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今月の特集
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正副会頭が選んだ三島市４大ニュース
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加和太建設株式会社　事業企画室　髙橋理恵子さん

正副会頭が選んだ三島市４大ニュース

M– ステ  平成３０年分の年末調整における留意事項

第 19 回商連正月感謝祭 /「３０歳の大同窓会 in 三島」 開催

出汁専門店おだし香紡 / みどり音楽工房

女性部 平成３０年度県内交流会 「袋井大会」 に参加しました！ /

フードフェスティバル

青年部ニュース 三島秋まつり新嘗祭大いに盛り上がる！

静岡恵明学園児童部食事会 / ３０歳の大同窓会プレイベント/

ファムトリップ / 珠算能力検定合格証書交付式

稲田会頭秋の叙勲受賞

キャッシュレスとクラウド会計について

文化会館告知 / 年末年始ＴＭＯパークのご案内 /

楽寿園菊まつり・第６６回東海菊花大会

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。

～いつでも　どこでも　気軽に使える～
「ハレノヒサイクル」（シェアサイクルサービス）展開中！

　従来のものづくりに加え、「大社の杜みしま」 や道の駅「伊
豆ゲートウェイ函南」 など商業施設や飲食店の企画運営も手
掛け、様々なフィールドで挑戦をしながら、地元三島で積極
的にまちづくりに参画している加和太建設さん。
　その加和太建設さんの新たなチャレンジが、2018 年 11 月
23 日よりスタートした電動アシスト自転車のシェアサイクル
事業 『ハレノヒサイクル』 です。観光での町めぐりや、通勤、
通学、買い物などいつでも、どこでも、気軽に使える便利さ
が最大の売りで、現在、三島駅前や三嶋大社など、三島市内
の観光スポット 21 カ所に、電動アシスト自転車 61 台が配置
されています。
担当の髙橋さんによると、
　「 『ハレノヒサイクル』 は「まちの魅力再発見」 がテーマの一
つです。多くの人が、自転車でまちを巡ることで新しい発見
をし、新しい出会いにつながり、地域の方々にも、観光で訪
れた方々にも、三島のまちをもっと好きになってもらえるよ
うに、と始めた事業です。『ハレノヒサイクル』が三島のまち
の魅力をより輝かせてくれると考えております。また、シェ
アサイクルは自由度の高いサービスです。観光以外にも、例
えば、飲み会がある日に、車ではなく電車とシェアサイクル
で通勤し、お酒を飲んだらタクシーで帰り、代行代と駐車場
代を節約という使い方や、自転車通勤の方であれば、朝は曇
りでも帰宅時間が雨の予報の日は、行きはシェアサイクルを

利用し、雨が降ったらバス
で帰るなど便利な使い方も
できます。また、たまの休
日に、自分が住む町を散策
することによって、小さな
変化に気づいたり、新たな
発見ができるかもしれませ
ん。市民の方にも、こんな
ちょっと素敵な使い方も楽
しんでいただけると思いま
す。無料の試乗体験会も開催
しておりますので、ぜひ一
度利用してみてください。」 
と、さまざまな使い方がで
きるシェアサイクルの魅力について語ってくれました。ご利
用の際には、スマホのアプリ「HELLO CYCLING」 をダウンロー
ドし、事前登録、予約が必要です。

（ハレノヒサイクル HP：https://harenohi.hellocycling.jp/）
　「世界が注目する元気なまちをつくる」を掲げている加和太
建設さんの活動は、まだまだ続きます。

 （文：まちづくり課　石渡智英）

〒411-0033 三島市文教町 1-5-15
TEL ：055-987-5541
http://www.kawata.org/

『ハレノヒサイクル』インスタグラム
https://www.instagram.com/harenohicycle/

ハレノヒサイクルマップ

加和太建設株式会社
事業企画室　髙橋理恵子（たかはし りえこ）さん
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平成３０年～正副会頭が選ん だ～ 三島市の４大ニュース‼︎
早いもので１２月を迎え、今 年も残りわずかとなりました。

平成最後の年も三島市では 色々な出来事がありました。
今回の特集では、そんな平成３０年の主な出来事 を「三島市の４大ニュース」として振り返ります。

正副会頭が選んだ４大ニュースで、一緒に この１年を振り返って頂きたいと思います。

平成 24 年 3 月に策定した三島
駅周辺グランドデザインの枠組
みを踏まえ、東街区はスマートウ
エルネスシティのフロント、西街
区はガーデンシティのフロントと
して東西街区の役割分担と有機
的な連携を図りながら、都市の
再構築を進めます。

