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今月の特集 地域振興ビジョン「つなぐ三島」
3つのプロジェクト本格始動

～ご縁があるから出逢う
そして『きずな』へと つながる～
エム・アイ化粧品株式会社 代理店
國原 優子（くにはら ゆうこ）さん
中央幼稚園跡地が「みしま未来研究所」に生まれ変わり、広
場を中心とした歩行者天国にしてたくさんの人が新しい事を
発信できる、そんなイベントを定期的に開催したいとワクワク
しながら活動しています。
「色々な組織や団体を つなぐ のが商工会議所。私も周りの
方に助けられつつ、つながっているんですよ！」と感謝の念で
話す國原さんのピュアな魅力には、誰もが惹きつけられます。
（文：事務局次長 鈴木智子）

國原さんを色に例えるならば、どんな色とも相性の良い
「白」
、人と関わるのが大好きで、色々なタイプの人をありのま
まに迎え入れてくれる、そんな素敵な女性です。
國原さんのご商売であるエム・アイ化粧品の本社は名古屋。
心・身・美のトータルビューティーを提案し、
「押し売り・義
理売りは、人につながっていかない」と高品質がゆえの口コミ
販売だけで、創業３４年目を迎える堅調な会社です。
そして、國原さんがご商売とは別に活動する拠点は、みし
まびと、倫理法人会、知徳高校同窓会、三島商工会議所女
性部の４団体と多忙を極めております。
「仕事も活動も一緒、
商売を広げるためではなく、経験をさせて頂く中で（人脈が）
広がっています。ありがたいことです。
」と話します。みしまの
人は、温かく、厳しい中にも愛があり、みなさんのお陰で考
えられないほど「自分の思い」が叶っているのだそうです。
さらに続きます、
「支えられ・教えられ・きっかけを頂き、私
は人に恵まれている。何もできないと思い込むのではなく何か
できるかもと発想を変えることで人々が集い、にぎわいがうま
れるといいなあと思うんです。
」
國原さんが今、情熱を注いでいるのは、三嶋大社から続
く鎌倉古道に人が集まる賑わいづくりの『古道マルシェ』です。
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。

エム・アイ化粧品株式会社 三島サロン
〒 411- 0833 三島市中 100 － 3 電話 : 0 9 0 - 1 6 23 - 2 6 2 2
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地 域 振 興ビジョン「 つ
３つ のプロジェ

30 歳大同窓会開催決定、

平成２８年１０月にこの先１０年間の地域振興ビジョン「つなぐ三島～ ALL 三島で、

くなる街」
「伊豆と共に輝く街」を目指し『ALL 三島』体制で実現を図るものです。
３つのプロジェクトチームが、５つの事業計画に取り組みます。今年度に入り本格

移住定住促進「三島 Debut（デビュー）プロジェクト」
①三島への移住（三島での Debut）や定住を促進
「30 歳大同窓会」

静岡県三島市 年齢階級別純移動数の時系列分析

大 学 進 学 時 に 一 時 的 に 首 都 圏 に 流 出 し た 若 い 人 材 は、
１９９０年代までは２０代後半には地元へのＵターンしてくる
ケースが多かったですが、２０００年以降はＵターンする年
齢が遅くなっています。また、Ｕターンの割合も減少してい
ることが右記グラフから読み取ることができます。
そこで、結婚などで新たなライフステージを迎える３０歳
の節目に、生まれ育った地元に一堂に集まり、飲食しながら
交流を楽しみ、三島への帰省を考えてもらう機会とするため、
今年３０歳を迎える方を対象にした同窓会を開催します。ま
た、同日に地元企業とＵターン希望者等をマッチングするた
めのブースを設け、地元企業の人材確保を図ります。
（開催概要）
時：平成３１年１月１９日（土）午後
所：三島商工会議所
（１階ホール、４階の全６室を予定）
参加費：４，
５００円
（但し、地元企業紹介ブース来場者は５００円引き）
対 象：三島市に縁のある３０歳（市内外在住 問わず）
※昭和 63 年（1988 年）4 月 2 日 ～
平成元年（1989 年）4 月 1 日生まれの人
日
場

また、８月２７日には同窓会開催に向け、３０歳の当事者
を集めた実行委員会が立ち上がりました。実行委員会では、
開催に至った経緯、予算、参加者の募集方法などを議論し、
多くの３０歳が集まる同窓会にしていきます。実行委員は随
時募集しておりますので、今年３０歳を迎え三島を盛り上げ
たい方は当所までご連絡ください。

