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今月の特集

BE.ME 2 0 1 7
みしま会議所ニュース

正副会頭が選んだ三島市４大ニュース
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かわい米や　川井  純子さん

正副会頭が選んだ三島市４大ニュース 

年末調整・確定申告に関するお知らせ

第 18 回正月感謝祭‼ / 三島フードフェスティバル / ビジネスマッチング

株式会社アーステック/ クリーンライフ株式会社 /

有限会社兎月園 / 三嶋めでたや　　

視察研修を実施 /

三島秋まつり新嘗祭・新嘗祭門前市

注目の経営手法「健康経営」/３つの労務リスク対策セミナー

運輸通信・サービス業部会「箱根八里」視察 / 

第６１回優良従業員表彰式 / 第３回みしまグリーン活動表彰式

「シニア向け新市場に地域発で何ができるか」

文化会館告知 / 日商業務災害補償プランのご紹介

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。

かわい米や　川井　純子（かわい  じゅんこ）さん

かわい米や
〒411-0851 三島市日の出町6-15
TEL：055-975-1095   FAX：055-975-1960
営業時間：9：00～18：00
定休日：毎週火曜日　毎月第2月曜日
店舗 URL：http://www.kawai-komeya.com/

　創業大正８年のかわい米や（（有）川井米店）は、現在
３代目の川井健一さんが社長を務めており、純子さんは健
一さんの奥様になります。
　かわい米やは、接客が明るくお米の知識が深いことにつ
いて高い評価を頂いています。特に社長の健一さんは、日
本米穀小売商業組合連合会が主宰する「五ツ星お米マイス
ター」に認定されています。
　お米マイスターとは、お米に関する幅広い知識を持ち、
米の特性（品種特性、精米特性、ブレンド特性、炊飯特性）
を見極めることができ、その米の特長を最大限に活かした

「商品づくり」を行い、その米の良さを消費者との対話を
通じて伝えることができる者です。お米に関する専門職経
験のある人のみに受験資格がある「お米の博士号とも言え
る資格」で、三ツ星と五ツ星があります。
　五ツ星マイスターは静岡県では２１名しか認定されてい
ません。純子さんは三ツ星マイスターに認定されており、
五ツ星マイスターの取得を目指しています。娘婿で４代目
予定の渡辺さんは、三ツ星マイスターにトライ中です。
　また、来年１月からかわい米やでは、全国より厳選した
高級銘柄米を真空パックにしたギフト商品を販売します。
本ギフト商品の企画は、純子さんが中心になって取り組ん
でいます。お米のセレクションには五ツ星マイスターの社
長の知識と経験が凝縮されている一方、ギフトのパッケー
ジには純子さんの女性ならではの感性が活かされており、
おしゃれに仕上がっています。
　本取組は「五ツ星お米マイスター厳選、真空食べ比べ米

いよいよ 「五ツ星お米マイスター厳選、
真空食べ比べ米お返しギフト」 が販売開始‼︎

お返しギフト」ということで第 4 回 M–ステ大賞優秀賞を
受賞しています。
　2019 年にかわい米やは創業
100 周年を迎えますが、これか
らもお客様と一生のおつきあい
をさせていただける、街のお米
やさんを目指していきます。

（文：経営支援課  宇水　淳）
五ツ星お米マイスター厳選、

真空食べ比べ米お返しギフト

左から川井社長、純子さん、渡辺　誠さん
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・３５０人程度の多目的ホールを民間主導で建設して欲しい

・より多くの人が参加・観覧に訪れる祭りへ

・今後「三嶋大祭り」に期待する事は？

・三島にしかないもの、高付加価値化を目指す

【稲田精 治会頭コメント】

【鈴木正二副会頭コメント】

　今年も残りわずかになりました。平成２９年は皆様にとってどの様な年だったでしょうか。
　平成２８年度三島市の観光交流人口の集計がまとまり、７８６万人の方が訪れ賑わいを創出しています。景況調査を
見ても、製造業・飲食が牽引する形で半数以上の企業が売上、利益共に増えたと回答しています。市内外から言われる「元
気な三島」の評価が、定着した感があります。
　ここで、平成２９年の三島市の主な出来事から当所の正副会頭が「４大ニュース」としてピックアップし思いを語っ
てもらいました。いずれも「元気な三島」を裏付ける明るく活力に溢れる出来事です。皆様もこの一年の出来事を思い
起こしてください。

　東街区に三島市民文化会館以外に定員３５０人程度のホールが欲しいです。三島駅前と
いう立地を活かし、講演会、コンサート等様々な用途が考えられます。三島市出身の方や
三島に共感してくれる外の力を借りながら、民間で作ることが必要です。

　三嶋大祭りは大社の例祭日であり、市民にとっては「大社の夏まつり」の日です。「三嶋」
という字を使うことにより、改めて地域の歴史や伝統を再認識するきっかけとなりました。
この変更により市民一人ひとりはもちろんのこと、近隣市町へ再発信していくことが大切
です。

