BE.ME
今月の特集

注目の観光資源 箱根八里を知る
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みしま会議所ニュース

「時代は変わっても変わらないもの。大人女子の
オシャレ心をくすぐる“ささやかな贅沢”
」
有限会社山城屋／petit Luxe 高橋 真知子（たかはし まちこ）さん
しめる山城屋＆ petit Luxe であなただけの大人コーデを楽
しんでみてはいかがでしょうか。

大通りは中央町にお店を構える山城屋さんは、明治初期
の創業、市内でも老舗中の老舗です。現在は、ミセス向け
の婦人服の販売をしていますが、創業から昭和３０年代ま

（文：総務課 金井雅彦）

では染物店を営んでいました。今回、ご紹介する高橋 真
知子さんは、そんな由緒ある山城屋さんの５代目です。
家業を継がれる前は、都内のセレクトショップで店長兼
バイヤーとして活躍されていました。
「その経験が、メー
カーや商品のセレクトや構成、ディスプレーや接客に役
立っています。
」とは、真知子さん。
ひときわ素敵なショーウィンドウが目を引く「petit Luxe
（プティリュクス）
」は、フランス語で゛ささやかな贅沢 “ の
意味。真知子さんは、
「今一番着たい服」を見つけて、「今
一番似合う服」にする、その服を着た時、ちょっと気分が
上がる。そんなお洋服選びのお手伝いをさせて頂くことを
心掛けていらっしゃいます。
「若作りをする必要はないけ
ど、小ぎれいでチャーミングでいたい」
、
「品はあるけど、
頑張りすぎないスタイルが理想」、petit Luxe にはそんな気
持ちのお客様が多くご来店されています。
オシャレの秋、ファッションの初心者から上級者まで楽

有限会社山城屋／petit Luxe
〒411－0858 三島市中央町２－３５
TEL＆FAX：055 - 975 - 0028
営業時間 10:00～18:30 ※日曜日のみ11:00～18:30
定休日 毎週水曜日
ＨＰ：http://www.petitluxe.jp/
最新情報は、こちらをチェック！・・
・マチコのおしゃログ
https://ameblo.jp/petitluxe2008/

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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近年、観光が地域経済活性化の推進力と位置付けられているように、観光振興の取り組みは地域の成長にかかわる
テーマとみなされており、自然・歴史・文化など独自の地域資源を活用した観光による地域活性化の可能性が注目さ
れています。
三島商工会議所では、これまで三島～小田原を結ぶ旧東海道「箱根八里」のうち箱根峠を起点に三島側の「西坂」
の研究を専門家を交え行い、既に整備がすすむ小田原側の「東坂」と合わせれば、地域を代表する観光資源になり得
る可能性がある事が分かりました。
そして今、箱根八里にゆかりのある市町が連携し「箱根八里」を箱根と並び称される一大観光スポットとするべく
取り組んでいます。
当所では、小田原箱根商工会議所と連携し、さらに広域的に研究をすすめます。また、行政や金融機関においても
地域の枠を超え「箱根八里」観光開発を軸とした事業が行われます。
そこで今回は、この注目のキーワード「箱根八里」について今後展開される観光開発を交えてご紹介します。

箱根八里とは
旧東海道で小田原宿から箱根宿までの四里と箱根宿から三島宿までの四里をあ
わせたものを言います。
東海道では大井川とともに難所として知られていました。箱根馬子唄でも「箱
根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」とうたわれています（この唄を
指して「箱根八里」と呼ぶこともある）。

三島商工会議所

全国展開事業調査研究事業の取り組み

三島商工会議所では、複数の街道が交差する「四ツ辻」によっ
て育まれた文化・産物を地域資源として活かすべく、平成２７年
から全国展開プロジェクトに取り組んできました。その一環とし
て、日本の歴史的大幹線道路であり、さまざまな物語資源を有す
る旧東海道による「三島の新名所づくり」について検討するなか、
全国の街道の中で特に高いブランド力のある「箱根八里」に着目。
今回、
「箱根八里」の西坂・東坂の全区間を通して、内外に向け
た街道観光の一大ブランドを目指し調査研究事業を行います。
①箱根八里に関する基礎調査
②旧東海道のトレイル（歩くための道）ルートの整備検討
③箱根八里の観光魅力アップの方策を検討

多くの歴史を生んだ東海道「三島宿」

運輸通信・サービス業部会での取り組み
運輸通信・サービス業部会では、旧東海道（箱根八里）の観光魅力アップの方
策を検討、提言等に取り組みます。
①沿線観光地等の連携を進めるための視察会
②交通アクセスの整理に資する懇談会
③伊豆地域の交通網及び観光に関する情報収集と提言活動
④箱根八里街道観光推進協議会との連携（メンバーとして参加）
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箱根八里モニターツアーの様子

三島市・小田原市・箱根町の取り組み
箱根八里街道観光推進協議会の発足
旧東海道「箱根八里」（国道 1 号）にゆかりがあり、かつての城下町・宿場町であった地域の小田原市、箱根町、三
島市の行政、商工団体、観光団体及び青年団体が連携し、歴史・文化及び景観等の地域資源を活用した地域間交流と
街道観光の推進に関する事業を行うことにより交流人口の拡大を図り、街道や街道文化の継承と沿線の活性化、産業
の振興に寄与する事を目的とし発足しました。旧街道の日本遺産登録を目指しています。三島商工会議所も幹事とし
て参画しています。