30 歳を集めた第１回目の実行委員会

「大手企業との懇談会」
大手企業の従事者は転勤のある方も多いため、今後、こうした大手企業の従事者との懇談会を開催し、三島市内を初
めとした近隣市町村に勤めている方の居住現状や会社の福利厚生を把握し、三島への移住や定住のヒントを探ります。
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なぐ三 島」発 表 から２年
ェクト本 格 始 動

、移住促進・人手不足対策に

、未来を創る～」を策定・発表致しました。このビジョンは「人が育つ街」
「自慢した

。この目標に向かい、
当所まちづくり委員会では具体的な取り組み内容について議論し、
始動し始めましたので進捗状況をお伝えします。

②大民泊（ホームステイ）ツアー
大人数の国内版ホームステイを一斉に三島で受け入れるツアーの開催を検討しています。三島の良さである「人」に
触れてもらうことで、参加者は「三島」を発信し、また、再度三島を訪れてもらうことも期待できます。このツアーが
産業の活性化や移住へのきっかけになるよう企画していきます。
わ

「O・M O ・T E・NA ・SH I 伊豆輪一つプロジェクト」
③三島をハブとした観光メニューの開発
伊豆の玄関口に位置するハブ（四ツ辻）交通網の特性と三島の歴史・文化・水辺や花、食、体験といった「観光資源」
の掘り起こしと組み合わせによる着地型観光メニューを三島市及び近隣市町の事業者、観光施設との連携で開発し、三
島の認知度向上を狙います。
◇内容
＊ 商工会議所ならではの「なりわい」をメインキーワードにメニュー開発を行います。
＊「モノ消費」から「コト消費」を強化し、三島を中心に歴史・文化・景観・食などのコンテンツに体験を組み合わせ
て付加価値として加え、物語に仕立てた開発を行います。
＊「新幹線降りてすぐシリーズ」
「箱根八里」
「富士山」
「温泉」
「桜」
「ジオ」などのテーマ・切り口別、半日滞在のメニュー
としても検討します。
＊ 商品化に向けてモニター（プロモーション）ツアーを開催します。
＊ 外国人を含む来街者へのもてなし力強化、土産品開発等も実施します。

情報発信「三島 PR 大作戦」
④情報発信のあり方
市民・国内・海外の各方面に対し三島の良さ、取り組み、情報を伝え、各事業を通し７０周年ビジョンの目標である「定
住人口・交流人口・雇用・知名度」の増加に繋げていきます。情報を流すターゲットをセグメントし、伝えるべきコン
テンツ、情報発信ツール（ＨＰ・ＳＮＳなど）を検討します。

⑤三島市のジオラマの製作・三世代交流
三島の地形や歴史を伝えるためのツールとしてジオラマ等を製作し、三島市民の知識の向上、ひいては郷土愛を育み
ます。
◇内容
＊ 三島の地形だけではなく、その時代の文化（祭り等）、生活（三世代交流）などを表現できるものを目指します。
＊ 市民及び観光客にも視覚的に「三島」を訴えられるものにします。
（文：まちづくり課
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塩谷洋司）

経 営 支 援
手軽に業務改善！

ビジ ネス アプリのご 紹 介

P06 経営支援 C25＋M10// 白

昨今スマホの性能が上がり以前ほどストレスなくアプリが動作するようになりました。ビジネスアプリを活用する
事で、移動中などオフィス以外の場所でも仕事がしやすくなり、仕事のしかたも変わってくるのではないかと思います。
効率的に時間を使えることで、働くスタイル、業務にかける時間の使い方も変わり、残業の削減やプライベートの
時間の充実など、働き方の改革になります。
そこで今回は、オフィス以外でもオフィスと同様の環境を活用できる「クラウド」を使ったオススメのビジネスア
プリをご紹介させていただきます。

ク ラ ウドと は？
クラウドコンピューティング（cloud computing）は、

クラウド上にデータを保存

特にインターネットを通じ、ネットワーク上で動作するソ
フトの利用や、データの格納を自身のコンピュータのハー
ドディスクに行うのでは無く、ネットワークを通じて格納
を行う各種サービスの業態の総称です。

外出先からデータにアクセス！

Google ドライブ
どこからでもアクセス
ドライブ内のファイルには、スマートフォン、タブレッ
ト、パソコンのどれからでもアクセスできるので、どこに
いてもファイルを使用できます。