　『三島市歴史的風致維持向上計画』（歴史的に価値の高い、地域の文化（建物・風習等）
を保存・継承するための計画）が国の認定を得たように、三嶋大祭りは地域固有の伝統文
化として意義深く、全国的にも知れ渡る期待のできる祭りです。「山車・しゃぎり」「農兵節」、
故事をもとにした「頼朝公旗揚げ行列」に重きを置き、伝統や歴史的背景に裏付けられた
催事を行うことで、更なる賑いの創出や三島の元気を発信していくことを期待します。

　２０２７年にはリニアモーターカーの開業が予定され、三島駅のアクセスが格段に高ま
ります。将来のイメージを描いてみると、東京にないもの、三島にしかないものを作りだ
す必要があります。ファルマバレーの一環として拠点を作ることは、三島の特性が表れる
と思います。このほど（一財）ふじのくに医療城下町推進機構が設立されました。医療健
康産業が集積され、三島市の付加価値が高まり、支える製造業、小売業等の産業も進化し
ていくことを望みます。

　西街区と言われる伊豆箱根鉄道駅舎側は、平成３２年の完成に向けてエクセル
東急ホテルが着工し、広域観光交流拠点として情報発信機能を持ちます。現在駐
車場の東街区は、広域健康医療拠点を目指し、健康・医療、安心・快適な居住、
商業・子育てをキーワードに事業協力者を公募しており、３月中に決定します。

　三嶋大社のまつり・つけ祭りという伊豆一円の広域的で伝統的な祭りであるこ
とから、基本方針を「歴史」と「伝統」を軸にして夏まつり全体を見直し、６２
年にわたり親しまれていた名称を「三嶋大祭り」に変更しました。

エクセル東急ホテルの完成予想図

今年の三嶋大祭り

稲田精治会頭

鈴木正二副会頭

平成２９年～正副会頭が選んだ～

三島市の「４大ニュース」

◆１．懸案の三島駅再開発が始動

◆２．三島夏まつりの名称が「三嶋大祭り」に変更
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・放送後の周囲の反応はいかがでしたか？

・今後の情報発信に期待することは？

・今後「箱根八里」に期待する事は？

・「箱根八里」ブランド化に必要な事は？

・「箱根八里」ブランドの街道観光化について
三島～箱根～小田原を結ぶ旧東海道「箱根八里」が近年注目されています。

【石渡 浩二副会頭コメント】

【鈴木　隆副会頭コメント】

　「なんでも鑑定団」では、この地域の歴史を感じさせられるお宝が紹介されました。
「アド街ック天国」では日頃、三島市民にとって誇れる多くの特産品や観光名所が紹
介され放映後の週末には多くの観光客が三島を訪れてくれ、賑わいをみせました。
　なかでもランキング２位に選ばれた「みしまうなぎ」は市内の鰻店すべてと言って
よいほど嘗てない行列ができ、メディアの影響力の大きさを思い知らされました。

　今後の西街区の再開発に伴い、渋谷のスクランブル交差点の大型スクリーンにて、
三島のＰＲ放送が行われるとのこと、今後の効果に多いに期待する処であります。

　箱根に訪れる観光客は年間２，０００万人以上と言われています。「箱根八里」の観光ブ
ランド化がなされ、「箱根八里」を中心に観光の波が三島を始め伊豆半島を含めた東部地
域全体に波及する事を期待します。

　県、市、町をまたぐ取り組みのため、どうしても「点」での活動になりがちでした。近年、
箱根八里街道観光推進協議会が発足され行政を巻き込んだ広域的な活動により「線」にな
りつつあります。今は様々な団体が、この地域を盛り上げようと様々な活動をしています。
スポーツツーリズムの取り組みも面白いと思います。より多くの団体と連携する事と、事
業実現に向けた強い思いの共有が必要であると考えます。

　東駿河湾環状道路の開通やフルーツパーク開園、三島スカイウォークが来場者２００万人を突破するなど、箱根から
三島への観光誘客の動きができています。思えば１９８５年当時、青年団体が中心となり、箱根から三嶋大社、そして
せせらぎを結ぶ観光開発に取り組みました。箱根以西を指す言葉「箱根西麓」と言う言葉を作り、観光マップ「オープ
ンロード箱根八里」の作成、標識の整備、著名人による箱根八里記念碑、箱根エコパークの整備など、皆で夢を抱き様々
な事業を実施しました。過去の活動が、今の商業観光施設誘致に繋がってくれれば嬉しいです。

　箱根への観光ルートは小田原側の東坂が中心で三島側の西坂はほとんどないの
が現状でした。しかし東駿河湾環状道路の開通やフルーツパークの開園、三島ス
カイウォークがオープンし早くも来場者が２００万人を突破するなど、西坂もイ
ンフラや観光拠点が整備され注目を集めています。箱根八里街道観光推進協議会
では、カーシェアリンク体験、路線バスの増発、観光客のおもてなしの社会実験
を実施し、「箱根八里」ブランドの発信を始め、日本遺産の登録を目指します。

　テレビ等の１コーナーとして「三島うなぎ」や「みしまコロッケ」、「源兵衛川」が
紹介されることはありましたが、「アド街ック天国」が三島市を特集し、「なんでも鑑
定団」が開催されるなど、丸ごと三島市が取りあげられました。三島市全体の地域資
源や魅力が評価され、全国に向けた発信力を有することを証明しています。