三島宿から小田原宿に至る約 32 ｋ
ｍの旧東海道・箱根八里を三島市・
函南町・箱根町・小田原市からなる
箱根八里街道観光推進協議会が共
同申請し文化庁の「日本遺産」に認
定。今後 3 年間に渡り地域の歴史
的建造物や伝統芸能、景観等を国
内外に戦略的に発信。

三島駅南口の再開発がスタート！
　現在、西街区では既に東急のホテル建設工事が
スタートし、東街区も「アスマチ三島プロジェクト
共同企業体」 が事業協力者に決定しました。
　商工会議所では、平成２９年１０月に三島市長・
議長宛に要望書を提出するなど、事業の実現に向
け三島市や三島市観光協会等の関係者とも歩調を
合わせながら取り組んで来ました。
　今回の再開発事業により三島そして伊豆の新た
な拠点（フロントゾーン）として、東西街区が連携
し有機的に機能することで、駅前という好立地を活かし三島への移住定住が促進

されると共に、駅前と大通りを核として市内への
回遊性が高まり賑わいが創出されると期待してい
ます。　
　加えて新たなビジネスチャンスの拡大により地
域経済が活性化し、ひいては、商工会議所が進め
る地域振興ビジョン「つなぐ三島～ＡＬＬ三島で、
未来を創る～」の実現にも繋がると考えています。

三島商工会議所
会頭　稲田　精治

三島商工会議所
副会頭　鈴木　正二

西街区：完成イメージパース

東街区：イメージパース

その１

その２

事業協力者の提案時のイメージパース
であり、変更となる可能性があります。

『箱根八里』が日本遺産に認定！

山中城跡障子掘り

　５月に『箱根八里』 が静岡県内では初となる日本遺産の
仲間入りを果たしました。
　皆さんは日本遺産と世界遺産の違いをご存じでしたで
しょうか？
　簡単に言えば「日本遺産→遺産を活用する」、「世界遺
産→遺産を保護する」ということだそうです。
　平成 29 年度に箱根に訪れた観光客は年間 2000 万人
以上。『箱根八里』が日本遺産に認定されたことにより、
今後東西の地域が連携して歩道や景観ポイントの整備に
取り組めば〝歩き旅〟のブランド化が確立され、観光振
興や地域経済の活性化にも期待できると思います。
　江戸時代の大幹線であった『箱根八里』 には、当時の日本で随一の壮大な石畳
が敷かれました。歴史に名を残す旅人たちの足跡残る街道を辿れば、宿場町や茶
屋、関所や並木、一里塚と、道沿いに次々と当時のままの情景が現れます。日本
百名城の山城「山中城」、伊豆国一宮の社「三嶋大社」 はもちろんのこと、近年
では日本一の大吊橋「三島スカイウォーク」・年中フルーツ狩りができる総合観
光施設「伊豆フルーツパーク」など新たな魅力も盛りだくさんです。
　今後の『箱根八里』 の展開に期待しています。

ポイント！

ポイント！
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平成３０年～正副会頭が選ん だ～ 三島市の４大ニュース‼︎
早いもので１２月を迎え、今 年も残りわずかとなりました。

平成最後の年も三島市では 色々な出来事がありました。
今回の特集では、そんな平成３０年の主な出来事 を「三島市の４大ニュース」として振り返ります。

正副会頭が選んだ４大ニュースで、一緒に この１年を振り返って頂きたいと思います。

Ｈ 20 年 7 月に誕生。三島馬鈴
薯を使用することが唯一の定義。
翌年にはＢ－１ＧＰで 8 位入賞。
Ｈ 22 年には三島商工会議所青
年部 15 周年事業で直径 2.5 ｍ
の日本一大きいコロッケが完成！
認定店も当初の約 6 倍の 1,241
店に増加。

箱根西麓の国道 1 号三ツ谷バ
イパス沿いに位置し、計画面積
21.1ha の中に 6 区画の分譲地
が配置され、現在 4 区画に企業
の進出が決定。県が推進する「ふ
じのくにのフロンティアを拓く
取組」における推進区域に指定。

