見逃せません。ランチは７５０円
～、ディナーは１，
０００円～とリーズナブルで、数日か
けて仕込むソースが大好評。オススメはデミグラスソー
スのハンバーグとわさび醤油のハンバーグです。その他
にステーキメニューもあり、お
肉好きにはたまらないお店です。
店内は店主の杉山さんこだわ
りのアメリカ雑貨がディスプレ
イされ、レトロで落ち着いた雰
囲気が美味しいハンバーグに
マッチしています。
ご家族連れからカップル、お子
様からご年配の方まで幅広い客
層から支持を得ており、広告は デミグラスハンバーグ

店舗外観

こだわりのハンバーグ

店舗内の雰囲気

金曜限定ミニハンバーガーランチ

貴重なハチミツは「花のまちフェア」で試食を行い、濃
厚でありながら癖のない風味が好評を博しました。
「ハチミツの採取は、計画のまだ第一歩、商品展開に
向けて益々加速していきます。」と齋藤さん。
ハチミツ単体だけでなく原料に加えたスイーツや加工
品等の展開も考えており、コラボレーションして頂ける
企業を募集しています！
希少で高付加価値のハチミツを使用した新たな〝三島
名物″の誕生にご期待下さい！ （文：総務課 金井雅彦）

斉藤建築
（Saito Design）
〒 411- 0838 三島市中田町 2 － 2
TEL＆FAX 055－943－5330
営業時間：11 : 00～18 : 30
定 休 日：不定休
HP： http://www.swarovski-saito.jp/
皆さんは、
「エキウム・ウィルドプレッティー」と言う
花をご存じですか？この花はスペイン領カナリア諸島原
産で全高３ｍにもなる特殊な植物で淡いピンクの小花を
塔状に多く咲かせます。
別名「ジュエリータワー」とも呼ばれ高品質なハチミ
ツが沢山取れることでも有名です。一方で開花までに３
年弱かかり、雨に弱く乾燥した気候を好むことから日本
では研究施設の様な場所でしか
栽培されていませんでした。
本業が大工でスワロフスキー
ショップも経営する異色の経歴
をもつ齋藤さんは、数年前にこ
の花の種を入手したことがきっ
かけで栽培に着手し独自の育成
方法を開発、今年初めてハチミ
ツの採取に成功しました。
国内では出回っていない大変 花のまちフェアでの展示

齋藤さんご夫妻と採れたてのハチミツ

満開のエキウム・
ウィルドプレッティー
みはらしの丘に植えられた花から
富田養蜂園の蜂たちがハチミツを
採取しました。

9

女 性 部・青 年 部 ニュース
女性部定時会員総会を開催
５月１５日
（月）に豊岡三島市長、松田市議会議長他ご
来賓の方々をお迎えし、当所にて第３３回三島商工会議

を行うなど、昨年よりも更に積極的に活動していきます。
総会終了後には、みんなのえがおおたまちゃん食堂代

所女性部定時会員総会を開催いたしました。
当女性部からは３１名が参加し、平成２８度事業報告・
収支決算書や平成２９年度事業計画が承認をいただきま

表の押田智子氏を迎え、「こども食堂は市民の居場所づ
くり」と題し、今の子ども達の現状や子育てに悩む母親
たちについてお話をいただき、「こども食堂」を開設す

した。
今年度は、１０月７日に県内交流会「三島大会」を開
催し、県内女性会の方々をお迎えいたします。また、昨

ることの目的や、おたまちゃん食堂の活動内容について
学ぶことが出来ました。
とても貴重なお話を聞くことが出来、充実したひと時

年度チャリティーバザーの売上金の一部を寄付させてい
ただきました、社会福祉法人静岡恵明学園への支援事業

を過ごしました。

村上会長挨拶

「こども食堂は市民の居場所づくり」講演会

三島秋まつり新嘗祭・新嘗祭門前市についての意見交換会開催
５月２３日
（火）に毎年１１月に三嶋大社他で開催され
る三島秋まつりについて今後どの様な形で開催していく
事が望ましいのか、関係団体を交え意見交換会を実施し
ました。