旧東海道『箱根八里』街道資源の観光化に向けた交通体系強化実験
協議会では観光街道化及び地域の受入れ環境整備として社会実験を実施します。１０月から約２カ月間、三島市か
ら神奈川県小田原市に通じる旧東海道「箱根八里」で、主要鉄道駅から観光拠点までの路線バスを増便したり、カーシェ
アリングを増強したりするほか、案内所を仮設して来訪者の増加を検証します。

安全安心な歩行空間の検討
平成 30 年箱根宿開宿 400 年、平成 31 年箱根関所開設、東京オリンピック・パラリンピックを控え、箱根町及び
小田原市の住民、東海道「箱根八里」を訪れる内外観光客を対象に、安全安心で快適な「歩き旅」を楽しむための歩
行空間づくりを行います。
〔現在検討されている内容〕
①街道ルート現状調査 国１と併走する旧東海道（小田原～箱根）のルートについて国道 1 号との横断危険箇所や
歩道の設置区間の現状調査
②街道・見所ポイント調査、沿道の史跡や眺望点等の調査
③案内・説明看板の調査、東海道 400 年事業で設置された案内・説明看板の現状調査など。

古き良きたたずまいの甘酒茶屋

旅人の往来のあった西坂

整備がすすむ山中城址

官民協働の取り組み
箱根八里街道観光推進協議会と
三島信用金庫とさがみ信用金庫の取り組み。
箱根八里の街道観光等に係る事業を推進し、箱根八里にゆかりのある地域
が広域に連携し、箱根八里のハード・ソフト両面の整備を図り、街道観光地
としてのブランド化や観光誘客の促進などに取り組み地域経済に波及効果を
もたらす事を目的に、箱根八里街道観光推進協議会と地域金融機関である三
島信用金庫とさがみ信用金庫とがパートナーシップ協定を締結し、箱根八里
地域の地域間交流や街道観光の振興をすすめます。

パートナーシップ協定調印式

神奈川・静岡県境地方創生連絡会の取り組み。
県境を越えた地域振興策を協議する事を目的に、静岡銀行、横浜銀行と静岡、神奈川両県で２０１６年１０月に設立され、
三島、小田原箱根の両商工会議所が参加しています。
①富士山周辺や箱根、伊豆地域を対象とする県境のない観光地図の制作、②両行の海外取引に対する観光誘客、
③病気と健康の間を意味する未病に関する産業創出への活動を行います。
「箱根の山は天下の嶮」と歌詞にあるように、世界に轟くブランド力を有し、年間 1900 万人の観光客が訪れます。
しかし、箱根は交通渋滞や観光客の頭打ちといった課題を抱えています。
小田原側の東坂という地域だけではなく、西坂の駿河湾環状道路や新東名のインフラ整備、みしまスカイウォー
クやフルーツパーク、山中城等の環境拠点が連携し、広域的な地域資源を束ねることで、箱根八里という新たなブ
ランドが輝くものと思います。今後の展開に注目していただきたいです。
（文：経営支援課 大嶋孝博）
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経 営 支 援
補助金採択に向けて、今から準備しませんか？
事前に取得すれば有利になる制度の紹介
平成２９年度の国の予算に係る補助金の公募・採択が一段落しましたが、次回の補助金の応募を考え
ている方もいるかと思います。そこで今から準備できる補助金に有利な制度について紹介します。

おもてなし規格認証

経営力向上計画

経営革新計画

サービス品質を「見える化」
する為の規格認証制度です。

経営力向上のための人材育成
や財務管理、設備投資などの

紅・金・紺・紫の 4 段階の認
証制度になっており、紅認証

取組を記載した計画です。
事業分野ごとの担当省庁によ

については、費用はかかりま
せん。

る認定を受けます。

「新事業活動」を行うことに
より、その「経営の相当程度
の向上」を図るための計画に
なります。
県の認定を受けます（詳しく
は 先 月 号 BE-ME の 記 事 を ご
参照下さい）
。

【対象補助金の例】
▪︎ＩＴ導入補助金

【対象補助金の例】
▪︎ものづくり補助金
▪︎事業承継補助金
▪︎ＩＴ導入補助金

【対象補助金の例】
▪︎ものづくり補助金

上記の制度を受けることで補助金審査時の「加点事由」になり、採択率に影響します。各制度の
詳細や取得手続についてはＭ－ステにご相談ください。トライしてみてはいかがでしょうか？

Ｍ－ステ大賞 1 次審査結果

セミナー情報ヘッドライン

第４回Ｍ－ステ大賞には２０事業所から応募を頂
きました。
過日、書面による１次審査を行った結果、下記の
事業所が９月２５日（月）に開催する２次審査（プ
レゼン審査）に進むことになりました。

会議所主催のセミナー情報を check!

