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かわら版

【島田商工会議所の活動・動向】

ほいろ

この地 域において﹁ 島
一 私 たちは︑

田さくらめし・焙 炉 上げ﹂の普 及

に向けた気運の醸成に取り組み︑

また︑
これら地域資源が持てる力

を存 分に発 揮できる環 境づくり

を推進します︒

ほいろ

一 私たちは︑率先して﹁島田さくら

白米を醤油、酒、味醂で味付けして炊き上げたシンプルな
食べ物です。島田市及び周辺地域では、これを季節の催事
で出してきたほか、手軽さもあり一般家庭の料理として、好
んで食べられています。これは、島田市周辺で古くから米食
が普及していたこと、この地域の豊かさを示す食文化・歴史
であり、土地の恵に感謝し、人々の知恵の象徴としてきた
「食」であると考えます。また、現在、島田市内２５の小中学
校 の 給 食 で「さくらご飯 」の 名 称として 出され 、人 気メ
ニューの一つとなっています。

めし・焙 炉 上 げ ﹂を 発 信し︑取 り

「さくらめし」とは

組みの輪を広げていきます︒

ほいろ

一 私たちは︑﹁島田さくらめし﹂を愛

”

し︑
来訪者へは﹁島田さくらめし﹂

を通して︑おもてなし を行うと

共に︑風 土である﹁ 焙 炉 上 げ ﹂を

島田商工会議所が島田市の30年、50年後の自然と人が活きる都市を目指して作成した将来構想「しまだ50年ゆ
め」が具現化されることによって、地域経済に活力を生み、ひいては島田市の発展につながるよう活動しています。
豊かな心の「島田人(しまだびと)」づくり
今、私たちは、次代を担う子供たちが「この都市に生まれて、暮らして良かった」と思う地域づくりに汗を流すこ
とが必要で大切なことと考えています。そのために“島田を知り、島田を愛し、島田を誇りに思う、豊かな心を持っ
た、創造性たくましい人材”「島田人（しまだびと）」を育成しています。
具体的な活動としては、経営者をはじめとする多くの方に当所の「人財ネットワー
ク」に登録していただき、小・中・高等学校等に「職業観」や「地域の文化・歴史」等を伝
える講師として派遣しています。
島田を知り、島田を愛し、島田を誇りに思う、豊かな心を持った、創造性たくましい人
材「島田人(しまだびと)」を育成するため、総合学習や職業講話等で活用してみません
か！現在、約90人の人材が登録されています。
職業講話の様子

ほいろ

【将来構想推進協議会】
（委員数：22人）

２８

日

島田商工会議所では会員事業所をはじめ、地域商工業者の皆様の意見や要望を市内外の他団体とも連携し、
国・県・市その他関係方面へ働きかけを行い、大きな成果を上げています。
◆静岡県や島田市に対して行っている要望の一部をご紹介します。
（要望及び行政の回答文はホームページに
掲載しています。）
周辺地域の活性化を踏まえた東海道新幹線「富士山静岡空港駅」
（新駅）の設置推進について（静岡県・島田市）
１．
２．
県道河原大井川港線の拡幅について（静岡県・島田市）
３．
高速道路料金割引（大口・多額度割引制度の延長及びETC料金割引の廃止・縮小の見直し）について（静岡県）
４．
事業所向け地震対策補助制度の拡充について（島田市）
５．
島田市における観光施設の展開について（地域資源を結ぶ回遊性の向上と誘客）
（島田市） 等

３０

年３月

行政への要望活動

平成

➡ポイント②

島田 商 工 会 議 所

本年9月15日、島田商工会議所は、島田市の姉妹都市である富山県氷見市の氷見商工会議所と友好提携を締結
しました。
島田市と氷見市は、1987年（昭和62年）旧金谷町と姉妹都市提携を締結
し、2005年（平17年）島田市と旧金谷町との合併に伴い、島田市として再締
結しています。
氷見市は、人口約47,000人の「寒ブリ」で有名な日本海に面した港町で
す。また、幸せな結婚を願った芸妓達が、年に1度の休日に、人妻を象徴する
「丸まげ」を結い、市内の千手寺（幸町）の観音様に願掛けをしたのが由来と
伝えられている「まるまげ祭り」が毎年4月17日に開催されています。本年
宣言書を持つ岩原会頭（左）
と寺下会頭（右） 4月17日の「まるまげ祭り」には当市の女性が参加し、
9月16日の「島田髷祭
り」には氷見市の女性が参加して交流を深めました。
島田商工会議所と氷見商工会議所は、提携を機に互いの産業や歴史文化を学び、経済・文化・観光の交流を進
め、それぞれの地域の進行と発展につなげていきます。