・15G Ｂの無料オンラインストレージ
・容易にファイルのリアルタイム共同編集が可能
・パソコン、スマホ、タブレットでデータの編集・閲覧が可能
Google はクラウドサービスの代名詞と言っても過言ではない様々なサービスを展開しています。この Google ドラ
イブは 15GB ものオンラインストレージを無料で利用でき、クラウド上にファイルをアップロード及び管理ができま
す。ワードやエクセルファイルの他、Photoshop や Illustrator の閲覧が出来る非常に秀逸な Web ベースのファイル
ビューアを備え付けています。
Web 版には Google ドキュメント（文章作成）や Google スプレッドシート（表計算）が標準でつき、ファイルの共
同編集は、誰がどの部分を編集しているのかリアルタイムで表示されるので、例えば、会議の議事録を参加者に確認
しながら作成する事が可能です。複雑なレイアウトを必要とする文章作成は難しいですが、グループでの情報共有に
おすすめです。

三島商工会議所でも活用しています！

こちらのＱＲコードから

当所でも「Google カレンダー」で職員の事業予定を共有するなど
ビジネスアプリを活用しています。また、セミナーや会議の出欠確
認も「Google フォーム」を活用し、参加者名簿を自動作成するなど
業務効率化を図っています。
当初からの各種ご案内が届きましたら「Google フォーム」を使っ
てご返答下さい！
（文：経営支援課 大嶋孝博）
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Google フォームへアクセスしてください！

ま ち づ く り
第１０回
三島バル開催！

P07 まちづくり C15Y45// 白

～三島宿を 食べ歩き のみ歩き まち歩き～

今年も三島バルが開催されます。その日の三島は眠らない町となり遠方からも多くの人が訪れます。三島バルとは、事前
にご購入いただいたバルチケットと引き換えでその日だけのバルメニュー（1ドリンク +1 皿料理・おみやげ等）をお楽しみい
ただくものです。複数の店舗を巡り三島の夜をご堪能いただけます。興味があるけど行けていないお店、どんな料理・飲み
物なのか少し味見してみたいお店がある方は、是非この機会にご参加ください
！
P07 まちづくり C15Y45// 白
日
時： 10 月 13 日（土）
12：00～24：00 ※営業時間は店舗により異なります。
参加方法： バルチケットをお買い求めください。1 冊のチケットをグループで分け
て使うこともできます。
チケット： 前売り券 4,000 円、当日券 4,250 円（1 冊 5 枚綴り）
販売場所： 全参加店舗、三島商工会議所
インターネット予約も受け付けております
▷▷▷ http://mishima-bar.net【三島バル公式 HP】

子どもの参加者
日本一！

※余ったチケットは… 後 バ ルで‼
使いきれず余ってしまったチケットは、
10/14（日）～10/28（日）に
１枚 600 円の金券として、
※後バル参加店でご利用いただけます‼
（詳細は三島バル公式 HP 掲載）

（文：まちづくり課 丸山祐季）

ハロウィン・パレード in みしま 2018 開催

今年で 10 周年を迎えた三島大通り商店街のハロウィン・パレードは、参加するこどもの数が日本一としてギネスに認定さ
れた、本気の仮装で挑む参加者で賑わうイベントです。配布されるマップをもとに協力店をまわり「トリック or トリート」と
いうとお菓子がもらえます。写真コンテストもあり参加者には商品があります。是非、ご参加ください！
日時：10
月 21 日（日）
P07 まちづくり
C15Y45// 白
受付：11：00 ～ 12：30
（中央町・本町・広小路 事前申し込み時受付場所選択）
ホコ天時間：10：30 ～ 15：00
ファンクラブとは…
パレード時間：14：00 ～ 15：00
魅力的なイベントや
対象：小学生以下※必ず保護者同伴
お得な mail 情報などを
定員：2,018 名※申込先着
メールで受け取れます！
申込みはコチラ（9/23 ～） ファンクラブ登録はコチラ
（登録無料）
参加料：無料
＜ハロウィン・パレード in みしま 2018 ＞
申込み：①先行予約（9/5 ～）
※三島大通り商店街のファンクラブ
②通常予約（9/23 ～）
に登録すると先行予約できます！ お問合せ先：三島大通り商店街まつり実行委員会
先行予約にも定員がございます。 電話：055-976-0038
WEB 申込のみです。
（Via701 内、受付時間は午後 2 時～ 5 時
下記 HP より案内に従ってお申し込みください。
（文：まちづくり課 丸山祐季）
http://www..mishima-pocket.com/blog/3922/