みしまコロッケが１０周年！

三ツ谷工業団地の完成迫る！

　今年は日本大学三島高校の学生が主催し（株）東平商会
も協力された、二人同時に ‘ みしまコロッケ ’ を食べさせ合
う人数でギネス記録を更新しました。
　また、平成２６年に放映された 「ごめんね、青春」 でも度々
登場し、この１０年間でみしまコロッケによって「三島」 とい
う地名が多くの人に繰り返し認知され続けました。さらに、 
素材の三島馬鈴薯が平成２８年にＧＩ認証 （地理的表示保
護制度）を取得、付加価値の高い商品であることが改めて
評価されました。
　当社のみしまコロッケぱんも日本全国ご当地パン祭りで
優勝し、みしまコロッケを全国へ発信することができました。
　「三島馬鈴薯の生産量の拡大」 や「みしまコロッケの価格高騰による消費離れの懸
念」 など課題はあります。しかし、多くの観光客が三島へ訪れている状況を踏まえ、
三島馬鈴薯を初めとした箱根西麓三島野菜を使った日持ちする観光土産品の開発や
体験型農業観光の推進などを視野に入れていくことが重要だと思います。
　今後は地域として６次産業化事業（生産・加工・販売が一体となって事業促進を図
る） にさらに力を注ぐ取り組みを行っていきたいと考えます。

　三ツ谷工業団地は県が推進する “ ふじのくに ” のフロンティアを拓く取り組み
の一つとして、県東部に立地を希望する企業の受け皿となっています。
　三島市外から企業が進出することは財政基盤の安定につながり、人口の増加や
雇用の安定など地域産業の活性化が期待できます。また、地域産業の活性化に伴
い、新たに三島で働く人が安心して暮らせる住宅の供給が今以上に必要だと考え
ています。
　三島は今「元気がある」と言われていますが、高いポテンシャルを持つ三島な
ら、まだまだ元気になると思います。三島の優位性をアピールし、理解してくれ
る企業を誘致することで、更なる三島の発展に繋がると期待しています。

三島商工会議所
副会頭　石渡　浩二

三島商工会議所
副会頭　鈴木　　隆

その３

その４

造成工事が進む分譲地 真新しい工場もお目見え

ポイント！

ポイント！

日大生のギネス挑戦！
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経  営  支  援

　◆３０年分の年末調整における配偶者控除及び配偶者特別控除の額が次表の【改
正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧】のとおり改正され、配偶者特別

控除の対象となる配偶者の合計所得金額が３８万円超１２３万円以下となりました。
　また、合計所得金額が１０００万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることができないこ
ととなりましたので、ご注意ください。

※夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんので、いずれか一方の配偶者は、この控除を受けることはできません。

ここが違う！

所得者の合計所得金額
（給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額） 【参考】

配偶者の収入が給与
所得だけの場合の配
偶者の給与等の収入
金額

900 万円以下
（1,120 万円以下）

900 万円超
950 万円以下
1,120 万円超

1,170 万円以下

900 万円超
1,000 万円以下

1,170 万円超
1,220 万円以下

配偶者の合計所得金額
38 万円以下 38 万円 26 万円 13 万円

1,030,000 円以下
　　 老人控除対象配偶者 48 万円 32 万円 16 万円

配偶者の合計所得金額
38 万円超　85 万円以下 38 万円 26 万円 13 万円 1,030,000 円超

1,500,000 円以下

85 万円超　90 万円以下 36 万円 24 万円 12 万円 1,500,000 円超
1,550,000 円以下

90 万円超　95 万円以下 31 万円 21 万円 11 万円 1,550,000 円超
1,600,000 円以下

95 万円超　100 万円以下 26 万円 18 万円 9 万円 1,600,000 円超
1,667,999 円以下

100 万円超　105 万円以下 21 万円 14 万円 7 万円 1,667,999 円超
1,751,999 円以下

105 万円超　110 万円以下 16 万円 11 万円 6 万円 1,751,999 円超
1,831,999 円以下

配
偶
者
特
別
控
除

配
偶
者
控
除

〔 〔〕 〕

所得者の合計所得金額
（給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額） 【参考】

配偶者の収入が給与
所得だけの場合の配
偶者の給与等の収入
金額

900 万円以下
（1,120 万円以下）

900 万円超
950 万円以下
1,120 万円超

1,170 万円以下

900 万円超
1,000 万円以下

1,170 万円超
1,220 万円以下

110 万円超　115 万円以下 11 万円 8 万円 4 万円 1,831,999 円超
1,903,999 円以下

115 万円超　120 万円以下 6 万円 4 万円 2 万円 1,903,999 円超
1,971,999 円以下

120 万円超　123 万円以下 3 万円 2 万円 1 万円 1,971,999 円超
2,015,999 円以下

123 万円超 0 万円 0 万円 0 万円 2,015,999 円超

配
偶
者
特
別
控
除

〔 〔〕 〕

平成 30 年分の年末調整より
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が改正されました！

【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】
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P07まちづくりC15Y45// 白

