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長泉ブランド認定品 令和 4 年度上半期のできごと長泉ブランド認定品 令和 4 年度上半期のできごと

　4月2日（土）に駿河平自然公園で「さくらフェスタ」、4
月10日（日）にアスルクラロ沼津のホームゲームで「長泉町
サンクスサポートデー」が開催され、長泉ブランド認定品の
展示・販売が行われました。
　また、4月16日（土）、納米里駅をスタートし長泉町内を
巡る、「さわやかウォーキング」が行われ、ゴールの下土狩駅
前広場で長泉ブランドマルシェを開催しました。

春のイベントに出店

　8月末、町内在住の喜寿・米寿・卒寿・白寿および100
歳以上の方に、町からの「敬老祝品」として長泉ブランド認
定品の詰め合わせが送られました。梱包・発送作業につい
ては商工会女性部と青年部が行いました。

町の『敬老祝品』として贈呈

　長泉未来人と連携をして長泉ブランド認定品のショート
PR動画の作成を行いました。
　8月21日と9月4日の2日に分けておこなわれ、長泉ブ
ランド認定事業者8社と学生約60人が参加しました。学
生の視点からブランド認定品の魅力を発信する動画をス
マートフォンなどで作成しました。
※�長泉未来人とは、長泉町の新幹線通学補助金を利用して
大学や専門学校に通う学生

『長泉未来人と創る！長泉ブランド
認定品ショート動画実践講座』を
開催
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インボイス制度・電子帳簿保存法セミナー開催
　9月2日（金）に青年部が中心となり、アルパーコンサル
ティング株式会社代表取締役の古川忠彦先生を講師にお迎
えして「まだよくわからないという小規模事業者のための
消費税インボイス制度・電子帳簿保存法対策セミナー」を
開催しました。
　約40の事業所が参加し、来年に控えたインボイス制度及
び電子帳簿保存法改正に対して、具体的に何をどのように
対応すべきなのかを学びました。
　参加者からは「インボイスという言葉は耳にしたことが
あるが、実際に何をすべきかよくわからなかった」「早速、明日から取り掛かります」などの声があ
がり、制度に関して理解が深まる機会となりました。

　5月20日（金）コミュニティながいずみにて第63回長泉町商工
会通常総会が開催されました。議長は株式会社カトウニーズの
加藤正幸氏が務め、円滑な議事進行のもと第1号議案から第6号
議案まで原案通り承認されました。役員辞任に伴う役員の補欠
選任では、株式会社YUZUKAの永田平正昭氏が新役員に就任され
ました。
　また、役員功労表彰として「全国商工会連合会長表彰」に有限会
社鈴木機械の鈴木義明氏、多田商店の多田昌司氏、かじやま化粧
品店の梶山浩美氏、「静岡県商工会連合会長表彰」に有限会社東部
照明の関和眞氏、有限会社吉川石材の吉川芳正氏、キタ工業株式
会社の北出秀司氏の計6名が表彰されました。
　尚、例年総会終了後に行われていた情報交換会については、新
型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止となりました。

令和４年度通常総会開催

デジタル化支援セミナー開催
　8月18日（木）・8月25日（木）・9月1日（木）・9月
22日（木）の4日間、長泉町文化センターベルフォーレ
にてDXの取組みの第一歩を踏み出すためのデジタル
化支援セミナーを開催しました。
　セミナー前半ではIT活用の基礎知識や事例紹介、イ
ンターネットを活用した販売促進の紹介等が行われ、
IT活用についての理解を深めました。セミナー後半で
は、中小機構の自社の課題を見える化するWEBサイト
『IT戦略ナビ』を使って参加者それぞれが経営課題や業
務課題を整理し、その課題解決のためにITをどのように活用していくか戦略を組み立てる演習を
行いました。また、第3・4回目の講義終了後には希望者を対象に個別相談を実施しました。
　参加者からは、「自社の課題を具体的に抽出し、ＤＸの取組を検討していきたい」「必要なアプリ
やソフトをどのように検索したらいいか、演習を行い事例紹介なども確認できたことから、社内の
実務者や従業員にも提案や共有がしやすくなった」といった声がありました。
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記載内容
①代表者名　②所在地
③電話番号　④ＰＲ会員紹介

親子療育塾“風”

①白砂　幸子
②長泉町納米里513-9
　（ウェルピア長泉東側）
③055-986-3738 
　090-3445-5651
④ 《障害のあるお子さんを育てているママ・パパ

を応援します》私は療育手帳所持の子供を育て
てきた母親です。自宅を改装し環境を整え親子
療育塾を開業しました。個々の学習スタイルに
合わせて学び「なぜできないんだろう ?」を「な
るほど !」意識して学習すると生活が楽しくな
ります。将来の見通しを持って今できる事から
一緒に挑戦しましょう !