商店会電子決済導入
状況アンケート

約45% が電子決済の端末を導入しています！

この度、商業部会では中心市街地の電子決済の導入状況についてアンケート調査を
実施しました。多くのご回答をいただきましたのでご報告致します。
調査期間： 平成３０年８月１日～９月３日
P07 まちづくり C15Y45// 白
調査対象： ９商店会会員 374 事業所（小売業・飲食業・サービス業他）
一番町商店振興会、芝本町商店振興会、大通り商店街（大中島・小中島・
中央町）、広小路（笑栄会・駅前商店会・駅南通り商店会）、大社前商店会
回答件数： 185 件
回答率： 49.47％
導入状況については、
「導入している」45％、
「導入していない」55％と、導入していない
回答が若干多いという結果になりました。また、導入している電子決済についてはクレジット
カードが８割となり、電子マネーやスマホ決済は未だ導入している事業所は少ないです。
しかし、導入した理由として「お客様からの希望が多かった」が最も多く、キャッシュレス
決済化へ移行するにあたり消費者からは、ますます希望の声が多くなることが見込めます。
今後も、商業部会では大型商業施設対応策事業の一環として電子決済端末導入について
検討していきたいと思います。
（文：まちづくり課 丸山祐季）
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
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電子決済を導入していますか？

はい
45％

いいえ
55％

導入している電子決済について
電子マネー
11％

その他
7％

無回答
2％

クレジットカード
80％

その他
17％

無回答
7％

導入した理由

業務効率化
10％
混雑緩和
2％
代金未回収リスク
が少ない
9％

お客様からの
希望が多かった
55％

唐 良 里（からり）
〒 411- 0034 三島市加茂川町 4115 - 6
TEL・FAX ：055 － 981 － 8666
U R L：http://web.thn.jp/yakitate.com/

営業時間： 10：00 ～ 18：00
（焙煎の電話予約は 9：00 から受付）
定 休 日： 土・日・祝日
席
数： テーブル席 12 名、テラス席 4 名
駐 車 場： 4 台

ネッツトヨタ
静岡

かわせみ
トンネル
ウエルシア
三島加茂川店

新幹線

東海道

唐良里

厳選された珈琲豆と店内の様子

三島中央自動車学校

東海道本線

三島中央自動車学校さんから北へ少し登ると、自宅兼店舗の自家焙煎珈琲豆の
専門店『唐良里（からり）』さんがあります。
「焼きたての新鮮な珈琲の美味しさを皆様にお届けしたい」そんな思いからは
じめた珈琲店です。
店内には趣のある囲炉裏が
店内には常時 18 種類以上の生豆を揃えており、注文をいただいてから焙煎す
るスタイルで、囲炉裏のある和の喫茶スペースとペット連れも可能なテラス席で
焙煎したて、淹れたての新鮮な珈琲を味わっていただけます。
「コーヒーも農産物。品質と鮮度が大切です。コーヒー豆が含んでいる油脂分は、
焙煎により酸化し易い状態になります。焙煎してから時間が経てば経つほど酸化
がひどくなり、酸味が強くなっていくのです。どんなにいい素材を使い、最高の
焙煎をしても酸化してしまっては意味がありません。唐良里では鮮度重視の立場
から注文をいただいてから直火の小型焙煎機を使い焙煎します」と店主の中嶋さ
んはおっしゃいます。珈琲の他にも自家製ケーキセットや三島甘藷の作り立て大
学芋も隠れた人気メニューで大変好評とのこと。
大人気のケーキセット
唐良里さんでは毎月第１水曜日に JAZZ 喫茶を開催し賑わっています。また、
≪主なメニューと料金≫
お客様の要望があれば１名からでも焙煎教室を開催するなど、
「お客様とのコミュ
・マイルドブレンドコーヒー ４００円
ニケーション」を大切にしています。
唐良里さんは店舗販売の他に、大通り商店街まつりや三島バルなどといった各 ・本日のおすすめコーヒー ５００円
種イベントにも積極的に参加されています。会員の皆様も一度は目にしたことが ・アイスコーヒー
５００円
あるのではないでしょうか？
・ケーキセット
７００円
200ｇ以上ご注文いただいた近隣市町のお客様へは無料で配達もしているの
・焼菓子セット
（文：経営支援課 池谷太郎）
で、是非一度お試し下さい。