ま ち づ く り

移住促進・人手不足対策に挑戦！ １．１９ 「３０歳の大同窓会in三島」 開催
～静岡県内初 移住を促進するための企画展同時開催～

今年はその場で当たる
三角スピードくじ実施！

　当所と当所青年部では、大学進学と同時に県外へ流出する若者のＵターンを促進し地域の活性化や企業の人手不足解消
に結び付けるため、今年３０歳になる（なった）方を集める『３０歳の大同窓会 in 三島』 を開催致します。
　また、静岡県内初となる移住促進のための企画展「LIVING IN MISHIMA」を同時開催致します。
　この事業は当所が提言した地域振興ビジョン「つなぐ三島～ＡＬＬ三島で、未来を創る～」 を推進する事業で、静岡県が
募集していた 「産業人材確保緊急対策補助金」に採択された事業です。結婚や出産などで節目を迎える３０歳をターゲットに
し、Ｕターンを考える機会を創出するものです。
　３０歳を迎える方がいらっしゃいましたら、是非お声かけ下さい。

日　時：
場　所：

参加費：
対　象：

〈３０歳の大同窓会 開催概要〉
平成３１年１月１９日（土）１５:００～１７:３０
三島商工会議所１階ＴＭＯホール（大同窓会）
４階会議室（LIVING IN MISHIMA）
４，０００円（但し、企画展に来場しアンケートに回答した方は１，０００円引き）
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

平成３１年１月１９日（土）１１: ００～１５: ００
三島商工会議所１階回廊、４階会議室
無料　※誰でも参加できます。
HOMES 総研が発表した「本当に住んで幸せなまちランキング」の中で、そのまちに住んでいる人が幸せだと感じる
事象は８つに分類できると説明。（例 : 食文化が豊か、機会がある、自然を感じる、ロマンスがある など）この８
つの視点から三島の魅力を発信し、「三島に住みたい」と思ってもらえる企画展です。

（文：まちづくり課　塩谷洋司）

　年末年始に、三島商店街連盟では日頃のご愛顧に感謝し「謝恩セール」を実施します。期間中、
参加店でお買い物をすると、その場で三角スピードくじにチャレンジ！ 500 円の商品券他、参加
店毎にお楽しみ景品の用意があるかもしれません！お楽しみに !!
期　間：2018 年 12 月 28 日（金）～ 2019 年 1 月 6 日（日）
場　所：謝恩セ―ル参加店
内　容：参加店で 500 円お買い上げ毎に三角スピードくじ 1 枚進呈
※一部お店の都合により、セール期間や三角くじ進呈のお買上金額が変更になる場合があります。
※景品の商品券以外にも、お楽しみ景品が当たるお店があります。
6 商店会では「おもてなしイベント」も実施します。是非、年末年始賑わう三島の商店街に足をお運びください。

第19回正月感謝祭

イベント名 商店会 実施日時 実施場所 サービス内容

2019  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、御神酒、甘酒、豚汁サー

ビス、福銭、絵馬プレゼント

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 12 月 28 日〜１月 6 日 各加盟店 干支土鈴、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（水）午前10 時〜
（シールくじは各店営業時間内）