1.「ものづくりの現場を変える I o T
〜そろそろ I o T をやってみよう！〜」

日時：10 月 2 日（月）14:00 ～ 16:00
場所：三島商工会議所 3 階会議室
内容：製造業の方を対象に、IoT 導入による生産性
向上について学びます。

【がんばる企業部門】７社 （順不同、敬称略）
高邦精機
（株）カームライフ
（有）川井米店
（有）資仙
はじめてきもの小梅
（株）山本食品
（株）四ツ葉・テック

2 .「 魅 力あるＰＯＰセミナー」
日時：10 月 5 日（木）
、12 日（木）18:30 ～ 21:00
場所：三島商工会議所 3 階会議室
内容：売れる手書きの黒板ＰＯＰの
書き方を実践を通して学びます。

３．
「ヒット商品・サービスのキーワードは
これだ！」

【がんばる創業部門】３社
Ｆｕｋｕｌｉｅｒ
ｓｏｋｏｋａｒａ
鮒 広史

問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441

日時：10 月 10 日（火）13:30 ～ 16:00
場所：三島市民文化会館 大会議室
講師：北村 森 氏 （日経トレンディ元編集長）
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ま ち づ く り
初開催！ 大人向け体験塾に参加しませんか？
〜 9 月・10 月プレミアムフライデー〜
当所商業部会では、プレミアムフライデー実施に基づ 【サービス実施店舗】
く大人向け体験塾を開催致します。社会人や高齢者を対
みしまプラザホテル、BONAPPETIT Delices、ララ洋菓
象にしており市内商店の仕事体験により個店の魅力を発
子店、ビストロ、かわい米や、きもののむらき、源氏、
信するものです。
日光陶器店
体験塾だけでなく、8 つの店舗ではサービスが用意さ 【申し込み方法】
れています。時計作り体験やワイン会など日常では体験
体験 塾の申込みは、三島商工会議 所まちづくり課まで。
できないことに挑戦したり、お得なサービスを受けたり、 T E L0 5 5 -9 7 5 -4 4 4 1
特別な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。
★中央町商店会でも「プレ金市」を開催中‼︎
【日時】９月・１０月 各月末金曜日
（兎月園駐車場 15:00 〜 19:00）
【体験塾内容】
（文：まちづくり課 丸山祐季）
大人のワイン会（10 月開催のみ）、卓上丸太時計作り、
趣味・お仕事用メガネ体験、マクロ撮影体験教室

8月25日に開催されたそば打ち体験

中央町商店会主催による
「プレ金市」

今年も歩行者天国で仮装パレード

三島フードフェスティバル
市内７会場で開催決定

ハロウィン・パレードinみしま2017
参加者募集

三島の「食」の魅力を発信するため、今年も三島フー
仮装した子供たちが大通り商店
ドフェスティバルを開催いたします。富士山や箱根西麓
街のお店を巡り、
「トリック or ト
など豊かな自然に育まれた三島の実りが市内 7 会場に集
リート」というとお菓子をもらう
まります。
ことが出来ます。昨年に引き続き
美味しいものを食べ、周辺を散策しながら別の会場へ
イベント中はホコ天となります！
向かうことで、食だけでなく道中の景色や商店も満喫で
小学生以下のお子様がいらっ
きます。皆様のご来場をお待ちしております。
しゃる家庭は是非参加してみませ
【日時】11 月 23日（木・祝） 10 時～ 15 時
昨年のパレード
んか。
【場所】
【日時】１０月２２日（日）
楽寿園・商工会議所・白滝公園・水上通り・本町タワー前・
【受付】11：00 ～ 12：30
大社の杜みしま・みしまプラザホテル
（中央町・本町・広小路 事前申し込み時受付場所選択）
※詳細はＨＰをご参照ください。
【ホコ天時間】10：30 ～ 15：00
（文：まちづくり課 丸山祐季）
【パレード時間】14：00 ～ 15：00
【対象】小学生以下※必ず保護者同伴
【定員】先着 1,602 名※事前申し込みが必要です。
【参加料】無料
【申込み】9/18 より下記 HP または、チラシをご確認の上、
ご案内に従ってお申込み下さい。
＜ハロウィン・パレード in みしま 2017 ＞
http://www.mishima-pocket.com/blog/3922/
お問合せ先：三島大通り商店街まつり実行委員会（Via701）
（文：まちづくり課 塩谷洋司）
電話：976-0038
多くの人でにぎわった昨年の商工会議所会場
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そんな中、堀江社長のモットーは「安心・安全・親切」
だそうで、車のことなら何でも来いとのことです。

㈲ 駿豆サービス

特にタイヤのことは、ヨコハマタイヤコンサルタントに
認定されていることもあり、「どの車にどのようなタイ
ヤが合うのか、この車にはこのタイヤがぴったり」といっ

〒411-0816 三島市梅名480－3
TEL055-977-2808 FAX055-977-8063
営業時間：9:00～17:00 定休日：日曜、祝日
E-mail：sunzu-j@kaigisho.ocn.ne.jp

たようなお客様のニーズに合わせた、言わば国内外全て
のタイヤを知り尽くしている “ タイヤマイスター ” です。
車初心者の方からベテランの方まで、車を愛して止ま

昭和４３年創業の㈲駿豆サービスは、来年でちょうど
５０周年を迎えます。

ない方なら是非一度、立ち寄ってみてはいかがでしょう
か。
（文：中小企業相談所長 小島信之）

事業所は、１３６号線沿いのミニストップ南側にあり、
ヨコハマタイヤ販売代理店を中心に、車検、板金、ドレ
スアップ、損害保険等、お車のことならなんでも対応可
能です。
ま た、 当 社
にはもうひと
つ別の顔があ
り、 横 浜 ゴ ム
㈱三島工場の
協力会社とし
て、 タ イ ヤ 製
造そのものを
工場内で担っ
ています。