三島スカイウォーク

石渡浩二副会頭

鈴木　隆副会頭

◆３．「箱根八里」ブランドの街道観光化

◆４．テレビ等のマスコミが三島を特集

なんでも鑑定団ポスター



6

経  営  支  援

問合せ：三島商工会議所 TEL055-975-4441

　事業主の皆様、年末調整や確定申告の準備はできていますか？本年 12 月 31 日までに今一度、手続
きを確認しましょう。

　従業員へ給与を支払うときに、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、従業員の代わりに納める義
務があります。平成 30 年 1 月 22 日までに税務署へ納めなければいけません。

　三島商工会議所では、個人の小規模事業者を対象に記帳から決算・申告に至るまで、一貫した記帳継
続指導を行っています。関心のある方は、是非、当所の記帳専任職員までお問い合わせください。

自主記帳を希望する方で、現在税理士等の指導を受けていない方が対象となります。

当所指定の会計ソフトを使い、仕訳帳・総勘定元帳への記帳、決算申告等について、個別に指
導します。

（a）基本料　１５，４００円

（b）源泉指導 １，０００円    （c）年末調整指導 ２，０００円    （d）消費税申告指導 ５，１００円

　毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間に生じた全ての所得の金額に対する
所得税及び復興特別所得税の額を計算します。申告期限（平成 30 年 3 月 15 日）
までに申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などの過
不足を精算します。

　BE.ME10 月号でも紹介しましたが、商談会出展に向け集団研修・個別相談と
いった支援を受けた 4 事業所が、11 月 9 日（木）・10 日（金）に東京ビックサ
イトで開催された「地方銀行フードセレクション 2017」に出展しました。
　当日、各出展者は平均１００枚を超える名刺交換をバイヤーと行い、30 ～ 50
件の商談が始まりました。今後、出展者は成約に向けて、さらアフターフォロー
に取り組んでいきます。M －ステにおいても商談継続率、成約数をアップさせ
るため、引き続き支援を行っていきます。

個人事業主の方へ！
年末調整・確定申告に関するお知らせです！

「響けバイヤー大作戦
   商談会出展支援事業」のご報告

年末調整について

確 定申告について

〇指導対象者

〇指導方法

〇記帳手数料 （指導手数料は１年間の料金です。ｂ～ｃはオプションとなります。）

（文：経営支援課  宇水　淳）
フードセレクション 商談の風景
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ま ち づ く り
第18回正月感謝祭‼︎

～年末年始の商店街はイベントがいっぱい‼︎～

三島フードフェスティバル市内 6 会場で開催！
多くの人で賑わいました！

　11月 23日 （木）に開催したフードフェスティバル。今
回は、桜川沿い水上通りが新たな会場として加わり「三
島のめぐみと健康」をテーマに、三島の食材を使ったグ
ルメが各会場に集まりました。
　当所 1 階ＴＭＯホールでは 13 店舗 3 団体が出店し「地
産地消」「食育」となる商品や「三島ブランド」の商品が集
まりました。うなぎ横町町内会の「うなぎ弁当」は１時間
程度で完売し、先着 200 名様限定の抽選会は正午を待た
ず終了する賑わいでした。雨で始まったイベントではあ
りますが、天候も好転するにつれ人も増え、多くの人が

　11 月 15日（水）に、沼津プラサヴェルデにて東部 4 信
金が主催となったビジネスマッチング商談会が行われま
した。東北海道地域の事業所も合わせ 185 事業所が出
店する大型イベントでした。東北海
道を含む広域ビジネスマッチングと
いうことで、三島市外の方にも知っ
ていただける機会となり来場者数は、
7,000 名でした。当所としては、三
島ブランドの試食を多く用いたＰＲ
活動を行いました。
　来場者の多くは試食で立ち止まり、

街中を歩きながら食を楽しめるイベントとなりました。
（文：まちづくり課  丸山祐季）

改めて三島土産の定番品に魅力を感じている方や、珍し
い商品に驚き興味をもつ方がいました。当日、販売はし
ませんでしたが、店舗や商品の紹介、実際に出店をして

いる事業所に関しては、ご案内をさせ
ていただきました。
　このような機会は、より多くの人へ
の発信に有効であると改めて実感しま
した。新たに加わった 4 品も含め、今
後も三島を代表するブランド商品とし
て PR を行っていきたいと思います。         

（文：まちづくり課  丸山祐季）

　今年度も三島市内の８商店街では、おもてなしイベント
を開催致します。日頃のご愛顧に感謝し、正月ならではの
内容と様々なイベントが予定されています！

　また、１月１日～３１日まで多くの店舗にて非常にお得な
正月セールも行っています。是非、商店街に足をお運び下
さい。                                 （文：まちづくり課  丸山祐季）