キミサワ広小路店前
（シールくじは各加盟店）

甘酒のふるまい、商店会商品券
シールくじ、福銭プレゼント

第 19 回 正月感謝祭 本町大中島商店会 2 日（水）
午前11 時〜午後1 時 三石神社前 甘酒、粗品プレゼント

正月感謝祭 in 笑栄通り 広小路笑栄会 6 日（日）
午前12 時〜午後3 時 オレンジ村前 お汁粉と福銭サービス

〈LIVING IN MISHIMA 開催概要〉
日　時：
場　所：
参加費：
内　容：

（文：まちづくり課  丸山祐季）

申込はこちらから
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懐かしい鰹の削り器

日替わりでお味噌汁を試飲できます

〒411-0030  
三島市西旭ヶ丘町４０４１-２

055-981-7762
055-981-7761

水、日

T E L：
F A X：
営業時間：

沼田社長とスタッフの皆さんが笑顔でお出迎え

出汁専門店おだし香紡
ネッツトヨタ
静岡

かわせみ
トンネル

三島中央自動車学校

ウエルシア
三島加茂川店

東海道新幹線

おだし香紡

コンディトライ・ミーネ

6 種類の現原料をブレンドした人気商品全国から取り寄せた逸品が並びます

ネットでのご注文  https://odashi-koubou.com
おだしの総合情報サイト  https://odashi.co.jp

　昔の商店街には乾物屋さんがあり、削り節や煮干しなどが身近な食材として販
売されていました。その後、化学調味料が主流となり、和食の基本である “ おだ
し ” が食卓から追いやられようとしています。
　そのような危機感を抱きながら２００６年に現在地へ移転するにあたり、日本
の出汁文化を次世代に繋げていくことを企業理念に掲げ、日本一の品揃えのおだ
し専門店を開業しました。
　店内には鰹、鯖、鰯、昆布、椎茸等８０種類の出汁素材が並び、数の多さに圧
倒されます。でも、ご安心ください。おだしコンシェルジュ制度（商標登録済み）
を導入し、専門知識豊富な２名のコンシェルジュが、お客様の希望する料理に最
適なおだしをご提案します。また、日替わりで削り節や煮干しなど様々な出汁の
味噌汁を試飲することができます。
　全ての商品は、国産・無添加にこだわり、塩や醤油すら使用せず素材だけで味
を出していくという、手間暇かけた安全安心をモットーとしています。
　和食がユネスコ無形文化遺産に登録され、ベースとなる出汁にも目を向けて見
ませんか？　世界に類を見ない多様な食文化が拡がっています。

おだしの種類・取り方・レシピからセミナー情報まで、おだしの総合情報サイト「ま
いにち、おだし。」を６月に開設しました。おだしについて勉強するには、まず
ここから！　日本で唯一のおだしのサイトですので是非ご覧になってください。

（文：事務局長  小川雄司）
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「音を作る・楽しいを作る」

寺子屋での練習は先生と二人三脚

HP Facebook LINE@

3 月 9 日 Birthday Concert

みどり音楽工房

かわせみ
トンネル

みどり音楽工房

三島市立
沢地小学校

三島市民体育館

マックスバリュ
三島壱町田店

〒411-0043  三島市沢地１２３– １４
055- 988- 4140
info@midoriongakukobo.com

T E L / FA X：
問い合わせ：

弾き語り演奏会を開いています 健康！歌クラブ　笑顔いっぱいの参加者

　「音楽が生活の全部・人生の全部」そう輝く笑顔で話す田中みどりさん。今月、
ご紹介するのは音楽の楽しみが溢れる「みどり音楽工房」。
　音楽レッスン「田中音楽寺子屋」・シニア向けの教室「健康！歌声クラブ」・コンサー
ト運営等幅広く活動されています。時には作曲や編曲も行います。
　「田中音楽寺子屋」では、生徒が音楽を楽しみながら学びます。単に音楽を学ぶ
音楽教室ではなく、生徒がやりたいことを見つける場・生徒の思いを受け止める場に
したいとみどりさんは話します。生徒のやりたい気持ちを大切に、やりたい音楽をや
りたい方法でやり遂げるまで寄り添う場にしたいという想いから、メインはピアノで
すがギターや歌、作曲まで教えた事もあり、多彩な才能を持つみどりさんだからこ
その教室です。現在 50 名を超える生徒がおり、学生だけでなく子供に通わせるうち
に興味を持った保護者やスキルアップを目指す保育士までいるそうです。
　シニア世代には歌教室「健康！歌声クラブ」を月に 4 回開催し、参加したい時に参
加するというスタンスで歌うことによる健康増進を図れるような楽しい場として親しま
れています。
　また、コンサート運営も行っており、出張演奏の依頼は数多く昨年は 120 回もの
演奏会を行いました。今年は既に 130 回を開催しており、目標は 150 回だそうです。
　ますます活動の幅を広げ
る「みどり音楽工房」は学
んで楽しい、聞いて楽しい、
音と楽しいを作る工房なの
です。

田中みどりさん

場　　 所 ：
日　　 時 ：
チ ケ ッ ト ：
販 売 場 所 ：
問い合わせ ：

三島文化会館　小ホール
2019 年 3 月 9 日　開演 14：00
一般 3,000 円、中学生以下1,000 円
やまがた楽器店、大社の杜
info@midoriongakukobo.com

Anniversar y Concer t　みどりの音手紙

（文：まちづくり課  丸山祐季）
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女性部 平成30 年度県内交流会
「袋井大会」に参加しました！

食欲・実りの秋を堪能‼︎
みしまフードフェスティバル

三島秋まつり新嘗祭大いに盛り上がる！

　11月19 日（月）に第 27 回静岡県商工会議所女性会連合
会平成 30 年度県内交流会「袋井大会」が月見の里学遊館
で開催され、当女性部役員 7 名が参加いたしました。
　記念講演では、NPO 法人たすけあい遠州 代表理事の稲
葉氏から「居場所が伝えてくれること」～働く女性を助けた
いから～と題しご講演を頂き、その後昼食会場の葛城北の
丸に場所を移し県内の女性会の皆様と交流することができ
ました。
　来年度は、沼津商工会議所女性会が主管を務め、県内
交流会「沼津大会」が開催されます。年に 1 度の県内女性
会の皆様と交流を深めることの出来る場として、今後も静岡
県商工会議所女性会連合会の事業に積極的に参加してい
きたいと思います。　　         （文：経営支援課  池谷太郎）

