
焼津商工会議所ってどんなところ？
焼津商工会議所は、昭和26年9月に設立さ
れました。商工会議所の生みの親である
渋沢栄一の「企業と社会を結ぶ」という精神
を原点に、地域事業所のサポーターとして市
内商工業の振興発展に努めると共に、地域の
商工業者の代表として行政をはじめ関係諸団
体への働きかけを行っています。
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焼津中小企業相談所

９月22日（水）午前10時～
※9月30日までの間で事業所独自で行う同訓練も参加対象と
　なりますので事前登録をお願いします（実施報告は不要です）。

それぞれの職場、学校、自宅など

３つの安全確保行動（１分間）の実施
※可能な方は、安全確保行動の後に、避難、安否
　確認、情報収集などの訓練もお願いします。

1分間の市内一斉行動訓練

焼津市シェイクアウト訓練焼津市シェイクアウト訓練
9/229/22

～ 自分の命は自分で守る　大地震発生時の安全確保行動 ～
この訓練は、事業所の大小に関わらず大地震発生時に“まず行わなければならないこと”を身につけるものです。

たった1分間、会社存続の貴重な1分間です。是非ご参加ください！

　シェイクアウト訓練とは、地震発生時に、慌てず、揺れが収
まるまで机の下に入るなど、自分の身を守る安全確保行動（「ま
ず低く、頭を守り、動かない」）の訓練です。
　従来の防災訓練と異なり、一つの会場に集まり、実施するも
のではなく、それぞれの職場、学校、自宅などで行うものです。
　この訓練では、防災意識を高めていただくとともに、参加者の
人数を把握するため、事前の参加者登録をお願いしています。
　９月30日まで市ホームページ、FAX等で登録を受け付けます。
登録方法等は広報やいづでお知らせします。
訓練に関するお問い合わせは、
焼津市地域防災課（☎054-623-2554）までお願いします。 事前登録受付中！！