展示会の様子

TMO ホール・回廊は大にぎわい‼︎

イベント名 商店会名 実施日時 実施場所 サービス内容

2018年正月感謝祭 大場商工店会 大晦日  午後11時〜
元旦  午前２時 大場神社境内 抽選会、甘酒・御神酒・煮込みおでんサービス、

絵馬、福銭プレゼント

招福万来 中央町商店会 元旦
午前10時〜正午 エブリワン駐車場 甘酒サービス、福銭プレゼント

初詣感謝祭 大社前商店会 元旦〜３日
午前10時〜午後５時 各加盟店 干支士鈴、福銭プレゼント

正月感謝祭 本町小中島商栄会 元旦
午前11時〜、 正午〜 ボナペティデリス前 甘酒サービス、加盟店では福銭プレゼント

広小路正月感謝祭 広小路駅前商店会 2日午前10時〜
（三角くじは各店営業時間内）

キミサワ広小路店前
（三角くじは各加盟店）

甘酒の正月振る舞い、商店会商品券三角
くじ加盟店で福銭プレゼント

第18回正月感謝祭 本町大中島商店会 2日
午前11時〜午後１時 三石神社前 甘酒サービス、福銭プレゼント

一番町おもてなし 一番町商店振興会 2日
午前10時〜午後２時 白滝公園 もちつき、お茶の無料サービス、福銭プレゼント、

歓迎の太鼓演奏 （三嶋さの字組和太鼓連中）

正月感謝祭 広小路笑栄会 14日
午後１時〜午後５時 オレンジ村前 お汁粉サービス、福銭プレゼント

今年も開催します！

三島ブランド出店‼︎富士山・東北海道  広域ビジネスマッチング 2017
「食＆農」 こだわりの逸品展示会
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〒411－0824 三島市長伏126－3
TEL 055-977-7432
FAX 055-977-7438
営業時間：9:00～18:00
ＨＰ：http://www.earthtec.co.jp/（動画を公開中！）

【本　社】〒411－0024 三島市若松町4651－34
【営業所】〒411－0943 駿東郡長泉町下土狩506－4
【TEL】055-928-7711
【URL】 http://www.cleanlife-s.jp/

　“少数精鋭”この言葉が正にピッタリの会社が㈱アーステッ
クさんです。その高い技術力を活かし機械部品をマイクロコ
ンピュータにより制御するメカトロニクスの開発・設計・試作・
生産を一貫して請負っています。６名の社員はそれぞれがメ
カ・エレキ・ソフトのエキスパートとして高い技術力を有し、
高品質を武器に大手企業からの信頼も厚く１件数千万円の

開発案件も。
　そんな当社がオリジナル商品とし
て開発販売したのが、マイコンの制
御技術を活用した手書きＬＥＤメッ
セージボードの「コ・サイン」です。
同製品は約３００社が出展した「東
京ビジネスサミット２０１０」において
準賞を受賞しました。
ＬＥＤの配置に工夫を凝らすことで高

　クリーンライフ㈱さんは、移動布団乾燥と、害虫駆除
を行っています。
　害虫駆除では、シロアリ防除や予防対策、ゴキブリや
ハチ、ダニなどの害虫駆除を行っています。薬剤を使わ
ない工法など、様々なメニューによりお客様の要望に応
えるサービスを提供しています。大切な家や店舗を守る
ためには、定期的
な施工も必要との
ことです。
　また、移動布団
乾燥では、特殊車
両でお客様の事業
所またはご自宅ま
で 伺 っ て 作 業 を
行ってもらえるそ
うです。オゾンと

輝度を実現、更に外枠をなくすことで　掃除の手間を減ら
し、縁を光らせることにも成功した画期的な商品として人気
を博しました。
　そんな「コ・サイン」の発展型とも言えるのが新商品の「コ
サインピクト」です。透明なアクリル板に水性ペンで自由に
書いた文字を点滅させるだけでなく、自由な形にカットでき
キャラクター等をレーザー彫刻することも可能で、世界に一
つだけのサイン看板が作れます。
　「コサインピクト」は、１個３,０００円からの受注生産が
可能で彫刻の内容も含めてご相談に応じて頂けます。
　店頭での新商品ＰＲや多くの人が集まる商談会等でのアイ
キャッチ効果は抜群！高輝度ＬＥＤは昼間でも目立ち、おま
けに長寿命で省エネ！
　貴店での新たな集客アイテムとして是非、試してみてはい
かがでしょうか。                           （文：総務課  金井雅彦）

遠赤外線のダブル効果により、ダニ駆除はもちろん、殺
菌・除菌・脱臭効果があり、天日干しの４倍の乾燥力、
６０倍の殺菌力があります。薬剤を使わないので、赤ちゃ
んからお年寄りまで安心・安全な「ふとん乾燥」を提供
できます。作業時間も１時間程度で、１回に１８枚程の
布団を乾燥できます。布団の他にも、枕やカーペット、畳、
コート、ぬいぐるみなども対応できます。オプションに
は布団圧縮袋に入れるサービスもあり、大好評です。
　布団の湿気や臭い、ダニが気になる方、ぜひ一度ご利
用してみてください。その効果に驚くこと間違いなしで
す。宿泊施設や福祉施設など、事業所からの受注も大歓
迎とのことです。

（文：経営支援課  麻谷暢恵）

株式会社アーステック

クリーンライフ株式会社

畳のダニ駆除作業

特殊車両による移動布団乾燥作業

みしまるくん・みしまるこちゃん
公認コサインピクト

ＵＳＢコネクタに５Ｖ
電源を繋ぐだけ。
市販のスマホ用モバイ
ルバッテリーも使えて
持ち運びにも便利！

コ・サイン
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〒411－0858 三島市中央町4－17
TEL:055-991-1231
営業時間：11:00～19:00
定休日：不定休