後 世に伝 え︑残していくため︑今

富山県氷見商工会議所と友好商工会議所提携を締結

後︑慰 労 会・打ち上げを﹁ 焙 炉 上

➡ポイント①

げ﹂と呼んでいきます︒

島田商工会議所では、産業振興や地域開発、まちづくり等の地域における諸問題に対する〝国・県・市への要望活
動〟や島田夏まつり、島田産業まつり等の〝イベント〟への取り組みをはじめ、個別事業所に対する経営全般にわた
るきめ細かな〝支援業務〟を展開する等地域産業の基盤強化と振興のため、様々な活動を行っております。今回は
その活動の一部をご紹介いたします。

島田商工会議所では、認知度・興味共に高く、また、地域に根差した「さくらめし」とお茶産地の歴史や習慣である
「焙炉上げ」を活用し、島田市をＰＲすると共に、次世代への継承や新たな地域文化を育むため、
「島田さくらめし
ほい ろ
・焙炉上げプロジェクト」を推進しています。
ほい ろ

”

会

ほい ろ

「焙炉上げ」とは

お茶の手揉みの台のことを「ほいろ」と言い、その「ほい
ろ」を片づける（仕舞う）行為が茶作業の終了を意味し、転
じて、
「慰労会・打ち上げ」を示す言葉で、慰労会の食の一つ
として、
「さくらめし」が出されていました。機械化の進んだ
ほい ろ
現在でも、その言葉と行為は残っており、
「焙炉上げ」は茶
の生産地の「風土」として根付いた地域コミュ二ティの豊か
さや強さを表す行為です。茶の生産地として積極的に後世
に伝え残していくべき、文化・風習であると考えます。

参加店募集中！ 詳しくは当所ホームページをご覧ください

【フィルムサポート島田運営委員会】
（委員数：23人）
本年度は、4月からの半年間で381人がエキストラとして参加しています。
地域活性化の一環として映画・テレビドラマ等の撮影協力及びロケ
誘致活動を10年以上前から行っています。撮影協力をすることにより、
島田市を全国にPRすると共に、島田市の魅力を再発見し、より地元を
愛するようになっていただきたいと願い活動しています。
本 年度は、４月からの半 年間で3 81人が 映画やテレビドラマ等 の
ロケにエキストラとして参加いただき、ロケ実施による地域への直接経
済効果も約1,700万円にのぼっています。
島田市で撮影された作品（一部）

「いつまた、君と〜何日君再
画 「海賊とよばれた男」、
来〜」、
「バンクーバーの朝日」、
「銀魂」、
「超高速！
参勤交代」等
「永遠のゼロ」、
「ロング・グッド
ド ラ マ 「とと姉ちゃん」、
バイ」、
「ＬＥＡＤＥＲＳ」、
「梅ちゃん先生」等
映

「いつまた、君と〜何日君再来〜」撮影風景

エキストラ・ロケ応援スタッフ募集中！

撮影の際は、大勢のエキストラやロケ応
援スタッフが必要となりますので、ご協力
いただける方を募集します。
登録方法・詳細についてはホームページをご覧
ください。

【青年部】
（会員数：119人）

マル経資金のご案内（小規模事業者経営改善資金融資制度）

島田商工会議所青年部（島田ＹＥＧ）は、地域の若手経営者や経営幹部等１１９人が、地域経済の活性化･自己
研鑽･会員相互の連携を目的に活動しています。

マル経資金とは、島田商工会議所が日本政策金融公庫に推薦し、「無担保」「無保証人」「低金利」でご利用
いただける制度です。信用保証協会の保証も必要ありません。

数ある活動のうち、“未来創造プロジェクト”「みらぷろ」は、年に数回、高校へ出向いての職業講話、座談会を
開催。就職活動解禁直前には、就職を希望する地元高校生を対象とした模擬面接を行っています。また９歳以下

※従業員が20人以下（小売・卸売・サービス業は5人以下、サービス業のうち娯楽業・宿泊業は20人以下）で、最近１年以上事業を営んでい
る方が対象となります。

の小学生を対象としたフットサル大会の開催も行っており、こうした活動を通じて、メンバー自身のスキルアップ

資金の用途

と共に、地元で活躍する若者の育成を目指します。

運転資金

本年度は、事業が始まる前にメンバー同士握手をして、笑顔で挨拶をする取り組みをしています。これによっ
て、親近感が生まれ、和やかな雰囲気の中で事業を行うことができ、ますます地域に貢献ができるよう日々活動
しています。