第１水曜日の JAZZ 喫茶ライブ

イベント出店時の写真
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５００円

めたるの国

（㈱キムラシートメタル）
U R L： http://www.metalnokuni.com/
ウェブショップ：
http://www.rakuten.co.jp/metal/
営業時間：10：00 ～ 18：00
定 休 日：毎週火曜日

三嶋大社

〒 411- 0853 三島市大社町 18- 52 大社の杜みしま２－ d
TEL : 055 - 978 - 1627

三嶋暦師の館

植物との相性も抜群です
三菱 UFJ
銀行

めたるの国

（㈱キムラシートメタル）

三島市役所

少しだけ時間がゆっくり流れる童話の世界。大社の杜みしまの２階にある『め
たるの国』には、函南町の㈱キムラシートメタルの木村新次社長がアイデア・デ
ザインした夢の妖精、森の妖精、光の妖精、喜びの妖精、仲良しの妖精、動物た
ちが住んでいます。
インターネットショップで販売をしていましたが、直営店では第１号店となる
『めたるの国』
を大社の杜に約３年前にオープンしました。
２０年ほど前から妖精をデザイン、製作して箱根彫刻の森美術館やアートクラ
フトフェアなど数多く出展してきました。金属なのに、無機質ではなく、温かな
メルヘンの世界に誘ってくれる妖精たちは、今では、国内のみならず、海外にも
多くのファンの方がいます。
四季のある日本の風土の中で生まれ、育まれた手づくりのメタルのインテリア
雑貨をお届けします。どんな場所にもすぐに馴染んで、主張をするわけではない
けれど、目に入った瞬間に笑顔になれるそんな妖精や動物たちが皆さんをお待ち
しています。
「今後も技術力・発想力・デザイン力を生かしたストーリー性のある作品作り
を展開して行きたいと」木村社長は笑顔で話してくれました。
あなたのそばにいると、きっとやさしい気持ちになります。ご自身のお部屋の
インテリアに、大切な人への贈り物に、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょ
うか？
（文：総務課 土屋直子）

人気の一輪挿し

男性に人気のペン立て

癒しをお届けするアロマも大人気です

ゆったりとした時間が流れる店内

ほっこりした気持ちになれます
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活 動 報 告
劇団四季ミュージカル
『オペラ座の怪人』に魅了される！

暑さも三島の湧水で吹っ飛びます！
せせらぎの街 三島を「ウォークぶらり～」‼︎

P11 活動報告 C20Y25// 白

当所会員限定企画『オペラ座の怪人』静岡公演鑑賞会
を 9 月 8 日（土）に開催し、82 名が参加しました。
まずはお腹を満たすために慶長元年
（1596 年）創業の
P11 活動報告 C20Y25// 白
「元祖丁子屋」でとろろ汁を頂きました。江戸時代の東海
道を思わせる建物で食事だけでなく歴史を感じる体験と
なりました。
そしていよいよ鑑賞会へ。華麗なオペラ座の舞台での
罪深き愛と憎しみの悲劇は世界中の人々を魅了し、ブ
ロードウェイでは最長のロングラン記録を更新中という
名作です。参加された皆様もドラマティックな内容でと
ても感激した様子でした。
（文：総務課 工藤知美）

毎年恒例の JR 主催の「ウォークぶらり～」が、９月９日
に開催されました。三島を歩いて歴史文化・景観・食を同
時に満喫できる当イベントには、残暑の中、2,365
人の参
P11 活動報告 C20Y25// 白
加をいただきました。コースとなったポイントだけでなく
参加者サービスを行った「うなぎ横町」も多くの人で賑わい、
ゴール地点となった当所では、１４事業所が出店し三島を
散策しきり疲れた参加者におもてなしをしました。
天候にも恵まれたため、源兵衛川で涼む参加者も多く見
られ、三島の湧水を活かしたせせらぎを感じることのでき
るイベントとなりました。今後も三島の魅力を活用しながら
盛り上がる方法を考えていきたいと思います。
（文：まちづくり課 丸山祐季）