　「三島　兎月園と名乗る菓子屋でありたい。
　三島に生かされ 80 余年、旧東海道に店を構え老舗和菓
子店として商いをさせていただいていることに感謝の毎日を
送っています」と３代目社長の綾部剛さんは言います。
　「工場が大きくなると地名を名乗っては販路を広げ、菓子
が売れなくなると地名を捨てるといった菓子屋が多く見られ
るけど、ウチは絶対に三
島の地名はとりません！」
と力強く語るのは銘菓【三
島ざくら】のことです。
　これは桜花の塩漬けを
自家製の餡で包んだホイ
ル焼きで、栗・紫蘇・黒
糖の３種類があり、桜の
風味と塩気がアクセントになって癖になるおいしさです。
　兎月園さんは旧東海道の中央町に位置し、中央町商店会
活動にも力を入れています。「商店街の先輩方が、『タケちゃ

　今年５月に三嶋大社西側
の 本 町 交 差 点 に オ ー プ ン
した和雑貨と飲食のお店で
す。モットーは「お客様が
ホッとできて気分がアゲア
ゲになる雰囲気づくり」で、
店名の由来は「めでたい物
を集めて、お客様に福をお
持ち帰り頂きたい。」との事
で、その名の通り店内には、
招き猫などの縁起物が並び
ます。
　また、三嶋茶碗や三嶋柄
手拭、オリジナルの三島土
産品を多くとりそろえ、三嶋大社などを訪れる観光客の
旅の思い出に一役買っています。
　お土産品の販売の他、たい焼きやお弁当の販売を行っ

んやってみろ』といつも背中を押してくれるから思い切って
イベントができる」と綾部社長。
　既に定着し、 毎年１０月末に開催される【ハロウィンパレー
ド】も中央町商店会のイベントとして始まったんですよ！
　昨年には、「NIPPON-1.NET」より、こどもの参加人数
日本一のハロウィンパレードの認定も受けました。
今は、月末の金曜日に開催している【プレ金市】に力を入
れています。
　また、創業 5 周年の大社の杜みしまの中にも兎月園さん
は開業当初から入ってい
ます。
　11 月 23 日にリニュー
アルオープンした兎月園
さんとみしまの街を良くし
たいと活発に活動されて
いる綾部社長に今後も注
目です！

ており、お持ち帰りの他、店内でお食事もできるのでお
休み処としても人気。休日には大勢の三嶋大社に参拝に
来られた家族連れや、観光客で賑わいます。
　お食事のこだわりをお伺いすると、たい焼きは「揚げ
たい焼き」、揚げてあるので外はカリッと中はふっくら
美味しく頂けます。そして「唐揚げ」、「揚げ手羽先」「揚
げ餃子」と揚げ物が多い事に気づきます。「揚げものを食
べて運気をアゲて欲しいです！」と話すのは広報担当の
弘中さん。油にもこだわり、健康に良いとされる物を選
んでいます。
　開店から半年。訪れるお客様は観光目的の方が多く、
三島について聞かれる事が多いそうです。地元の方にも
ご利用頂き、観光客との交流の場になると良いと考えて
いるそうです。また、店内では有名占い師による手相、
算命学、、紫微斗数占いなどのコーナーもあり、落ち込
んだ時には占いもおすすめです！ぜひ、皆さんもお立ち
より下さい！          　　         （文：経営支援課  大嶋孝博）

（文：総務課　池谷太郎）

有限会社兎月園

人気のから揚げ弁当  ５７０円 めでたい焼き ２００円

三島ざくら

リニューアルした店内

ハロウィンパレードの様子

上生菓子 練切製「はさみ菊」

〒411－0858 三島市中央町3－40  TEL055－972－2366
営業時間：水曜以外 8:00～19:00 （水曜日9:00～17:00）
定休日：なし
ＨＰ：http://www.togetsuen.co.jp/smartphone/index.html

かわいらしい和雑貨が並びます

FNPOWER ㈱
三嶋めでたや
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女性部・青年部ニュース

　１１月２２日（水）～２３日（祝木）の２日間、青年部では三
島秋まつり新嘗祭・新嘗祭門前市を開催し様々なイベント
を実施しました。
　２２日には瀧川神社に
て三嶋大社の新嘗祭に奉
納する野菜宝船作成を前
に禊ぎを行いました。あ
いにくの曇り空のもと身を
切るような冷水に浸かり禊
を行い、奉納する山田地
区で採れた野菜を御輿に
のせ三嶋大社へ運び、野菜宝船を完成させました。
　２３日には小坂三島副市長をはじめ多くのご来賓をお迎
えし、三嶋大社新嘗祭にＪＡ三島函南青壮年部よりご提供
を頂いた野菜を盛り付けた野菜宝船を奉納しました。
午後には地元の学校協力のもと野菜を使用した宝汁の振る
舞いと、宝わけとして来場者に野菜を無料でお渡ししました。
どちらも長蛇の列をなすなど、多くの来場者で大変賑わい
ました。訪れた皆さんは野菜への感謝とともに趣向を凝ら
した宝汁に舌鼓を打ちました。
　下田街道では、新嘗祭門前市を開催し、大社町シャギリ