意見交換をする中で、改めて知る事となった運営に関
する経緯や、これまでの開催での問題点や、街の賑わい
に貢献してきた点など率直な意見交換がされました。
今回の意見交換会での内容を参考に今年１１月に開催

参加者からは「宝船が豪華、豊作と実りに感謝の気持
ちが沸く」
「新嘗祭の意味を知ってもらうため、生産者
のコメントを入れた説明文を配ると良い」
「来場者のゴ
ミマナーの問題」など様々な意見が出ました。

予定の三島秋まつりをより良い催しにしたいと決意を新
たにする事ができました。

青年部石川会長の挨拶

関係団体との意見交換会では様々な意見が出ました。
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活 動 報 告
三島商工会議所理財情報部会
「ICTを活用した街づくり」について学ぶ

事業計画作成のコツを学ぶ
５月２３日
（火）に当所にて「経営革新計画承認講座」
が開催されました。講師には中小企業診断士の玉置氏を
迎え、国や県が推進する経営革新計画の承認へ向け、申
請のポイントや事業計画の組み立て方などを学びまし
た。また、本年度に県が創設した「小規模企業経営力向
上事業費補助金」の申請書類作成ポイントの解説も行い
ました。
この補助金は、採択後に経営革新計画承認へ向け取り
組みを行うことが義務付けられており、企業の新たな取
り組みによる成長を促進するものです。参加者は事業計
画策定のポイントなど熱心に耳を傾けていました。
（文：経営支援課 麻谷暢恵）

中小企業診断士 玉置氏による講義

５月２４日（水）理財情報部会を開催しました。当部会
では、本年度新規事業として「ICT を活用した街づくり
の研究」と題し、三島市が取り組む「ICT の街三島」に
会議所としてどの様な事業提案できるかを研究していき
ます。その第一段として、当部会の副部会長で西日本電
信電話（株）沼津営業支店の大槻支店長を講師に ICT 活用
の現状についての勉強会を開催しました。NTT がこれま
で取り組んできた社会実験から得たデータから見えてく
る観光などへの活用、技術進化によるこれからの ICT の
展望など、限られた時間ではありましたが、今後事業提
案を考えるにあたり ICT の活用を具体的に知ることので
きた良い勉強会となりました。
（文：経営支援課 大嶋孝博）

I C T の活用について説明する 大槻副部会長

三島ブランドや三島の名産品を首都圏へ！
日本百貨店しょくひんかん(東京・秋葉原)へ出店し販路拡大目指す
５月３０日（火）～６月５日（月）まで「日本百貨店しょ
くひんかん（東京・秋葉原）」にて三島ブランドを中心
に三島の名産品を販売致しました。しょくひんかんは全
国各地の名産品を集めた食の専門店で、その一角のブー
スで当所は、三島ブランドの情報発信や、首都圏での販
売リサーチ・販路開拓を目指しました。

来場者は三島わさび関連や箱根西麓三島野菜を使った
加工品などに興味を示し購入して頂きました。一方、ま
だまだ三島の認知度は低く今後も積極的に情報発信して
いく必要性を感じました。
（文：まちづくり課 塩谷洋司）

三島ブランドブース

三島の名産品の P R
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問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441

in f or mation
『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ
ベストウイズクラブでは、
「福祉制度キャンペーン」を４/ １７～６/ ３０に実施しております。本キャ
ンペーンは『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立て
いただくことを目的としています。
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々
な保障ニーズにお応えするものです。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、是非ご協力いただきま
すようお願い申し上げます。
※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の
商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

～ 労 災の上 乗せとして備えて安 心！～

日商 業 務 災 害補償プランのご紹介
業務災害補償プランとは、従来型の負傷型労災といわれる業務中のケガ、および労働災害の責任が企業にあると法
律上判断された（例えば安全配慮義務違反を問われた）場合に発生する、企業の損害賠償責任（賠償金など）に対応す
る制度です。