会場前で集合写真

イベントスペース（三島商工会議所）

訪問介護の現場のニーズを
製品開発につなげる取組

源兵衛川沿いを歩く参加者

認定段位表彰式を開催しました！

８月７日（火）に三島商工会議所にて６月２３日（日）施
「医看工連携・ミシマ」は、医療・介護分野への参入を
行の第１２３回段位珠算検定及び第２１３回珠算検定・第
目指し、製品開発等に取り組む事業所によって組織され、 １７８回暗算検定の表彰式を開催しました。
今回で２回目の開催となる表彰式では、２名の方が出
活動をしています。
P11 活動報告 C20Y25// 白
P11 活動報告 C20Y25// 白
席をし、稲田会頭より証書の交付をいたしました。
本委員会主催で、8 月 27日
（月）に「介護士との情報交
換会」を、三島市松本の特別養護老人ホームいづテラス 【第１２３回段位珠算検定】
初 段
小林音寧さん（中学２年生）
にて開催しました。当日は 11 企業が参加し、介護現場
小川そろばん塾所属
の現状を把握するため、最近の動向等について介護士の
準初段
杉本涼子さん
方から説明を伺いました。
つつじヶ丘そろばん教室所属
昨今、在宅介護の重要性が増している中、今回は訪問
～残念ながら出席できなかった方々の紹介～
介護に焦点を当てた情報交換を実施しました。施設介護
【第２１３回珠算検定】
と訪問介護の違いや訪問介護独特の課題についてヒアリ
１ 級
是村茉音さん（小学５年生）
ングを行い、また新たな製品ニーズの意見を頂くことで、
瀬戸武志さん（小学６年生）
今後の製品開発のヒントを得ることが出来ました。
上泉悠也さん（中学１年生）
（文：経営支援課 宇水 淳）
上記３名 米山珠算塾所属
【第１７８回暗算検定】
１ 級
石川舞桜さん（小学６年生）
つつじヶ丘そろばん教室所属

訪問介護の現状について説明を受ける委員

認定段位取得、おめでとうございます！
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活 動 報 告
大好評！ みしまなりわい体験塾今年度も開催しました！

P11 活動報告 C20Y25// 白

当所商業部会では 7 月２５日（水）～8 月２４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
P11 活動報告 C20Y25// 白
所の認知度向上及び利用者増加を目的に、市内２
１事業
所にご協力を頂き４００人を超える参加者が、個店での
販売体験や、模擬結婚式、風鈴やグラス製作を体験しま
した。
特に今年は環境委員会が推進する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」と合

自分にピッタリの「まくら」を作ってみよう！

同で、竹の有効活用の大切さを知ってもらう
ことを目的に、
「自分で作った竹の器で流しそ
うめんを食べよう！」を開催し、大変好評で
した。
毎年申込者数が増加するみしまなりわい体験塾は今
後、開催日数や時期、対象者を広げ、さらなる発展を目
指します。また、その他にも商業部会では、個店の魅力
を発信するため様々な事業を展開していきます。ご期待
下さい。
（文：まちづくり課 片山富美子）

結婚式を体験してみよう（模擬結婚式）

流しそうめんを食べよう

『三嶋大祭り』５０万人の人出
「三嶋大祭り」が ８月 15 日～ 17 日にかけ盛大に開催
され、今年は５０万人（昨年４６万人）の人出でにぎわい
ました。
P11 活動報告
C20Y25// 白
初日の１
５日には、豊岡市長、稲田会頭、山形三嶋大
祭り実行委員会会長を初めとした関係団体代表者が集ま
り開会式を執り行い、三嶋大祭りが幕を開けました。
中日の１６日には注目の催事「頼朝公旗挙げ行列」が行
われ、俳優のつるの剛士さんが頼朝公に扮し、また今年
より豊岡市長を初めと
した関係団体代表者７名
が騎馬武者を演じまし
た。この旗挙げ行列は伊
豆に島流しにされていた
源頼朝が三嶋大社から再
興を目指して挙兵したと
頼朝公に扮し声援に応える
いう故事を再現したもの

沿道に詰めかけた多くの観客

つるの剛士さん

シャギリの競り合い

です。三嶋大社舞殿
で出陣式に臨んだつ
る の さ ん は「 エ イ、
ヤー」と気勢を上げ、
市内に繰り出し、沿
道に詰めかけた多く
の観客からの声援に
応えていました。
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東レアローズの選手や一般公募された政子や侍女役の
女性陣ら約４０人や子供による手作り甲冑隊３０名を従
え、沿道の声援に応えながら約２キロ先の楽寿園までパ
レードしました。
最終日の１７日には、農兵節パレードが開催され、み
しまびとプロジェクト映画『惑う』の女優の中西美帆さん
が参加しました。子供から大人まで多くの参加者が、三
嶋大社から広小路まで盛大に踊りました。また、１６時
からはうちわの当選番号が三嶋大社三嶋大祭り本部およ
び当所ホームページにて発表されました。
三嶋大祭りに合わせ、当所１階においても会員事業所
によるイベントを開催し、みしまコロッケ、カレーなど
の販売をし、多くの来場者でにぎわいました。
（文：総務課 土屋直子）
問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441