会による演奏、ミニ四駆大会、おもしろ自転車体験、野菜
重量当てクイズなど様々なイベントで盛り上がりました。ま
た、ボランティア活動をきっかけに繋がりをもった岩手県大
船渡商工会議所青年部の皆様が、サンマをはじめとする海
鮮焼きをするために、遠いところから三島に訪れて頂き、Ｙ
ＥＧ団結の強さを改めて感じる事ができました。
　今年も、天気がぐずつくなか、多くの来場者で賑わいま
した。三嶋大社や地元商店街をはじめ、ご協力を頂いた皆
様に感謝申し上げます。        （文：経営支援課　大嶋孝博）

女性部ニュース

青年部ニュース

三島秋まつり新嘗祭・新嘗祭門前市大いに盛り上がる！

京都 迎賓館

大勢の来場者で賑わう門前通り

紅葉がとてもきれいでした。

視察研修を実施
　１１月８日（水）～９日（木）の二日間、視察研修を実施し
ました。今年は京都へ行き、会員２２名が参加しました。
　一日目は石山寺に行き、紫式部が「源氏物語」を書いた
と言われている、堂内「源氏の間」を見学しました。また、
世界遺産に登録されている宇治平等院を見学し、紅葉を楽
しみながら日本の歴史や文化を学びました。
　二日目は株式会社川島織物セルコンに伺い、工場見学を
しました。工場では宝塚劇場や歌舞伎座の緞帳を織ってお
り、職人さんの手でひとつひとつ丁寧に織進みられていまし

た。どの作業も繊細な作業ばかりで、職人さんの動きに見
入ってしまいました。工場見学の後には、京都御苑内にあ
る京都迎賓館へ行きました。京都迎賓館の「藤の間」に使
用されている緞帳は、実際に川島織物で織られたもので、
とても迫力のある作品でした。
　二日間、貴重な体験ができたと伴に、２年ぶりの一泊二
日の視察研修ということで、会員同士の親睦も深めること
ができました。
                                               （文：経営支援課  勝又千理）

野菜宝船
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活  動  報  告

問合せ：三島商工会議所 TEL055-975-4441

～会社を守る～
「経営者が今、取り組むべき３つの

労務リスク対策セミナー」の開催

運輸通信・サービス業部会
 「箱根八里」 

社会実験の様子を視察
　昨今は、人手不足や激増する労務トラブルなど中小企業
を取り巻く経営環境は厳しいものとなっております。こうし
た課題を乗り切るため、「助成金の活用」「直近の法改正を
知る」「労務トラブルを防止する就業規則と実務」の３つの
観点で対策を知るセミナーを開催いたしました。
１１月７日（火）あいおいニッセイ同和損保 杉田一弥氏を
講師に招き、国の政策が従業員保護に向かう中、経営者と
して会社をどのように守るのか切実な問題を、労務トラブル
を交え分かりやすく話しました。聴講者の皆様は “ 知らない
ではすまされない ”と熱心に耳を傾けていました。

（文：事務局次長  鈴木智子）

　１１月２６日（日）運輸通信・サービス業部会では、三島
～箱根～小田原を結ぶ旧東海道「箱根八里」で行われてい
た国土交通省交通体系強化社会実験の取り組みについて
視察研修会を開催しました。
　甘酒茶屋や箱根関所を訪れ、実際に箱根東坂を歩くなど
し、箱根八里の持つ観光的な魅力を知るとともに、今後の
この地区の観光開発を考える上で必要となる、観光ポイン
トや二次交通の検証、定期バス便を確保する上での問題点
について意見交換をするなど、実りある視察会となりました。

（文：経営支援課  大嶋孝博）

熱心に語る杉田氏 箱根八里を歩きニ次交通の必要性を感じた

注目の経営手法「健康経営」を学ぶ
　当所では、１１月２２日（水）１５時より最新の経営手法と
して注目を集める「健康経営」について広く周知することを
目的に「健康経営セミナー２０１７」を開催しました。
　第一部の基調講演では、自治医科大学客員教授で、こ
の分野の第一人者として内閣府経済財政諮問会議専門委員
としてもご活躍されている古井　祐司先生をお迎えし、「健
康経営」の概要や経営に与える好影響等についてご講話頂
きました。続く第二部では、先進事例として静岡コンサルタ

ント㈱の鈴木　博嗣様と山本
建設㈱の山下　正記様より自
社の取組みについてご説明頂
きました。
　参加者からは、「健康経営
について理解を深めることが
でき、自社でも取り組めるこ
とから少しずつ実践していき
たい」との声が聞かれました。

　当所では、今後も三島市や協会けんぽと連携し「健康経
営」に取組む企業を応援します。

 （文：総務課  金井雅彦）

主催者の稲田会頭より挨拶 基調講演での古井先生
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information
第６１回優良従業員表彰式を開催！