車好きの方は是非お越し下さい

タイヤマイスターである社長が自ら充填

を取り換えれば新品同様に生
まれ変わります。
また、虫が付きにくいので
“ 桐 ” が若い人からも注目され
ています。チェスト、衣装箱が
人気で、和服の畳紙（たとうし）
が入るサイズが重宝されていま
再生された桐タンスと早川社長
す。
注目の桐製品ですが、
「量販店や通販で購入しても直ぐに
しなって壊れたという失敗談を聞きます。改めて専門店で
いいものを購入したいというお客さんが来店され、更に口コ
ミにより県東部、伊豆といった広範囲の客さんから支持を
いただいています。大手量販店のやれないことをやってい
ます。桐タンスを多数取り揃えていますので、お気軽にお立
ち寄りください。」と社長の早川英司さんは説明します。
ネット販売も行っていますので、まずは HP をチェックし
てみてください。
（文：事務局長 小川雄司）

株式会社カトー家具店
〒411－0035 三島市大宮町1－11－4太原ビル１F
TEL055－972－1246 FAX055－972－1246
営業時間：10:00～18:00 定休日：水曜日
http://kato-kagu.pr-pro.jp/
明治 12 年（1879）芝町（現
在の本町）にて創業した老舗
の家具店です。80 年前に販売
した桐タンスがリフォーム（削
り直し）のために、再びお店に
戻ってくるのを目の当たりにす
ると、138 年間地域に愛され 80 年前の桐タンスにはカトー
家具店のシールが貼られてい
る老舗の歴史を感じます。
ました。
東日本大震災以降、
家 族の思い出を大 切
にしようと、桐タンス
リフォームの注文が多
くなったそうです。日
焼け、反り、汚れを補
修し、表面をカンナで
削り、 塗 装し、 金 物 桐タンスやダイニングテーブルが並ぶ店内

籐の椅子も多数揃っています
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桐の衣装箱が幅広い年齢層で人気です

いものに取り換えることができます。また、管理栄養士
が毎食のカロリー計算や塩分量もチェック済み、災害時
でもしっかりと栄養補給ができます。
そんな最強メンバーに選ばれたのが「一口羊羹」です。
「本プロジェクトには地域貢献の一環として協賛しまし
た。一口羊羹は糖度が高めなので疲れた体を回復させる
のにピッタリ。日々馴染みのある商品だけに心も体もス
トレスを受ける災害時にホッとできる効果もあると思い
ます。」とは営業部の鈴山さん。
いつ起こるか分からない災害に備え、気軽に取組める
食料備蓄を始めてはいかがでしょうか。
（文：総務課 金井雅彦）

㈱平田屋
〒411－0042 三島市平成台７番地
TEL055－988－7000 FAX055－988－7010
営業時間：8:00～17:00 定休日：土曜日・日曜日
ＨＰ：https://www.hirataya.jp/

三島市民なら馴染み深いのが、今回ご紹介する㈱平田
屋さんの「一口羊羹」ではないでしょうか。当所が認定
する三島ブランドにも登録され、看板商品として市内は
もとより全国で販売されています。
そんな平田屋さんの「一口羊羹」が、お菓子の範疇を
超え、新たな防災用品として注目を集めています。
東日本大震災以降、家庭での食料備蓄がクローズアップ
されました。自治体等に頼ることなく、各家庭で水や食
料などを３日分備蓄し、救援物資が届くまで生き延びる
ためのものです。しかしながら、賞味期限のある食料品
一口羊羹は、芝本町のアウトレット店
大正１２年創業以来のベストセラー
は、ご自身での管理が面倒と言う方も多く、なかなか進
煉・塩・抹茶の３つの味が楽しめます。でもお買い求め頂けます。
んでいないのが現状です。
BuddyBox
そんな食糧備蓄を簡単に、しかも備蓄品の中身に至る
※お申込みは 2 回セット
までプロがしっかり吟味したのが、
「ＢｕｄｄｙＢｏｘ」 （1 年分）となります。
です。これは、静岡新聞社ＳＢＳとマックスバリュー、 2 回（1 年分）12,540 円（税別）
＋ 送料（2 回分・税別）
ヤマト運輸がタッグを組み、地産地消の非常食に拘り半
お問合せ先／ BuddyBox 事務局
年に一度３日分の食料を届けてくれるサービス。ストッ
Tel.054 -281-1914
クしている備蓄品を消費するタイミングを逸せず、新し （土日祝を除く平日 9:00 ～ 17:00）

改善することで生活の質を高め、最終的にはご家族の負担
を減らすとの考えに立っています。
送迎車の乗降ができるか或いはご家族の送迎があれば、要
介護５の方でも受け入れているところに土佐谷さんの熱い想
いが伝わります。

㈱Ｔｒｅｅ
リハビリデイサービスＳｈｅｅｐ
〒411－0803 三島市大場135－1 NASA21－1F
TEL 055－900－1360 FAX 050－1550－7085
営業時間：8:30～17:00 定休日：土曜日・日曜日
E－mail：rehabili.sheep@gmail.com
皆さんの中にもケガの治療などで理学療法士さんにお世

「ここの利用者さんは、どの方もとても前向きでご自分の
意志で通われています。皆さんのリハビリに対する姿勢には
ご家族も驚かれています。」とは土佐谷さん。
大病院のリハビリ外来が、縮小・廃止される中、通所型