information
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30年度下期）

P12informationM25// 白

1．
簿記検定試験
回

＊２月２４日１級ありません（１１・6 月実施）

数

試験日

募集開始日

募集締切日

第１５０回

１１月１８日
（日）

９月１０日（月）

１０月１９日（金）

第１５１回

＊２月２４日
（日）

１２月１７日（月）

１月２５日（金）

2．
珠算検定試験
回

三島商工会議所他

試験日

１０月２８日
（日）

募集開始日

募集締切日

８月２０日（月）

試験会場（一般）

９月２７日（木）
三島商工会議所

第２１５回

受験料

1級
2級
3級

7,710 円
4,630 円
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！

数

第２１４回

試験会場（一般）

２月１０日
（日）

１２月

３日（月）

１月１０日（木）

受験料（改定）

1級
2,300 円
2級
1,700 円
3級
1,500 円
4・5・6級 1,000 円
7・8・9・10級 900 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
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
（文書作成）
（データ活用）（プレゼン資料作成） （http://www.kentei.ne.jp/）
・日商ビジネス英語
※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
・キーボード操作 他
お問い合わせ下さい。

4．
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４１回

試験日

募集開始日

募集締切日

試験会場（一般）

１１月２５日（日）

９月１１日（火）

1０月１２日
（金）

受験票に表示

5．
ビジネス実務法務検定試験
回

数

第４４回

試験日

１２月

９日（日）

6．
環境社会検定試験
（eco検定）
回

数

第２５回

試験日

１２月１６日（日）

7．
ビジネスマネージャー検定試験
回

数

第８回

試験日

１１月１１日（日）

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

募集締切日

試験会場（一般）

９月２５日（火）

1０月２６日
（金）

受験票に表示

受験料

2級
3級

6,400 円
4,320 円

※受付：東京商工会議所
募集開始日

１０月

２（火）

募集締切日

1１月

２日
（金）

試験会場（一般）

受験票に表示

受験料

5,400 円

※受付：東京商工会議所
募集開始日

募集締切日

８月２８（火）

９月２８日
（金）

試験会場（一般）

受験票に表示

☆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
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受験料

6,480 円

トレンド 通 信
「サッカー元日本代表・岡田監督が教えてくれたもの」
サッカーの元日本代表監督の岡田武史さんは、いま
愛媛県今治市のサッカーチームＦＣ今治のオーナーをし
ています。長い監督経験でたどりついた日本人に向いた
サッカースタイルをメソッド化してジュニアの育成から
トップチームまで浸透させることで、自分が理想とする
サッカーを実現したいと考えているそうです。

から「お客さまの満足」に移っているのです。理想のチー
ム（商品）をつくれたとしても、それを価値あるものと
して受け入れてくれるお客さまがいなければ話は始まり
ません。
強いチームの試合を見せるだけではなく、その前後ま
で豊かな時間を過ごしたいと思うお客さまの行動に寄り
添って、サッカー以外のコンテンツでもお客さまが喜ぶ
サービスを提供しようという考えです。地域も広域で考
え、自分の考えに共感してくれる協力者を募り、多くの
ファンと共に自分の理想を実現する。それができれば自
分だけでなく、地域もファンも「三方よし」です。これ
が持続性の基になります。

岡田さんは、
「サッカーが強いチームをつくるだけで
は駄目。チームを支える経済的な盛り上がりが地域にな
ければ持続しない」と考えて、ショッピングセンターな
ど地元企業と手を組んで地域活性化に取り組んでいるそ
うです。サッカーを見に来た老若男女がそのついでに半
日を楽しく過ごせる場所とコンテンツを提供する必要が
あると考えたのです。
国内最高ランクのリーグＪ１に昇格するためにはホー
ムに１万５０００人を収容するスタジアムが必要です。
もちろん入れ物をつくるだけでなく、年間何十試合もそ
こに足を運んでくれるお客さんを育てないと強いチーム
は維持できません。人口約 16 万人の今治市を中心にし
て、それだけのファン（関係人口）をつくるには近隣の
西条市や新居浜市なども含めて１００万人に関心を持っ
てもらう必要があると考えています。サッカーのスペ
シャリストでありながらこうした「商品価値」と「商圏」
をきちんとイメージして作戦を考え、それを実行に移せ
るのはさすがワールドカップに２度出場した名将です。
もともとは自分のやりたいこと、理想をかなえるため
にスタートしていますが、結局それを実現し維持してい
くためには、自分の努力や自分の属しているジャンルを
超えた他者の協力が必要と気付いたのだと思います。