ここがおすすめ！
①ケガ・賠償リスクにダブルで対応
業務上の事故による死亡・後遺障害・入院・手術・通院はもちろん、法律上の
損害賠償責任を負うことによって被る損害をカバーします。

②幅広いパターンを補償
新しい企業責任（安全配慮義務違反などによる企業の法律上の賠償責任）のほ
か、例えばうつ病などの精神障害による「過労自殺」「過労死」が原因で認定さ
れた労災など、法律上の企業責任（民事賠償金）を問われた場合の慰謝料や訴訟
費用（弁護士費用など）も対象になります。
労働者が業務中に負傷するなどの労働災害が発生した場合、使用者（経営者）は労働者またはその遺族から民事上
の損害賠償を請求されます。そして、その額は年々上昇しています。
一方、損害賠償金を支払えなければ、事業継続が不可能になることもあり、その場合、これまで雇用していた多く
の労働者も路頭に迷うことになります。事前に万が一のリスクに備えてはいかがでしょうか？
お問合せ申込手続きは三島商工会議所又は、下記保険会社にて承ります。お気軽にご相談下さい。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 損保ジャパン日本興亜 東京海上日動
詳しくは日本商工会議所ホームページをご覧ください。
https://hoken.jcci.or.jp/occupational-accident

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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三井住友海上

ト レ ン ド 通 信
「『モノからコトへ』 の隠れた意味」

東京・銀座にピルゼン・アレイという小さなビールス
タンドがあります。８人も入れば満杯になる小さな立ち
飲みバーで、連日多くのファンでにぎわっています。こ
こで出しているのは「アサヒスーパードライ」だけ。ユ
ニークなのは、生ビールの注ぎ方を変えるだけで３つの
違った味わいに仕立て、その違いを体験できることが売
りなのです。
３種類とは、のどごしとキレを味わう炭酸感が強い
「シャープ注ぎ」
、炭酸を抜いて麦芽の甘みやマイルドな
口当たりを楽しめる「マツオ注ぎ」。これは名サーバー松
尾光平氏の名前を冠したものだそうです。３つ目は「サ
トウ注ぎ」
。これはオーナーの佐藤さん自身の名を取っ
ています。スーパードライというビールの特性を徹底的
に研究した上で、自分なりのベストな味を引き出せると
佐藤さんが考えた注ぎ方だといいます。
実際に３種類を飲んでみましたが、注ぎ方の違いで口
当たりや味が明らかに違います。まるで手品を見るよう
でした。この面白さを味わいにたくさんのお客さんが来
ています。これこそ「モノ」でなく「コト」を売っている
のだなと感じました。
オーナーの佐藤さんに話を伺うと、ビール自体の鮮度
や温度管理、グラスの洗浄や管理など、ビールをおいし
く飲むための最善の努力はもちろんのこと、それだけで
はない「ヒットの秘密」があるとのことでした。
以前このコラムでも取り上げましたが、「モノからコ
トへ」という言葉が近ごろ注目されています。単に商品
の品質や価格を競うのではなく、背後にあるストーリー
を知る喜びや、その商品が消費されるシーンを提案する
など、
「体験」の部分に競合商品との違いをつくり出すこ
とが肝要だとされています。佐藤さんが心掛けている「秘

密」は、このお客さんの体験をいかに一人一人異なる特
別なものにするかにあるそうです。モノ自体が提供する
価値は、自分だけではなく、隣にも同じ価値が提供され
ます。このビールスタンドでは、注ぎ手がお客さんと相
対して、一人一人の好みやその瞬間のお腹の状態などを
聞いてリクエストに応えるのです。
体験というものをより突き詰めると、それはとても個
人的なものになります。そこに向き合った商品やサービ
スの価値を設計するためには、いわば「mono（モノ：単一）
からゴト（毎）へ」の対応が求められているともいえるで
しょう。
この店が提供している価値は、①ビールを飲む楽しみ
（モノの消費）、②注ぎ方で味が変わる知識（ストーリー）
を知る楽しみ、③味の違いを体験しそれを人に語る楽し
み、④まださほど知られていないためこれから起きる
ヒットという現象に参加する楽しみなどがあります。
こうした要素に、最近のヒット商品やヒット現象の
ベースになる秘密が隠れていると私は感じました。東京
に来られた際はぜひ体験してみてください。
◇渡辺 和博／わたなべ・かずひろ
日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所上席研究員。
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。
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in f or mation
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