県内女性会の皆様と交流を深めました役員 7 名が参加しました

禊で身も心も清らかに 桜川での勇猛な神輿担ぎ 宝船を前に記念写真

青年部ニュース

　青年部では、１１月２２日（木）に禊と２３日（祝金）に三島秋まつり新嘗祭を開催しました。
　２２日に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神輿にのせ三嶋大社へ運び、野菜宝船を完成させま
した。
　２３日には豊岡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。
　今年は、初お目見えとなる神輿型宝船が市内を練り歩き、桜川での勇猛な神輿担ぎに続き、桜川での展示では水面に見
事な宝船を映し出すなど、来場者の目を楽しませました。
　今年も多くの来場者で賑わった新嘗祭で、食への感謝、豊作の喜びを伝える事ができました。

（文：経営支援課  大嶋孝博）

桜川沿い水上通り会場楽寿園会場

　11 月 23 日（金）に開催したフードフェスティバル。秋の行
楽シーズン３連休に三島には多くの人が集まり全 6 会場は人
で溢れました。当所 1 階ＴＭＯホールでは 16 店舗 1 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。栗や焼き芋など秋の味覚をはじめとする
販売品は盛況で、完売となる事業所が複数あり、先着 200
名様限定の抽選会は 1 時間程で終了する賑わいでした。

（文：まちづくり課  丸山祐季）

TMO ホール会場に集まる人々
うなぎ旗挙げ弁当には

販売前から列ができていました
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日本珠算連盟三島支部  珠算能力検定
最高年齢73 歳で1 級合格！

中国旅行代理店を招き伊豆地域の
体験ＰＲと商談会を実施！

P11活動報告C20Y25// 白
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問合せ：三島商工会議所 TEL055-975-4441

　11月29日（木）に三島商工会議所にて珠算能力検定
1 級合格者の合格証書交付式を開催し、三島商工会議所
では最高年齢となる 73 歳で 1 級を合格した楠まりこさ
ん含め 4 名の合格者に証書の交付をいたしました。

　東部５商工会議所で構成する富士
山静岡空港利用促進連絡会では例
年、伊豆地域に中国人観光客を誘
客することを目的に、中国旅行代理
店を招き伊豆地域を案内しています。
　今年で８年目となる今回は、初め
て西安市から旅行代理店４社を招き
１１月２６日（月）から３０日（金）まで
の５日間をかけ、三島、沼津、熱海、伊東、下田等の観光
地や施設を案内し、旅行プラン等の提案をしました。
　特に２９日（木）には、かんぽの宿 熱海本館に於いて、県
東部の各地域から１７社の観光関連業者の方々にご参加い
ただき、中国旅行代理店の担当者に直接ＰＲしていただく商
談会を実施しました。
　商談会終了後の懇親会の席では、静岡県文化・観光部（空
港担当）の高橋理事をお招きし、中国人観光客の誘客につ
いて更なるＰＲをしていただき、大変有意義な機会となり好
評のうちに終了することができました。

（文：中小企業相談所長  小島信之）

～残念ながら出席できなかった方々の紹介～

　「ふたつめグループ」野村さんは、新店舗（文教町
「Mitsucado（ミツカド）」）に、恵明学園児童部の子ども
と職員の６３名を食事に招待しました。野村さんは、当
会議所の『若者活躍支援資金』の趣旨に共感され『社業
を通して子どもたちに還元したい』との意向から、開催
されました。生ハムを頬張りカツレツの大きさに歓声を
あげる子どもたち、お腹いっぱいの楽しい食事会となり
ました。野村さんのご厚意に感謝！

（文：事務局次長  鈴木智子）

　当所では三島市への移住促進や市内企業の人手不足解
消を狙い、来年１月１９日（土）に『３０歳の大同窓会 in 
mishima』 を開催します。この大同窓会開催を前に、首
都圏在住の方に三島市という地方暮らしもひとつの選択
肢として捉えてもらうためのトークイベント「どこで暮
らす？どこで生きる？を、どうかんがえる？」を、３５名
参加のもと１２月２日（日）に東京・日本橋にて実施しま
した。
　当日は地方や都会
など様々なところに
暮らしている人が今
の暮らし方について
談話し、多様な暮ら
し方がある中で「自
分にあった本当の豊かな暮らしとは何か。」 を考えてもら
う機会となりました。移住のネックの一つとなる仕事も、
現代ではネットワークで繋がっており、どこでも仕事が
できることなどの意見も挙がり、地方暮らしを選択する
際の障害もなくなってきていることが伺えました。