この場合のサッカーを、例えば「日本酒」、例えば「メ
ロン」、あるいは「ヒノキの加工品」などに広げて考え
てみると、良いヒントになるのではないかと思います。
日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所

◇渡辺

岡田さんの考え方の変化を地方発の特産品や観光商品
開発に当てはめて考えてみると、とても示唆に富んでい
ることが分かります。まず「つくり手視点」から抜け出
して「顧客視点」に変わっていること。そして、地域や
ジャンルを超えたコラボレーションで、顧客の価値を実
現しようとしていること。作戦立案の軸が「自分の理想」

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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上席研究員
渡辺 和博

information
「猛暑、また猛暑」

P12informationM25// 白

今年は本当に暑かったですね。猛暑続きで、各地で最

中症によって体温が上昇する状況

高気温の記録が更新されています。熱中症の患者さんた

では汗をかくことによる体温調節

ちも多く救急車にて当院にお越しいただきました。

機能が失われているため、生命の危機的ラインとされる

さて熱中症とは何でしょう。

42℃を超える高熱につながることもあります。こまめな

熱中症は重症度によってⅠ～Ⅲ度に分類されています。
熱中症が重症化すると 40℃超の高熱がみられ、これは

水分補給が大事ですが、お水のみ過剰にとりすぎると体
のミネラルのバランスが崩れてしまうこともあります。
適度な塩分の補給も大事になります。

重症度Ⅲにあたり熱射病とも呼ばれるそうです。人間は
体が熱を産み出す働き（産熱）と体から熱を逃がす働き

熱中症にならないための対策はどうしたら良いので

（放熱）のバランスで体温を調節しています。体温より気

しょうか。涼しくなるまで病院に入院していれば良いの

温が高い場合には、汗を出して気化することで体温を平

ではとの意見もありますが、そういうわけにもいきませ

常に保ちます。熱中症

ん。まとめますと、涼しい環境（病院以外に）を探すこ

の初期段階では汗が出

とと、適度な水分補給を心掛けることです。くれぐれも

ているため体温の上昇

水分補給のためだからやむを得ないとお酒を大量に飲む

が伴わないこともあり

ことは控えましょう（アルコールの利尿作用により脱水

ますが、大量の汗をか

になります）。以上のことに気を付けて

き体内の水分が失われ

みんなで暑い夏を乗りきりましょう。

ると、それ以上汗をか
くことができず体温が

医療法人社団

上がっていきます。熱

救急部部長

親和会
大石

西島病院

渉

「第５回三島せせらぎミニミニ水力発電コンテスト」

三島商工会議所会頭賞
受賞おめでとうございます！

この度、工作を通じて、発
電の原理やメカニズム、自然
P12informationM25// 白
エネルギーの利用法を学び、
創造性を育み、まちを流れる
湧水で電気が作れることを体
感してもらうことを目的に開催
三島商工会議所会頭賞受賞作品
されました。

石渡副会頭と受賞者の３人
長野晴陽くん（北小・５年生）
長野朝陽くん（北小・２年生）
岩中悠真くん（南小・２年生）
問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441
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経済産業省

関東経済産業局

委託事業

静岡県事業引継ぎ支援センターにご相談ください。
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。

毎月、第２水曜日に相談会を開催いたします。
場所 ● 三島商工会議所 4階【E】会議室（9時～17時）
毎月、第1・3水曜日に相談会を開催いたします。
場所 ● 浜松商工会議所 3階302会議室（9時～17時）
毎月、第２火曜日に相談会を開催いたします。
場所 ● 島田市産業支援センター 相談室（9時～12時）
会場
三島会場
浜松会場
島田会場

日程

9月

10 月

11 月

12 月

第２水曜日 １2 日（水） １０日（水） １４日（水） １２日（水）
第１水曜日

5 日（水）

３日（水）

７日（水）

５日（水）

第３水曜日

19 日（水） １７日（水） ２１日（水） １９日（水）

第２火曜日

１1 日（火）

９日（火） １３日（火） １１日（火）

・静岡会場（静岡商工会議所）は随時。

登 録 者 募 集 中！
※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・１３８
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