煮干しらーめん麺匠萩原

①萩原　仁
②長泉町下土狩1194-73 水口マンション 105
③055-955-5818
④ 昨年11 月に協和キリン向かいにオープンしま

した煮干しらーめん店です。静岡県東部では珍
しい動物系スープをベースに大量の煮干しを合
わせたガツンとくる濃厚煮干しらーめんをメ
インとした２種類の煮干し
ラーメンと幅広い年齢のお
客様に好まれる優しい醤油
らーめんなどご用意してい
ますので、ぜひ一度ご賞味
ください。

㈱ TS イノベーション　MEN’S 美容 次郎

①神谷　瑞穂
②長泉町南一色88-21
③090-4363-9562
④ 思い出はつまっているけれど、処分に困ってい

る…。そんな空き家にまだまだ活躍してもらう
べく、再生して大切に使わせていただきます。
ある程度の広さの部屋が必要だ
けれど、安く借りたい方、お部
屋を借りにくい方（例えばシン
グルマザーの方、高齢者、障害
のある方、外国籍の方など）に、
広さと安さを提供できる戸建賃
貸を目指して行きます。

歌謡スポットゆき

①我妻　ゆき子
　芸名　五条　夕子（クラウンレコード）
②三島市南本町1-10
③055-976-9666
④ 五条夕子（クラウンレコード）の芸名で歌手活

動をしている代表が営む、三島市にあるカラオ
ケ喫茶・スナックです。

・営業時間　AM10時～PM5時30分
　　　　　　PM6時～PM10時
　　　　　　（予約制）
・昼にはランチ有り
・他にも、メニュー有り。
　ぜひご来店ください。

My Favorites

①渡邉　由加
②長泉町竹原299-12
③070-8330-0728
④ 竹原グランドの向かいでテ

イクアウトのピザの店を開
いています。北海道産の小
麦を使い全粒粉入のピザを
注文を受けてから焼きたて
を提供しています。こだわり過ぎずなるべく体
に良い物を提供するよう心がけています。他に
も戸田塩のおむすび、生野菜、野菜スープ、自
家製梅ジュース、コーヒー等あります。ぜひ一
度御来店ください。

耕（たか）み㈱

①佐藤　嵩将
②本店　三島市谷田168-1
　エトワール K305
　店舗　清水町柿田211-8
　柿田アパート 1A
③代表090-8184-0008　店舗055-957-3326
④ 弊社は県東部を中心に、築古戸建等をリフォー

ムし、安価にて貸家を提供しております。築古
戸建ての売買を得意とする仲介様や、リフォー
ムに携わる個人・法人様と連携し、この町を盛
り上げていきます。また清水町にて、男性脱毛
サロン「MEN’S 美容次郎」も運営しております。
男性スタッフのみですので、どうぞお気軽に！
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〒 411-0943　駿東郡長泉町下土狩 973-38
TEL　055-986-0685
FAX　055-986-3092
https://japan.nagaizumi-sci.org/
E-mail　sci@nagaizumi-sci.org

開館時間
8:30 ～17:15

長泉町商工会

令和４年度優良従業員表彰

静岡県商工会連合会表彰
事  業  所  名 氏          名 勤続年数
深澤電工㈱ 笠 原　 孝 志 20

全国商工会連合会表彰
事  業  所  名 氏          名 勤続年数
㈱芹澤工業 北　本　昭　廣 49
㈱芹澤工業 加　藤　建　一 40
㈱芹澤工業 佐　野　忠　幸 38
㈱芹澤工業 梅　原　　　広 38

特種東海製紙㈱ 井　出　　　実 35
特種東海製紙㈱ 仲　田　真　一 35
特種東海製紙㈱ 福　本　　　強 35
特種東海製紙㈱ 濱　松　満　雄 35

深澤電工㈱ 鈴　木　佳　明 30
㈲横山精肉店 山　田　孝　子 30

長泉町商工会表彰
事  業  所  名 氏          名 勤続年数
深澤電工㈱ 濱 田　 幸 次 10
深澤電工㈱ 西 本　 真 司 10
三島殖産㈱ 東 　 　  司 10
三島殖産㈱ 小 坂　 和 子 10
三島殖産㈱ 新 津　 晴 美 10
三島殖産㈱ 根 上　 秀 子 10

※敬称略

新 せ知任 らの お

　このたび事務局長を拝命いたしました小澤と申します。
　私は、商工会の業務を担当するのは初めてですが、県職員として 37 年間
勤務した中での最後の５年間が「がんセンター」であったため、長泉町とは
強いご縁を感じております。
　早く会員の皆様のお役に立てるよう精一杯努めてまいりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

小澤　和弘

新任

キャッシュレス決済個別相談会　開催中
　長泉町商工会では、町内事業者のキャッシュレス決済導入支
援として、個別相談会を10月より実施しております。
　QRコード決済って最近よく聞くけどなに？　導入のメリッ
ト・デメリットとは？どうやって導入したらよいか、などな
ど、お気軽にご相談ください。