名探偵！山田コタロウ
「おしばい／ナゾトキシアター」～

ニッポン全国市町村公演
昭和のうたコンサート

ピアノ＆ヴァイオリン
～スペシャルリサイタル～

ザ・グレン・ミラーオーケストラ
Japan Tour 2017

●日時

2017年7月17日（月・祝）開場13：30 開演14：00
（ナゾトキシアター 開場15：20 開演15：30）

2017年9月1日(金）
開場17：00 開演18：00

2017年9月18日（月・祝）
開場13：00 開演14：00

2017年11月17日(金）
開場17：00 開演18：00

●会場

三島市民文化会館

小ホール

三島市民文化会館

全席自由（税込）
おしばい 2,000円→1,800円

●チケット
ナゾトキシアター 1,200円→1,080円
料金
※セット券 2,800円→2,520円（前売りのみ）
（税込み）
おしばい 4歳以上対象
ナゾトキシアター 小学生以上対象

●内容

小ホール

三島市民文化会館

全席指定（税込）
S席6,500円→5,850円 A席5,500円→4,950円

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

好評販売中！

昨年開催した「イタリアンガラコンサート」の
世界で愛され続ける楽曲と演奏技術に
アンコールに応え再来日が決定！
イタリアを代表するピアニスト サンドロ・イー エンターテインメント性を加え確実に時を重ねてきた
ザ・グレン・ミラーオーケストラ。
ヴォ・バルトリ（スタインウェイ国際アーティス
ト）とアカデミア・デ・コンチェルトの副代表とし 1937年の初結成から８０年を迎えるビッグ・バンドの
て活躍するヴァイオリニスト デブラ・ファスト
コンサートを三島で開催！
の共演をお楽しみください！

好評販売中！

6月18日（日）チケット一般発売！

平成 29 年度 沼津工業高等専門学校 公開講座のお知らせ

調音音声学に基く英語の発音
～正しい英語発音を学ぼう～

①7月5日（水）
17：30～19：00
②7月12日（水）
17：30～19：00
【各１回（同一講座）】

PLC を用いたシーケンス制御入門 7月8日（土）
～ブレッドボードを用いた
9：00～17：00
ラダー回路の学習～

対 象

定員 費 用

一般
16
（中学生以上）

企業技術者

15

大人のためのロボット教室
7月8日（土）
・15日（土）
一般社会人
－ロボカップジュニアの指導者を
13：00～16：00【全2回】
目指して－

10

パソコン組み立て教室
－パソコンの仕組みと
ソフトウェアのインストール－

7月12日（水）
・19日（水）
・
一般
8
26日（水）
（中学生以上）
18：30～20：00【全3回】

無料

受講料

6,400 円
材料費

11,200 円
無料

②６月23日（金）

6月20日（火）

6月20日（火）

基本料金

6月23日（金）

初心者からの
プログラミング講座

7月22日（土）
・29日（土）
一般
15
（中学生以上）
10：00～16：00

無料

7月4日（火）

7月23日（日）
8月20日（日）
9：30～12：00【全2回】

無料

7月4日（火）

顕微鏡で探る ミクロの世界
～不思議がいっぱい イッツ・
ア・スモールワールド～

Minecraft の Redstone を用いた 7月26日（水）
デジタル回路のお勉強
13：00～17：00
夏休みの自由研究「中学生の
知らない熱膨張の世界」