（文：まちづくり課　塩谷洋司）

【第 214 回珠算能力検定】（平成 30 年 10 月 28 日施行）
楠まりこさん（つつじヶ丘そろばん教室）
石川舞桜さん（つつじヶ丘そろばん教室）
清水春菜さん（小針珠算塾）
原孝一郎さん（飯田珠算教室）

楠まりこさん表彰連絡会メンバーと中国代理店との懇親会観光関連業者との商談会

視察風景

イタリアンって美味しいね～

30 歳同窓会プレイベント

１級合格おめでとうございます

挨拶をする野村さん（中央）

～笑顔が一杯～
静岡恵明学園児童部をご招待
「ふたつめグループ」が支援！

３０歳の大同窓会プレイベント
『どこで暮らす？どこで生きる？を、

どうかんがえる？』を都内で開催

【第 214 回珠算能力検定】（平成 30 年 10 月 28 日施行）
三田愛里菜さん（米山珠算塾）
岩﨑壮真さん（米山珠算塾）

（文：経営支援課  勝又千理）

1 級

1 級
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★店の隣の駐車場をご利用ください★

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。

　この度、当商工会議所 稲田会頭が、金融業功績による旭日双光章を受
賞されました。
　稲田会頭が入庫した昭和４３年は「合併転換法（金融機関の合併及び転
換に関する法律）」 により約５５０あった金融機関が今日迄に半分以下となる
大きな節目の年でした。「再び大きな節目の年、勤続５０年である半世紀後
の受賞は、三信と私自身の金融業に向き合った５０年間を評価して頂いたこ
とであり、私の大きな喜びです。」 と笑顔で語る稲田会頭は、三信の理念『地
域に愛される金融機関を目指す』 を礎に事業を展開し続けました。
　理事長時代には、創業１００周年の節目を迎え記念式典を行いました。
また、障がい者雇用実現のため、特例子会社「さんしんハートフル株式会社」
の設立や店舗の建替えをしたことが深く印象として残っています。昭和初期
に建築された本店（三島市芝本町） の百年先を見据えた２００年後には歴史
的建造物として街並みにマッチする建替えを行いました。そして、下田支店
は、地域防災の拠点として津波による住民の避難設備を備えた店舗となり
ました。
　「三信の使命『お客様のニーズを伺い それに応える』 は、商工会議所の
使命とまさに目指すものは同じです。同じ使命の元、さらに務めて参りたい。」
と話します。
　そして、お客様に応えるために、金庫も会議所も人材育成が最も大切と
述べる稲田会頭の瞳は輝いています。

三島信用金庫　元理事長（現在 相談役）　稲田 精治 様

［稲田氏  略歴］

〈生年月日〉

〈学　　歴〉

〈職　　歴〉

〈公  職  歴〉

〈会議所歴〉

昭和２０年１１月１０日７３歳

昭和４３年  ３月　日本大学法学部卒業

昭和４３年  ４月　三島信用金庫入庫

平成１９年  ６月　同上　理事長　

平成２９年  ６月　同上　相談役　

現　在　静岡県ヘルスケア産業振興協議会 会長

現　在　三島市公平委員会 委員長

現　在　三島市水道事業審議会 会長

現　在　静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会 会長

平成２１年   ６月　三島商工会議所　副会頭

平成２５年１１月　三島商工会議所　会頭

　　現在に至る　

１１月８日勲章伝達式にて

旭日双光章

旭 日 双 光 章

平成30年
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もっと多くの情報を知りたい！
いまいち、よく分からない
ちょっと興味がある

（小売・製造・建設など）
セミナーにご参加ください！
必要な情報を分かりやすく
ご説明させて頂きます！
⇒詳細は黄色のチラシをご覧ください。

☆

☆

☆

☆

★
★

★

★

無料で使えるクラウドサービスがいっぱい！
クラウドを活用することで、端末が壊れてし
まっても、データは残っているから安心！
レジアプリとクラウド会計を連携させることで、
業務の効率化が図れる！
データに基づいた分析が可能！在庫管理から
商品の売れ方まで把握できる。
※対応アプリの導入で勤怠管理や、顧客管理、
予約システムを利用できる！

加速するキャッシュレス 超便利 ! クラウド会計

消費税軽減税率は
飲食業以外の業種の方も対象です！

▶注目

国が中小小売店でキャッシュレス決済をした
消費者に対し、２％のポイント還元⁉
クレジットカード、電子マネー決済の手数料
が数年前より、下がってます！これからも下が
るかも⁉
設置費用、決済手数料のかからないＱＲコー
ド決済がある！
大手の決済代理店に加盟すれば、スケールメ
リットも期待大！（ポイントを集めたい顧客を
獲得できる⁉）