話になった方もいらっしゃると思います。
今回ご紹介する ㈱Ｔｒｅｅさんが運営する「リハビリデイ

施設の需要は高まる一方です。実際、当施設の受入れ人数
も上限に達する等、まだまだ

サービスＳｈｅｅｐ」は、その名前の通り、数少ない機能訓
練特化型のデイサービスとして、理学療法に基づいたリハビ
リを行い利用者の身体の麻痺や痛みからの回復を目指して
います。

施設が不足しているのが現状
です。
今後は、専門知識を持つス
ポーツコンディショニングの

理学療法士で代表の土佐谷さんは
病院での勤務後、
「もっと患者さんの

分野にも事業を拡大し、中高
生の部活動でのケガの予防や

日常生活に寄り添ったリハビリができ
ないか、更には施設を作ることで自身
が生れ育った三島市に恩返しができな
いか」との思いから創業されました。

治療後のケア等にも取組みた
いと抱負を語って頂きました。
全ての世代を対象に、献身的
に仕事に取組む土佐谷さんの

一般的には、ご家族の負担を減らす
ことを目的とした預かり型のデイサービ

今後益々のご活躍が楽しみで
す。

スが多い中、利用者さんの身体機能を

シンボリックな Tree と
土佐谷さん

（文：総務課 金井雅彦）
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真剣にリハビリに取組む
利用者の皆さん

スポーツジムの様に
明るい雰囲気の施設内

女性部ニュース

女 性 部・青 年 部 ニュース

～県内交流会
「三島大会」
に向けて委員会を開催！～
１０月１７日（火）
に第２６回静岡県商工会議所女性会連合
会県内交流会「三島大会」の開催が決定し、三島商工会議
所女性部は１１年ぶりに主管を務めることとなりました。
８月２４日（木）に行われた役員会及び事業委員会では、
２２名の会員が集まり、県内交流会「三島大会」に向けて活
気ある意見が交わされました。９月２６日（火）の静岡県商
工会議所女性会連合会理事会では、会長・副会長が改めて
「三島大会」への参加を呼びかけ、歓迎の気持ちを伝えます。
県内交流会では、三島市をＰＲするため、マスコットキャ
ラクターである「みしまるくん」と「みしまるこちゃん」が会場
でお出迎えをします。また、式典では静岡大学名誉教授 学
術博士の大村知子氏を迎え、
「仕事も暮らしも楽しく！」と題
して講演会を開催いたします。
午後の交流会でのアトラクショ

当日の役割分担について協議しました。

ンでは、健康！歌声クラブの代表を務める田中みどり氏に弾
き語りをしていただき、音楽を聴きながら食事会を楽しんで
いただくなど、県内女性会の皆様に喜んでいただくためのお
もてなしを、役員と事業委員が中心となり計画しています。
当日は、役員、事業委員会をはじめ三島商工会議所女性
部が一丸となり、県内女性会の皆様をお迎えいたします。
（文：経営支援課 勝又千理）

青年部ニュース

「YUKATAでPARADE農兵節」
盛り上がる！
８月１７日（木）に開催された三嶋大祭り農兵節パレード
に、三島 YEG メンバーと三島市近隣に住む外国人が参加を
しました。外国人に日本・三島の歴史と文化に触れてもらお

浴衣バンクと称した浴衣集めも「三島きもの専門会」の
皆様の協力をいただき、多くの浴衣を市民の方から提供し
てもらうことができました。

うと、参加者が浴衣を着て、
みんなで農兵節を踊る
「YUKATA
で PARADE 農兵節」を企画しました。当日は心配されてい
た天候にも恵まれ、沢山の外国人が参加しました。パレー
ドは全員一丸となって、多くの来場者の前で堂々と楽しく踊
り、大いに祭りを盛り上げました。

今回の事業は、青年部の中期ビジョン「世界と三島をつ
なぐ」を実感できた良い事業となりました。今回のように
２０２０年の東京オリンピックを見据え、もっと三島を世界
に発信していきたいと思います。
（文：経営支援課 児玉博也）

すぐに皆さん意気投合！

緊張しつつもしっかり踊れました。
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活 動 報 告
みしまなりわい体験塾に
延べ214名の子どもが参加！

商工会議所として全国初！
「健康経営優良法人2017」に認定

当所商業部会では 7 月 31日（月）～ 8 月 25 日（金）にか
けて「みしまなりわい体験塾」を開催しました。
この体験塾は、三島市内の小学生を対象に三島市内事
業所の認知度向上及び利用者増加を目的に実施しまし
た。講座は個店での販売体験や、プログラミング体験、
風鈴やグラス製作の体験など、市内 17 事業所が開催し、
18 講座に延べ 214 名が参加しました。
今後も市内個店の認知度向上を目的とした事業を実施
して参りますので、ご期待ください。
（文：まちづくり課 片山富美子）

経済産業省が進める特に優良な健
康経営を実践している大企業や中小
企業の法人を顕彰する制度である「健
康 経営優 良法 人 2017（ 中小規 模 法
人部門）の発表が８月２３日に行われ、
当所が、全国に５１５ある商工会議所
として、初めて認定されました。
当所では、今後も健康経営を推進
すると共に、三島市・協会けんぽとも
連携し会員事業所の健康経営を応援
します。
三村共同代表より
※蒲郡商工会議所が当所と同時認定
認定証を授与
されました。全国では２件のみ。
＜講演会のご案内＞
日 時 平成２９年１１月２２日（水）15:00 ～ 17:00
場 所 三島商工会議所 １階 TMO ホール
内 容 第１部 基調講演
講師 古井 祐司 氏（自治医科大学客員教授）
演題 「中小企業のための健康経営」
第２部 先進事例発表
①静岡コンサルタント株式会社
②山本建設株式会社
定 員 ８０名
参加費 無料
（文：総務課 金井雅彦）