日　時

場　所

内　容
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第5回 事業主、経営者 様

日頃、防災訓練は
やっていますか？

（事前予約制：会員無料） ※当所非会員は有料相談となります定期個別相談会

経営相談体制強化事業

9月
10月法　律

相談項目 日にち 時　　間 専門家名

10日
8日
（金）
（金）

9月
10月

17日
15日
（金）
（金）

13：30～15：30 弁護士

弁理士

東京海上日動火災保険㈱

9月
10月金　融

事業継承

14日
12日
（火）
（火）

13：00～16：00
10：00～16：00

13：00～16：00
9月
11月

15日
17日
（水）
（水）

8月
9月
10月

24日
28日
26日

（火）
（火）
（火）

13：30～15：30特許・商標

9：00～16：00

※

※

BCP
（事業継続計画）

日本政策金融公庫　静岡支店　
国民生活事業

静岡県事業承継・
　　　　引継ぎ支援センター

8月
9月
9月
9月
9月

新型コロナウイルス
感染症対策のための
補助金等に関する
申請支援、アドバイス等

相談項目 日にち 時　　間 専門家名

24日
3日
8日
21日
22日

（火）
（金）
（水）
（火）
（水）

中小企業診断士10：00～12：00
13：00～15：00

（事前予約制）

次回試験のご案内

企業を見る目が変わる！

第159回  日商簿記検定試験  （1～ 3級）

試 験 日

受付期間

11月 21日（日）

インターネット：   9月 28日（火）～10月 24日（日）
窓　　　　　口：10月   5日（火）～10月 25日（月）

●本年度から試験時間が大幅に短縮されました
3 級 60分（昨年度120分）　2級 90分（昨年度120分）

ご自宅で受験できるWEB試験が始まっています！
自己啓発や人財育成に！是非ご活用ください。

・・・・

福祉住環境コーディネーター

eco 検定

ビジネスマネージャー検定

ビジネス実務法務検定

カラーコーディネーター検定

BATIC（国際会計）

建設、福祉、医療業界で活用されています～

ビジネスと環境の両立を目指す知識を得られます～

管理職が身につけておくべきマネジメントの知識を体系的に学べます～

ビジネスに必要不可欠な法律知識を効率的に学べます～

色の持つ効果をビジネスシーンで活かすことができます～

グローバルな国際会計スキルを学べます～
東商HP

▲詳細はコチラ

水
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残暑お見舞い
申し上げます

地域に根差した
身近な相談場所
焼津商工会議所

一緒になって元気になっていきましょ！
ご商売を始めたら
商工会議所メンバーズになろう

アクサ生命は商工会議所と協力して健康経営を推進しています。

健康経営は、アクサ生命がサポートします！

お問合せ先 ☎

～さらなる企業の発展のために～～さらなる企業の発展のために～～さらなる企業の発展のために～

健康経営に取り組みませんか？健康経営に取り組みませんか？健康経営に取り組みませんか？

健康経営優良法人認定の
申請までサポート

AXA-A2-2004-0145/847 2020.04.17

藤枝営業所 054-644-7835
※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

担当：会員サービス課

　焼津商工会議所　焼津市水産業クラスター協議会では、令和４年度第14回焼津水産ブランド認定審
査会へ一般審査員として審査していただける方を大募集いたします。
　今年は新型コロナウイルス感染症拡大により、審査していただく商品、書類等を審査員になられた方
にお届けしますので、ご自宅等で安心して審査していただけます。多数のご応募、お待ちしております。

令和 4 年度　第14回 焼津水産ブランド認定審査会 

　焼津商工会議所　焼津市水産業クラスター協議会では、令和４年度第14回焼津水産ブランド認定審

一般審査員　30名大募集一般審査員　30名大募集

令和4年度　焼津水産ブランド

新規ブランド申請応募受付開始 令和3年4月から
2年間認定されました。

　現在ブランド認定商品は 63 商品となりました。自慢の水産加工品をブランド登
録しませんか。申請は無料で、認定された場合は登録料（1万円 /2 年間）が必要
になります。今回の募集も昨年同様、常温保存品に限定いたしました。多数のご応募、
お待ちしています。

【目的】焼津市の商業振興、水産資源
の利活用などを通じて焼津をブランド
化することを目的とする
【対象企業】焼津市で本社・工場等の
拠点をもつ個人 /法人
【募集条件】①焼津市内で製造又は栽
培された水産関連商品　②自社製造
商品で市販されている水産関連商品※
常温保存商品のみの申請受付です
【認定条件】専門審査員・一般審査員
の評価をもとに翌年 2 月（予定）に認
定承認します
【費用】応募申請は無料（ただし、認
定後に登録料として1万円（2年間）が
かかります）

募集人数 30名
※応募者が30名を超えた場合には抽選となります。

審査概要 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、皆様に集まっ
ていただいての審査会は開催いたしません。審査してい
ただく商品を一般審査員の皆様にお届けしますので、ご
自宅等で安心して審査していただけます。（12月初旬ごろ）

年　齢 満18歳以上（高校生不可）

申込方法 郵便、ファクスの場合は、下記必要事項（①～⑥）を記入
の上お申し込みください。電話でお申し込みの場合は、
下記必要事項をお伝えください。
電話受付時間 9：00～16：３0 ※土曜・日曜・祝日は受け付けておりません。
必要事項 ①氏名 ②郵便番号と住所 ③年齢 ④性別

⑤職業 ⑥電話番号（携帯可）

応募締切 令和３年10月29日（金）必着

お　礼 焼津水産ブランド認定商品セット5,000円相当（送料別）
をお送りします。

お問合先 焼津商工会議所　焼津水産ブランド審査員募集係
TEL ０５４－６２８－６２５１　FAX ０５４－６２８－６３００

条　件 ・おかずに魚料理があればご満悦で、公平な審査をして
  いただける方。
・水産加工業を経営されている方、またはお勤めの方、
  そのご家族の方はご遠慮ください。

【主催】焼津商工会議所　焼津市水産業クラスター協議会

【応募期間】
令和3年 9月1日～ 10月29日

【応募方法】電話にて問合せ後、後日
担当者が説明に伺います

【主催】焼津商工会議所
焼津市水産業クラスター協議会

【応募・お問合せ】
　　焼津商工会議所
　　焼津市水産業クラスター協議会

担当／山竹
TEL 628-6251
FAX 628-6300

株式会社いちまる
カツオ荒ほぐしこめ油漬
マグロ荒ほぐし綿実油漬
【お問合せ】
㈱いちまる食品事業本部
焼津市浜当目1-3-23
電話 628-4115

株式会社カネヨシ水産
鰻のバラ肉とバジルソース
【お問合せ】㈱カネヨシ水産
焼津市田尻1846-7
電話 624-2001

株式会社カネシンＪＫＳ
鮪しっとり生姜煮
【お問合せ】㈱カネシンJKS
焼津市浜当目963-1
電話 628-8313

【お問合せ】上と同じ

株式会社カネシンＪＫＳ
スモークdeサラダ マグロプレーン
スモークdeサラダ マグロオリーブ
スモークdeサラダ カツオプレーン
スモークdeサラダ カツオオリーブ

新規申請

受付開始
開催予告
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