設備資金

融資限度額

2,000万円

利率（平成30年11月1日現在）

返済期間

1.11%

７年以内据置 １年以内

1,500万円を超える推薦には事業計画
書の提出等一定の要件があります。

貸付時の金利で固定

10年以内据置 2年以内

【ご利用者様の声】Haircut100 代表 芹澤幸祐 様（理容業）

新しくなった自動洗髪機

第 30 回通常会員総会にて

【女性部】
（会員数：30人）

新店舗の建築を機に父から家業を引き継ぎ、もうすぐ６年になります。この新店舗の建築の
時も今回同様にマル経融資を利用させていただきました。商工会議所様には父の代から税務
申告の相談等で大変お世話になっており、時には厳しい指摘もありますが、当店の経営状況
を理解している職員さんから借りる側と同じ目線のアドバイスは非常に参考になります。
当店は家族営業で人手も限られることから、パソコン導入によるホームページの開設やネッ
ト予約の立ち上げは新規客の獲得につながっていて、これもマル経融資のおかげです。今回は
古くなった自動洗髪機を更新するにあたり、人手不足と働き方改革等のお話をし、融資をして
いただきました。設備導入をお考えの事業者さんにはおすすめの融資制度です。

【会員様だけの特典も】
◎金利の一部を補助いたします！（期間限定：平成３１年３月３１日まで）マル経資金ご利用の
会員事業所には、島田商工会議所が当初1年に限り0.5％の利子補給を行います。

「模擬面接」の風景

日商簿記（企業が求める資格、第１位！）

平成30年に創立20周年を迎えました。

島田商工会議所女性部は平成１０年に創立、本年度２０周年を迎えました。
会員数は３０人と県内女性部の中では比較的小規模ですが、まとまりがよく和気あいあいと笑顔一杯。全員参
加の運営を念頭に、一人一人が知恵を出し合い、ボランティア活動、視察研修、懇親会等いずれも賑やかに楽しく
活動しています。

簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営
成績と財政状況を明らかにする技能です。企業の活動
を適切、かつ正確に情報公開すると共に、経営管理能力
を身につけるために、簿記は必須の知識です。

年１回発行の女性部広報誌『結いだより』には、“女性部の活動を通し、会員相互または次世代との絆を結ん
で、益々女性部を発展させ結束を強めていこう”という思いが込められています。２０周年という節目を新たなス
タートとして、今後も自己研鑽に励むと共に、一致団結の精神で地域に貢献する活動に力を合わせて参ります。
平成31年２月２４日㈰ ２・３級 施行
申込期間（窓口） １２月１７日㈪〜１月２４日㈭
受験料 ２級：４，６３０円 ３級：２，８００円

入会のおすすめ

簿記は新しい世界で
成功するための武器
公認会計士

元阪神タイガース

奥村 武博さん

簿記は、決して経理担当者だけが
使うものではなく、勤務先の業種や
職種に関係なく必要なスキルです。
プロのスポーツ選手は、競技に打
ち込んできた分、引退後、経済のことを知らないまま別
の仕事に就いて失敗することがありますが、簿記を学べ
ば、新しい世界で成功するための武器になります。

入会キャンペーン実施中

島田商工会議所職員募集のお知らせ

商工会議所は、地域の企業が協力し合い、地域経済の基盤づくりと企業経営のしやすい環境づくりを推進す
る総合経済団体です。一人ではできないことも地域のパワーを結集することで実現していきます。島田商工会
議所の会員になって、一緒に島田市を盛り上げていきましょう！
島田商工会議所にご入会いただける方は、地区内で引き続き６か月以上営業所・事務所・工場等を有する
商工業者・会社・協同組合その他経済団体等です。
●お問い合わせ 島田商工会議所
資格のない方でも当商工会議所の趣旨に賛同していた
〒427-0029 静岡県島田市日之出町4-1
だける方は特別会員になることができます。

島田商工会議所では、平成 31 年 4 月 1 日採用の正規職員を募集しています。

■年会費

創立２０周年記念式典・祝賀会

ボランティア活動の様子
お手玉を手作りし、
近隣の介護施設へプレゼント

「地域包括ケアシステム」についての
公開セミナーを開催

受験資格・申込期間・必要書類等は、ホームページでご確認ください。
問い合わせ・ホームページはこちら

☞

個人 6,000 円〜

法人 12,000 円〜

※2019年4月1日より個人8,000円〜 法人14,000円〜となります。
※年会費は会費規約で定められており、事業所の規模によって異なります。

TEL 0547-37-7155 FAX 0547-37-5250
URL http://www.shimada-cci.or.jp
島田商工会議所

検索