ふとんの三立での
自分にピッタリの
「まくら」づくり

ララ洋菓子店でのデザートづくり

名称を変え、初の『三嶋大祭り』46万人の人出
恒例の夏まつりが今年より「三嶋大祭り」に名称変更
たものです。三嶋大社舞殿で出陣式に臨んだ木下さんは
し、8 月 15 日～ 17 日にかけ盛大に開催され、今年は 「エイ、ヤー」と気勢を上げ、市内に繰り出し、沿道に
46 万人（昨年 53 万人）の人出でにぎわいました。
詰めかけた多くの観客からの声援に応えていました。東
初日の 15 日には、17 台の据置山車を配置し、大通り
レアローズの選手や一般公募された政子や侍女役の女性
にシャギリを響かせ、三嶋大祭りが幕を開けました。
陣ら約 40 人や子供による手作り甲冑隊 30 名を従え、沿
中日の 16 日には注目の催事「頼朝公旗挙げ行列」が行
道の声援に応えながら約 2 キロ先の楽寿園までパレード
われ、俳優の木下ほうかさんが頼朝公に扮し、また今年
しました。
より豊岡市長を初めとした関係団体代表者７名が新たに
最終日の 17 日には、農兵節パレードが開催され、み
騎馬武者を演じました。昨年まで５頭だった馬は１２頭
しまびとプロジェクト映画『惑う』の林監督・女優の中
に大幅に増やし、観客から大きな歓声を受けていました。 西美帆さんの 2 名が参加し、子供から大人まで多くの参
この旗挙げ行列は伊豆に島流しにされていた源頼朝が三
加者が、三嶋大社から広小路まで盛大に踊りました。
嶋大社から再興を目指して挙兵したという故事を再現し
（文：まちづくり課 塩谷洋司）

頼朝公に扮し声援に応える木下ほうかさん

最高潮に達したシャギリの競り合い
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問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441

in f or mation
資格をとってキャリアアップ！

商工会議所各種検定試験日程表（平成29年度下期）
1．
簿記検定試験

＊２月２５日１級ありません（１１・6 月実施）

回

数

試験日

募集開始日

募集締切日

試験会場（一般）

回

数

試験日

募集開始日

募集締切日

試験会場（一般）

受験料

1 級 7,710 円
第１４７回
１１月１９日
（日）
９月１１日
（月） １０月２０日
（金）
三島商工会議所他
2 級 4,630 円
第１４８回
＊２月２５日
（日） １２月１８日
（月）
１月２６日
（金）
3 級 2,800 円
■簿記検定のみ、
インターネット申込みができます。詳しくは、
当会議所HPへ！
2．
珠算検定試験
第２１１回
第２１２回

１０月２２日
（日）

８月１４日
（月）

２月１１日
（日） １２月

４日
（月）

９月２１日
（木）
１月１１日
（木）

三島商工会議所

受験料（改定）
1級
2,300
2級
1,700
3級
1,500
4・5・6級 1,000
7・8・9・10級 900

円
円
円
円
円

3．
日商ネット検定試験
検定名

試験日・募集開始日・締切日

・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
・ビジネスキーボード 他

4．
ビジネスマネジャー検定試験
回

数

第６回

試験日

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。

※受付：東京商工会議所
募集開始日

１１月１２日
（日） ８月２９日
（火）

募集締切日

9月２９日
（金）

試験会場（一般）

受験料

受験票に表示

6,480 円

5．
福祉住環境コーディネーター検定試験 ※受付：東京商工会議所
回

数

第３９回

試験日

募集開始日

１１月２６日
（日） ９月１２日
（火）

募集締切日

1０月１３日
（金）

試験会場（一般）

受験票に表示

受験料
2級
3級

6,480 円
4,320 円

6．
カラーコーディネーター検定試験 ※受付：東京商工会議所
回

数

第４３回

試験日

１２月

３日
（日） ９月１９日
（火）

7．
ビジネス実務法務検定試験
回

数

第４２回

試験日

数

第２３回

試験日

募集締切日

試験会場（一般）

受験票に表示
1０月２０日
（金） （三島の会場はありません）

受験料
2級
3級

7,340 円
5,250 円

※受付：東京商工会議所
募集開始日

１２月１０日
（日） ９月２６日
（火）

8．
環境社会検定試験
（eco検定）
回

募集開始日

募集締切日

1０月２７日
（金）

試験会場（一般）

受験票に表示

受験料
2級
3級

6,480 円
4,320 円

※受付：東京商工会議所
募集開始日

１２月１７日
（日） １０月

３
（火）

募集締切日

1１月

２日
（木）

試験会場（一般）

受験票に表示

受験料

5,400 円

☆お問合せは… 三島商工会議所 三島市一番町2 - 29 TEL.975 - 4441 FAX.972 - 2010 E-mail:info@mishima-cci.or.jp
☆ビジネス実務・福祉住環境･環境社会・ビジネスマネージャー のお申込み先は東商検定 ☜ＨＰ検索 東京商工会議所 TEL.03 - 3989 - 0777