7月27日（木）
13：15～17：00

中学生
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7,400 円

口径

6月27日（火）

無料

7月7日（金）

10

無料

7月7日（金）

中学生

― 申込方法 ―

各講座の申込方法および詳細については、
沼津高専公開講座 Web サイト（http://techno.numazu-ct.ac.jp/koukai/）
をご覧ください。
なお、申込多数の場合は、抽選となります。また、受講申込人数が最小開催人数に達し
ない場合、講座の開講を中止することがございますので、あらかじめご了承ください。

申込み・問い合せ先
沼津工業高等専門学校 公開講座担当
住所：〒 410 - 8501 沼津市大岡 3600
TEL：055-926-5762 MAIL：koukaikouza@numazu-ct.ac.jp

問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441

※２カ月ごとの金額
使用水量
料金

従量料金

※20㎥を超える1㎥につき
使用水量
料金

13～25mm

20㎥までの
使用含む

1,270円（税抜）
→1,846円80銭
（税込）

40㎥まで

85円（税抜）
→123円12銭
（税込）

30～50mm

20㎥までの
使用含む

2,000円（税抜）
→2,905円20銭
（税込）

100㎥まで

95円（税抜）
→138円24銭
（税込）

200㎥まで

20㎥までの
使用含む

7,130円（税抜）
→10,335円60銭
（税込）

100円（税抜）
→144円72銭
（税込）

201㎥以上

105円（税抜）
→152円28銭
（税込）

75mm以上
一般
10
（中学生以上）

35年ぶりの料金改定

三島市では、平成 7 年から節水機器の普及やライフスタイルの変化
などにより、料金収入が減少し、平成 26 年、27 年度は 2 年連続で赤
字経営となりました。また、耐用年数を超えた水道管の更新時期を迎え、
現行の水道料金では、南海トラフ巨大地震などに備えた老朽管の更新
をする費用が確保できません。
安全・安心な水道水を安定して供給していくため、すべての口径の
料金を一律 34.28％引き上げることが、市議会平成 29 年 2 月定例会
で決まりました。

①６月16日（金）

7月15日（土）
・22日（土）
・
企業技術者
29日（土）
10：00～16：00【全3回】

受講料

TEL 055 - 976 - 4455

水 道 料 金

申込締切

入門タグチメソッド

10

好評販売中！

※当日は、駐車場はございませんので近隣の有料駐車場、または公共の交通機関をご利用ください。

お問合せ 三島市民文化会館事務室

実 施 日

大ホール

全席指定（税込）
2,000円→1,800円

※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、三島市民文化会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。

講 座 名

三島市民文化会館

全席指定（税込）
2,500円→2,250円

出演：北海道歌旅座
おしばい「名探偵！山田コタロウ」
ニッポンが輝いていたあの頃、誰もが口ずさんだあの歌…昭
子どもたちの知恵とひらめき、勇気と思いやり、
和ヒットパレードが、やってくる！！
仲間の力を描く探偵ストリー。
昭和の流行歌を歌いましょう、踊りましょう。ほんのひとと
「ナゾトキシアター」
劇場内で様々なクイズや謎を探索しながら解いていく探偵ナ き、懐かしきあの日々へ…「歌の旅一座」が贈る、全国各地で人
気の演目がまもなく参上！
ゾトキゲーム。謎を解くのはコタロウか、それともキミか。

●チケット
一般発売

大ホール

○ご使用の口径は検針票で確認できます。
○１２月検針分から新料金になります。
（初回の１０月または１１月検針分は経過措置として旧料金）
○２０㎥を超えて使用した場合は、基本料金に従量料金が加算されます。
（ただし、１０円未満切り捨て）なお、従量料金は全口径同一の料金です。
○下水道使用料は変更ありません。
◎安全・安心な水道水を供給してい
検索
くため、利用者のみなさまのご理 三島市 水道料金改定
解とご協力をお願いします。
★詳しくは広報みしま４月１日号、または三島市ホームページをご覧ください。
［問い合わせ先］ 三島市水道課 Tel.055 - 983 - 2657
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