第３回みしまグリーン活動
表彰式を開催！

 11 月 21日（火）優良従業員表彰式を開催し、豊岡武士三島市長はじめご来賓とともに受賞者皆様のお祝いをいたしました。

[１] 日本商工会議所会頭表彰
         １７事業所４２名
 （事業所名50音順・敬称略）
○有限会社石川鉄造種苗店
　野口　　智
○有限会社石橋製作所
　兒玉　尊子
○伊豆箱根鉄道株式会社
　大津　洋一　勝又　敏宏
○株式会社伊豆フェルメンテ
　佐藤　　浩　渡邊　和貴
○株式会社ＭＹコミュニケーションズ
　　岡　秀典
○カメヤ食品株式会社　
　杉山　孝広
○株式会社協和ブレード製作所　
　折原　祐一　西島　哲哉
○株式会社三光ダイカスト工業所
　横山　一也　鈴木　千明
○株式会社電業社機械製作所　　
　稲葉　　泉　杉山　和幸　長谷川規子
　星野　好幸　松永　芳昭
○株式会社東平商会
　竹渕　明雄
○野口アルミ箔加工紙株式会社
　広瀬　冬樹
○株式会社万城食品
　吉原　幹雄　板垣　哲也　村松　　明
○株式会社平井眞美館三島営業所
　杉山　美智雄
○丸善工業株式会社
　佐藤　　守
○株式会社三島印刷　
　髙橋　茂満　原　　一仁　
　川﨑　昭彦　田中　秀明
○三島信用金庫　
　飯田　敏充　山田　一郎　藤田　　肇　
　森田　州治　中村　博行　杉本　省三
　小出　勝彦　梶山　和彦　明石　哲哉
　久保田　弘　

○山本建設株式会社
　中村　和巳　杉村　英樹
　田沢　　稔　仲原　昌吾

[２] 三島商工会議所会頭表彰
         ２３事業所６８名
○株式会社アイティエス
　鈴木　　健　大箸　直樹　沼上　聖雅
　千葉　達也　本家　雅康
○有限会社石川鉄造種苗店
　佐藤　夏樹
○有限会社石橋製作所
　芦川　広之　瀬川　利久
○石渡食品有限会社
　米山　重光　志村　恵美子
　宮内　幸子　土谷　まさ江
○株式会社伊豆フェルメンテ
　山本　義和　北山　祥行
　鈴木　芳樹　西山　明彦
○株式会社ＭＹコミュニケーションズ
　西岡　優一　高橋　千冬
　三森　俊明　三ツ石　和生
○カメヤ食品株式会社　
　田中　正和　大嶋　敏江
○株式会社協和ブレード製作所　
　日　　圭一　鈴木　理賀
　前田　由香　宮川　里美
○有限会社源氏
　岡本　静江
○株式会社三光ダイカスト工業所
　青木　義和　佐藤　紀之　山岸　　徹
○静岡コンサルタント株式会社
　木内　麻美　山本　美紗　
○株式会社電業社機械製作所
　山下　義範
○株式会社東平商会
　高三　雄次　加藤　強志
○東レフィルム加工株式会社三島工場
　高村　敦之　長谷川　克広
　遠藤　和義

祝宴の様子表彰状を受け取る受賞者稲田会頭挨拶

○ナポー株式会社
　岩田　和典　富塚　幸彦
○ニューデルタ工業株式会社
　小泉　通恵　田代　靖明
　秋山　智美　横山　数子
○野口アルミ箔加工紙株式会社
　倉持　直嗣　柳澤　和弘
　杉原　申隆　岩﨑　隼人
○株式会社万城食品
　大槻　隆志　鈴木　　潤　袴田　佳世
　飯高　智子　荻野　知宏
○丸善工業株式会社
　山田　純平　露木　忠男　高岡　俊行　
　大杉　啓子　岩本　光央
○三島殖産株式会社
　長濱　けい子　勝亦　智子　
　堀井　正廣　奥澤　春子　高嶋　　学
○株式会社三島新聞堂
　高山　紳一郎　勝又　信之介
　浅田　基和
○有限会社ヤスエ工業
　福田　慎太郎
○社会保険労務士法人 渡邊労務管理事務所
　小針　美里

「みしまグリーン活動表彰式」を優良
従業員表彰式に併せて開催しました。
受賞事業所は次の通りです。
優秀賞：
　
推進賞：

芝本町商店振興会
横浜ゴム株式会社三島工場
株式会社アーティスティックス
chigiri
株式会社三菱東京 UFJ 銀行三島支店
ビストロ大木
ロンズ        〈事業所50音順、敬称略〉



13

★店の隣の駐車場をご利用ください★

ト レ ン ド 通 信
「シニア向け新市場に地域発で何ができるか」

◇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。

　トレーを持ってたくさんの
パンの中からあれこれ楽しそ
うに選んでいるおじいちゃん
やおばあちゃんを見ていると、
もっとシニアにフォーカスした
パン製品があってもいいので
はないかと感じました。年齢
が進むと唾液の量が少なくな
りますから、あまりパサパサし
たものは苦手になります。一方で、グルテンが多くてもっち
りしすぎていると喉に詰まらせるリスクも出てきます。そう
考えると、シニアが食べやすいパンは、生地からシニア向け
にチューンアップしてつくられる必要がありそうです。栄養
バランスもしかりです。
　団塊世代は、実は舶来好きの世代でもあります。ファッショ
ンや音楽などの文化面でも、米国や欧州に対する憧れの中
で価値観が形成されていきました。また、戦後の学校給食
が全国的に広がった恩恵を受けた最初の世代でもあります。
このような団塊世代を中心とするシニア市場に対してどのよ
うな新しい価値を提供できるか、地域発の商品開発の大き
なテーマだと思います。
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