全 会 員事 業 所 訪 問 スタート‼︎

今年も職員がビジネスノートを
お持ちしながら、会員皆様の
事業所へ訪問させて頂きます。

今年も９月から 12 月上旬までの２ヵ月超の間に、
「ビジネ
スノート 2018」を配布しながら、Ｍ－ステの概要や当所会
員のメリット等をご紹介し、会員皆様からのご意見・ご要望
をお聞きするために、職員が訪問させていただきます。
三島商工会議所では、会員皆様方からいただいたご要望
等を検討させていただき、来年度事業に反映していきたいと考えておりますので、
職員が訪問した際には、是非ご協力いただきますようお願い申し上げます。

ご連絡先：三島商工会議所 中小企業相談所 TEL055-975-4441・FAX055-972-2010
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ト レ ン ド 通 信
「そのこだわりはただの手抜きではないですか？」
地域の隠れた産品を広く都市部の市場に売り込むため
に、バイヤーと共に各地を訪れています。先日も島根、
和歌山、高知で商談会・相談会に参加しました。
各バイヤーは、それぞれのお店や業態に見合ったお客
さんを抱えています。各地の事業者など商品を売り込む
側から見れば、こうしたお客さんこそが狙うべきター
ゲットとなります。また、それぞれの売り場には独自の
棚や展示ノウハウがあり、お店同士はそれを競っていま
す。ある商品を、どの店のどの棚にどういう商品と共に
並べるかは、お店にとってとても重要です。バイヤーは
そうした個々の事情を踏まえて、自社で扱うのにふさわ
しい商品を各地に探しに来ているのです。
商品を売り込む側としては、あらかじめ特定のお店の
客層や売られるシーンを想定し、そこから逆算して商品
をつくらない限り、最初からバイヤーの求める商品がで
きていることは１００％無いと言ってもいいでしょう。
また、商品のコンセプトや品質がバイヤーの要求に合っ
ていたとしても、価格設定やデリバリー、帳合（ちょう
あい、小売業の仕入れ先や仕入れる際の条件などを指す）
などの面で条件にギャップがあることは珍しくありませ
ん。つまり商談会は、目の前に用意した商品とバイヤー
の求めるものにはズレがあることを前提とした上で、互
いに何ができるかを調整したり交渉したりする場だとい
えます。
いくつも商談会の現場を見ていると、商品に強いこだ
わりを持つ事業者には二つのタイプがあることに気付き
ます。一つは、自分のつくった商品に自信があり、良い
ものだからなんとしても消費者の元に届けたいと考える
タイプ。こういう事業者は、商品の内容量やパッケージ
デザインの変更などについては柔軟に対応します。バイ
ヤーの意見を聞いて「そうした方がそちらの店で売れる
なら早急に手を打ちます」といった反応です。
一方で、バイヤーが「この商品はこうした方がいいで
すよ」と指摘しても、
「そこにはこだわりがあります」
と言ってかたくなに元の商品を変えようとしない事業者
もいます。そういうやりとりを見ていると、つくづくもっ
たいないなと思います。そういう事業者のこだわりをよ

く聞いてみると、消費者にとっては価値でもなんでもな
いところにこだわっていたりします。何かを変える作業
を面倒に思っているだけとしか思えないこともありま
す。また、そうしたこだわりがコストアップの要因となっ
ていて、ビジネスを難しくしているケースもよく見受け
られます。そうなると、いくら素材が良くてもバイヤー
はお手上げです。
東京の秋葉原で、全国各地の食品を売る日本百貨店の
鈴木正晴社長は、ビジネスがうまくいくためには「思い
やり」が大切だと言います。事業者が商品を企画すると
きは、消費者に対してどれだけ暮らしを良くすることが
できるかを想像する思いやり、また、商品を消費者に届
けるバイヤーと事業者においては、持続的に共にもうか
る関係を構築することが重要で、そのためには思いやり
が必須だというわけです。
日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所 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。