方は

事業者の皆さん！ 2019年10月１日～の
消費税軽減税率制度には
準備が必要です‼︎

（文：まちづくり課　片山富美子）

クラウドとはネットワーク上で利用できる
サービスのことです。
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問合せ：三島商工会議所 TEL055-975-4441
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「楽寿園菊まつり・第６６回東海菊花大会」
三島商工会議所会頭賞

受賞おめでとうございます！
三嶋大社には、全国から参拝客が集まり渋滞が絶えません。
毎年渋滞する年末年始、駐車場にお困りではありませんか？

※大社Ｐ駐車禁止：平成30年12月31日午後5時～正月三が日

　この度、楽寿園菊ま
つりに合わせて第６６回
東海菊花大会が１０月
３０日～１１月１５日まで
開催され、各部門に数
多くの作品が出品され
る中、三島商工会議所
会頭賞を受賞された方
をご紹介致します。

稲田会頭より賞状を授与

ネコの目サイト
はコチラ

金丸さんの受賞作品

大菊三花（厚物）の部

三島商工会議所会頭賞
　（特等）
金丸　紀元　さん
　（東伊豆町）
花銘・太平の美紅
　　・太平の銀峰
　　・新富士の輝

               ～車で三嶋大社参拝にお越しの方～
三島商工会議所の駐車場利用で

渋滞知らず‼︎

年末年始の
ご案内

入庫30分
経過毎で

三島市市民文化会館

正門三島市立公園
楽寿園

三島商工会議所

P
三島駅まで

分３
三嶋大社まで

分７白
滝
公
園

●事業
PINO FORASTIERE JAPAN TOUR 2019

～ピーノ・フォラスティエーレ 
スペシャル・アコースティックライブ ～

杉山清貴＆オメガトライブ
2019 Last LiveTour

山崎育三郎 LIVE TOUR 2019
～ I　LAND ～

●日時 2019年1月16日（水）
開場18:00、開演18:30

2019年2月2日（土）
開場16:30　開演17:00

2019年2月11日（月・祝）
開場17:00　開演17:30　

●会場 三島市民文化会館　小ホール 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） 

全席指定（税込）2,500円→2,250円
全席指定（税込）8,000円

※チケットの割引はございません。
全席指定（税込）7,800円→7,020円

※未就学児童の入場不可 ※未就学児は保護者1名につき1名ひざ上にて無料。
ただしお席が必要なお子様は有料

※3歳以上チケット必要。
3歳未満、座席が必要な場合は有料。

※お1人様4枚まで。

●内容

16 弦を巧みに操り繊細に、大胆に奏でる。
世界が注目するギタリストの超絶技法は必見です！

ゲスト：静岡県立三島北高等学校筝曲部

「SUMMER SUSPICION 」「君のハートはマリンブルー」
「ふたりの夏物語～ NEVER ENDING SUMMER ～」

など数々のヒット曲を持つ
杉山清高＆オメガトライブが当時のオリジナルメンバーで再集結！

全国ツアー初日公演を三島で開催します！

自ら作詞作曲した曲やミュージカルの要素を取り入れた曲など、
幅広い楽曲をおさめた 1st Original Album ～ I LAND ～が発売。

山崎育三郎にしかできない”ミュージカルポップス”が
ここに誕生。

●チケット
一般発売 好評発売中 好評発売中 好評発売中

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。

※文化会館に駐車場はございませんので正面のTMOパーク（有料）、または公共の交通機関をご利用ください。

三島商工会議所駐車場（TMO パーク）
＊三嶋大社まで徒歩７分という近さ！
桜川沿いを歩く道中では湧水のせせらぎを感じることが
できます。
＊スマホで駐車場の空き状況をリアルタイムで確認
　→   ネコの目  TMO パーク   で検索
＊24時間管理人常駐・屋内立体駐車場で安心安全

100円
8：00～20：00

半 額
20：00～8：00



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。

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）

・静岡会場（静岡商工会議所）は随時。

会 場 日 程 12 月 31年 1月 ２月 ３月
三島会場 第２水曜日 １２日（水） １３日（水） １３日（水）

浜松会場
第１水曜日 ５日（水） ６日（水） ６日（水）
第３水曜日 １９日（水） １６日（水） ２０日（水） ２０日（水）

島田会場 第２火曜日 １１日（火） １２日（火） １２日（火）
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