　過去の事例に鑑みて、２０２０年の東京オリンピックの後
には、景気はおそらく足踏みするだろうと予想されていま
す。そんな中でも確実に市場が拡大すると見込まれている
のが、シニア向け市場です。団塊世代の中心である１９４５
年生まれは、２０２０年には 75 歳を迎えます。この世代は
いわゆる同級生が約２２０万人います。２０１６年の新生児
が１００万人を割り込んだことを考えると、その市場規模の
大きさが分かります。
　医療や介護の分野はもちろんですが、衣食住の全てのシー
ンで、これまでにない新たなシニア向けの需要が生まれて
いくのだと思います。食品関係なら、食べやすいもの、塩
分の少ないもの、少量でバランス良く栄養が取れるものが
求められるでしょう。
　東京都の神楽坂にシニア向けを意識したラーメンを提供
する店があります。薄味でだしのきいたラーメンで、脂が少
なく、麺の量も少なめになっています。そうめんの麺を使っ
てつくる「にゅうめん」 のラーメン版といったあっさりした食
べ物です。料理をつくったりご飯を炊いたりするのが面倒な
シニアに人気を博しています。シニアが手軽に行ける外食の
市場は、ファミリーレストランなどがさまざまなメニューや
サービスを競っています。
　現在、私が注目している分野は、外食と家庭料理（内食）
の間に位置する、いわゆる中食と呼ばれる分野です。中食
は、総菜や弁当を買って家で食べることなどを指しますが、
ここに地域発の加工食品や果物、スイーツなどを展開でき
ると私は考えています。その期待のジャンルにおいて有望な
ものの一つに、パンがあります。
　先日、岡山県の総社市を訪ねました。同市では、商工会
議所が中心になって市内の10店舗ほどと協力し、 「パンわー
るど総社」と銘打ってパンで地域おこしを目指す取り組みを
展開しています。実際に平日の昼間に３店ほど訪ねてみたの
ですが、来店客に高齢者が多いことに驚きました。確かに
学生や勤労者は行かない時間帯でしたが、そもそもニーズ
がなければ高齢者はお店には行きません。

新成人となられた方
　　　贈り物をと考えている方
　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。

12月15日から1月31日まで御来店の節は
この冊子をお持ちください。
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information

問合せ：三島商工会議所 TEL055-975-4441

●事業 お正月こども映画まつり
「それいけ！アンパンマン」 第10回　高校生吹奏楽フェスティバル 劇団四季

ジーザス・クライスト＝スーパースター

●日時
2018年1月3日（水）・4日（木）・5日（金）

【1回目】開場10:30　上映11:00　 
 【2回目】開場13:30　上映14：00

2018年2月11日（日） 開場10：00  開演10：30（予定） 2018年3月10日（土） 開場17：30 開演18：00

●会場 三島市民文化会館　大ホール 三島市民文化会館　大ホール 三島市民文化会館　大ホール

●チケット
料金

（税込み） 

全席自由（税込）おとな300円 こども（中学生以下）150円
未就学児膝上鑑賞無料

※チケットの割引はございません。

全席自由（税込） 500円
※チケットの割引はございません

全席指定（税込） S席8,640円
A席6,480円
B席3,240円

※チケットの割引はございません。

※未就学児童のひざ上鑑賞は無料。
（席使用の場合は有料） ※3歳未満の入場はご遠慮ください。 ※3才以下のお子様のご入場はご遠慮させていただきます。

●内容

大好評のお正月こども映画まつりが今回は 3 日間開催！
① 1/3（水）「虹のピラミッド」

② 1/4（木）「リリカル★マジカルまほうの学校」
③ 1/5（金）「ルビーの願い」

お得なチケット提示サービスあります

10周年を迎える東部地区吹奏楽部の響演！
高校生によるエネルギッシュな演奏を

お楽しみください！

キリスト最後の7日間を描く。
劇団四季、魂のロック・オペラ。

国境を越えて喝采をあびた伝説の舞台、
エルサレム・バージョン。

全国ツアー決定！

●チケット
一般発売 好評販売中！ 好評販売中！ 好評販売中！

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

お問合せ   三島市民文化会館事務室    TEL 055-976-4455

※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。

※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。

日商業務災害補償プランのご紹介
～労災の上乗せとして備えて安心！～

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？

　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。

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。

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。

ここがおすすめ！
①ケガ・賠償リスクにダブルで対応

②幅広いパターンを補償

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　三井住友海上

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



経済産業省　関東経済産業局　委託事業

登録者募集中！

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）

静岡県事業引継ぎ支援センターにご相談ください。

※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。

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。
★ 三島会場2、3月のみ 3階ミーティングルームとなります。

会　場 日　程 １２月 ３０年 １月 ２月 ３月

三島会場 第２水曜日 １３日（水） １４日（水） １４日（水）

浜松会場
第１水曜日 ６日（水） ７日（水） ７日（水）

第３水曜日 ２０日（水） １７日（水） ２１日（水） ２２日（木）

島田会場 第２火曜日 １２日（火） １３日（火） １３日（火）
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