この度旧漢字・俗字（邊邉澤﨑）等の
既製ミトメ印を用意致しました

齋藤

澤田

小澤

渡邊

… その他
ご利用をお待ちしております。

★店の隣の駐車場をご利用ください★
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in f or mation
デュプイトラン
「王貞治」という名前の小惑星があるのを聞いて驚いたこ
を決めていくことになりますが、病気が進行すると指が曲
とがあるのですが、天文学の世界では人の名前のついた星
がって伸ばすことが困難となり手を使う動作がしにくくなり
が、まさに星の数ほどあります。実は医学の世界にも人の名
ます。痛みがみられることはあまりありませんが、自然にな
前のついた病気がたくさんあります。今回はそのひとつでも
おることはないので、日常生活に不便を来すようであれば治
あるデュプイトラン拘縮（Dupuytren’s contracture）につい
療を開始します。
て取り上げてみたいと思います。
デュプイトラン拘縮の治療には「薬剤による治療」と「手
18 世紀末から 19 世紀前半は、フランス革命とその後の
術による治療」があります。手術による治療では、手のひら
大きな社会変動のあった時代であり、医学も大きく進歩し
を切開して、原因となっている拘縮索を切除します。再発
た時代でした。当時のヨーロッパで最大の名声を獲得した
を防ぐために近くの皮膚を移動してもってくる皮弁術や植皮
医 師 の 一人 が Guillaume Dupuytren でした。Dupuytren
術などを併用することがあります。薬物による治療は、拘縮
と聞けば、Dupuytren 拘縮以外のものを思い浮かべる医
索に薬剤（コラーゲン分解酵素）を局所注射することにより
師はいないであろうくらい医師の中では有名な名前です。 コラーゲンを分解し、拘縮索を断ち切る治療法です。注射
Dupuytren はこの疾患に対して、病態、発生原因、治療方
翌日に「指を伸ばす処置」を行うことで指を伸展できるよう
法にまで詳細に記述したのでした。
にさせます。この注射療法は、デュプイトラン拘縮に対して
未だに発症の原因についてはよく分かっておりませんが、 十分な知識と治療経験を有し、講習を受けた手外科専門医
体内におけるコラーゲンの産生と分解のくずれから、手の
のみに許されています。
ひらにコラーゲンが異常に沈着することで「拘縮索」ができ
手術や薬物治療が必要となる重症例の方は多くはないで
ると考えられており、この「拘縮索」が指が曲がって伸びな
すが、治療できると知らずに放置されている方もいます。指
くなる原因になっています。高齢の男性に比較的多くみられ
が曲がってきて伸びなくなってきたなどの症状がある方は、
るほか、家族に同じ病歴がある、糖尿病をお持ちの方に多
手外科専門の医師に一度相談されることをお勧めします。
い傾向があります。日本人の 60 歳以上の約 14% にみられ
日本手外科学会ホームページより抜粋
（http://www.jssh.or.jp/ippan/sikkan/pdf/17dyupyuitoran.pdf）
るとされますが、
医療法人社団親和会西島病院
世界的にみて日本人では軽症例が多く、また進行も緩徐
整形外科部長（手外科専門医） 飯島準一
な方が多いとされています。病気の進行度により治療方針

平成29年度 沼津高専 公開講座

水道料金 １０月１日 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
変化などによる水道使用量及び料金収入の減少に伴い、平成
26 年、27 年度は 2 年連続で赤字経営となりました。
○ 現行の水道料金のままでは、大規模地震に備えた耐震化の実
施や老朽管の更新をする費用が確保できず、安定して水道水を
供給できません。
○ 本年 10 月 1 日から料金を一律 34.28％引き上げることが、市
議会平成 29 年 2 月定例会の審議を経て決まりました。

講 座 名

数の性質について（Ⅱ）
～余りによる整数の
分類を通して～

料金改定後の新料金

※２カ月ごとの金額
口径

※20㎥を超える1㎥につき
旧料金→ 新料金

20㎥までの 1,270円（税抜）
13～25mm
使用含む →1,846円80銭（税込）

40㎥まで

85円（税抜）
→123円12銭
（税込）

20㎥までの 2,000円（税抜）
使用含む →2,905円20銭（税込）

100㎥まで

95円（税抜）
→138円24銭
（税込）

200㎥まで

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

旧料金→ 新料金

従量料金

使用水量

30～50mm

使用水量

20㎥までの 7,130円（税抜）
使用含む →10,335円60銭（税込）

水道料金改定

一 般

費 用

35

無 料

10：00～12：30 （高校生以上）

受講料・材料費
8

申込締切

10月3日
（火）

11,500円

10月19日

（材料費不要の

（木）

場合有り）

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
住所：〒 410 - 8501
TEL：055-926-5762

検索

問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441

10月22日（日）

定員

― 申 込 方 法 ―

♢ご使用の口径は検針票で確認できます。
♢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。
なお、従量料金は全口径同一の料金です。
（１０円未満切り捨て）
♢新料金は税込みとなります。 ♢下水道使用料は変更ありません。
詳しくは広報三島９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
三島市

対 象

11月7日～
社会人のための
12月12日
エレクトロニクス
企業技術者
毎週火曜日
基礎講座②
18：00～19：30
（ステップアップコース） 【全6回】

改定日（１０月１日）以前の期間を含む１０月または１１月検針分は経
過措置で旧料金を適用し、１２月検針分から新料金で算定します。
基本料金

実 施 日
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公開講座担当

沼津市大岡 3600
MAIL：koukaikouza@numazu-ct.ac.jp

静岡県事業引継ぎ支援センターは、
国が運営している公的窓口です。
日頃より
「後継者がいない」などの
事業承継問題で悩んでいる経営者の皆様、
無料で相談をお受けしますので
お気軽にお越しください。

無料定例相談会開催
会

場

日

三島会場
浜松会場
島田会場

程

９月

10 月

11 月

12 月

第２水曜日

13日
（水）

11日
（水）

8日
（水）

13日
（水）

第１水曜日

6日
（水）

4日
（水）

1日
（水）

6日
（水）

第３水曜日

20日
（水）

18日
（水）

15日
（水）

20日
（水）

第２火曜日

12日
（火）

10日
（火）

14日
（火）

12日
（火）

場所①三島商工会議所 4階【E】会議室（9時～17時）
場所② 浜松商工会議所 ３階302会議室（9時～17時）
場所 ③ 島田市産業支援センター 相談室（9時～12時）
★静岡会場（静岡商工会議所）は随時。

『静岡県後継者人材バンク』
※詳しくは、当センターHPもしくは、TELにてご確認下さい。

静岡県事業引継ぎ支援センター（静岡商工会議所会館2階）

月号 ＶＯＬ・１２６
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平成 年 ９月 日発行（毎月 日発行）
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