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・駿府城を愛する会視察会(川越城本丸御殿・喜多院・まつり会館)
・清水まちゼミ
「得する街のゼミナール」(〜11/16 清水区商店街)
・マル経資金説明相談会(静・清) ・静岡県信用保証協会経営相談会(静)
水 ・デザイン相談会(静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター)
・中部横断自動車道建設現場視察会(樽峠トンネル・山梨県立リニア見学センター)
・清水エスパルスVS京都サンガF.C(アイスタ)
木
・大道芸バザール(〜11/6 紺屋町名店街)
・秋の芸妓の踊り鑑賞会(開花亭) ・第8回静岡経営塾公開講座(清)
金
・小規模事業者持続化補助金制度説明会(静)
火

※「Sing」は、静岡のS、
清水のS、商工会議所のSに、現在進行形ingを組み合わせ、
新しい商工会議所が前進し、明るい歌が響く未来をイメージしたタイ
トルです。

会頭就任あいさつ

企業・地域・基盤づくり＋人づくり
静岡商工会議所 会頭 酒井公夫氏

土
日
月 ・七日市(入江商店会)

新役員・議員の顔ぶれ

・年末融資相談会(〜11/11 静・清)

火 ・小規模事業者持続化補助金制度説明会(清)

特集：生活関連サービス部会

・IT・情報化相談会(静) ・情報化・創業支援相談会(清)
・新産業開発機構 コトづくり研究会(清)
・法律相談会(静) ・聖一国師顕彰会 設立総会・第1回総会(中島屋)
木
・消費税軽減税率セミナー「ブラックボードPOPを書いてみよう！」(ホテルクエスト清水)
・税務相談会(静) ・小規模事業者持続化補助金制度説明会(静)
金
・秋の芸妓の踊り鑑賞会(浮月楼) ・小売商業部会会員サロン(静)
・第11回静岡おまちバル(中心市街地)
土
・清水エスパルスVSファジアーノ岡山(アイスタ)
水

街を活性化する元気人たち
新しい農業モデルで地域を元気に 西村やす子さん
サブカルチャービジネスと若者で活気 杉山綱重さん

日 ・第4回ビジネスマネジャー検定試験
写真で見る静岡商工会議所の動き

わが社自慢の商品・サービス

9月の商工会議所事業

静岡商工会議所ショッピングストリート
in産業フェアしずおか2016、他

わたしの商工会議所活用法

しごとなでしこ

吉川恵理子さん

創業者育成室の活用

静岡の未来

海野晋矢さん

誌上経営相談

特許出願の審査手続の流れ

・小規模事業者持続化補助金制度説明会(静) ・情報化支援セミナー(清)
金 ・2017トレンドセミナー「最新トレンド情報の把握と分析」(清)
・労務相談会(静) ・クリスマスイルミネーション点灯式(〜2/15 葵スクエア)
・七間町青空市(七間町名店街) ・第9回清水みなと屋台まつり(〜11/20 清水駅東口広場)
土
・第4回富士山コスプレ世界大会(〜11/20 清水駅前銀座商店街)

市川徳二さん

金子翔太選手
㈱鐘庵

しずおか味な店

Los Angeles

・税務相談会(清) ・法律相談会(清) ・小規模事業者持続化補助金制度説明会(清)
・東南アジア産業経済事情視察会(〜11/20 マレーシア・ブルネイ・シンガポール)
・マル経資金説明相談会(静・清) ・許認可・著作権相談会(清) ・新入会員の日(静・清)
水 ・健康相談(静) ・司法書士相談会(静) ・中小企業会計啓発・普及セミナー(清)
・一日公庫(清) ・デザイン相談会(静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター)
火

木 ・第10回静岡経営塾公開講座(清)

東京からこんにちは
静岡おでんガッツ 代表

オーレ！エスパルス！

月 ・許認可・著作権相談会(静)

羅府

日 ・簿記検定試験

・許認可・著作権相談会(静) ・情報化支援セミナー(〜11/22 清)
・消費税軽減税率対策セミナー「ラッピングセミナー」(静岡第一ホテル)
・発明・特許相談会(静) ・小規模事業者持続化補助金制度説明会(清)
火 ・第6回女性経営者によるシンポジウム＆ふれあい交流会(静)
・2017トレンドセミナー「インターネットを活用したウェブマーケティングの基礎」(清)
月

水

表紙／しずおか昔ばなし⑧薄墨の笛
京で千本の太刀を奪おうと悲願を立てた弁慶
は、道行く帯刀の武者と決闘して９９９本を集め
た。あと１本というところで、五条大橋で笛を吹き
つつ通りすがる牛若丸の腰に佩びた見事な太刀
に目を止めて挑みかかるが、欄干を飛び交う身軽
な牛若丸にかなわず、弁慶は牛若丸（源義経）の
家来となった、と伝えられています。
鉄舟寺の前身「久能寺」は、武田信玄が久能城
を築くまで久能山にあり、平安時代は特に繁栄し
ました。
「久能寺縁起」
（1342）には「源九郎判
官義経為 末代重寶 薄墨 言 笛有 御寄進」と
の記述があり、家康公の後に駿河の大名となっ
た中村一氏が文禄４年（1595）、笛を補修したと
いう添 状も残され て います 。笛は 昭 和 5 2 年
（1977）、静岡市指定文化財に登録されました。
造形：たたらなおきさん
写真：榊原幸弘さん ㈲サイズ 代表取締役

静岡の経済指標

木

・特許相談会(清) ・法律相談会(静) ・優良従業員表彰式・記念講演会(静)
・情報化相談会(清) ・異業種交流会11月定例会・会員サロン(清)

金 ・税務相談会(静)

・小規模事業者持続化補助金制度説明会(静)

・鷹の市＆駿府市(鷹匠１丁目・駿府町商店街)
土 ・静岡商工会議所ショッピングストリート(〜11/27 ツインメッセ静岡)
・海のみらい静岡友の会共催海洋教育フォーラム「駿河湾のふか〜い話」(江崎ホール)
・福祉住環境コーディネーター検定試験 ・銀ぶらマルシェ(清水駅前銀座商店街)
日
・静岡・清水地域中心商店街通行量・来街者調査(中心商店街)
月

・メンタルヘルスセミナー(静) ・小規模事業者持続化補助金制度説明会(清)
・2017トレンドセミナー「新商品・サービスの開発とポイント」(清)
・マル経資金説明相談会(静・清) ・清水港再発見ツアー(清水日の出地区)
水
・消費税軽減対策セミナー「消費者を惹きつける！すぐに役立つ売り場づくりのテクニック」(第一ホテル)
火

※（静）は静岡事務所、
（ 清）は清水事務所での開催

２０１６年１０月

静岡のマーケットの動きを把握するため参考になる数字を紹介します
静岡市人口
（葵区）
１０月

２５２,３１８人

前年同月比 −１,３５９人

静岡市世帯数
（葵区）
１０月

１０２,３３９世帯 前年同月比

＋７９８世帯

静岡市人口
（駿河区）
１０月

２１２,３１０人

前年同月比

−１８０人

静岡市世帯数
（駿河区）
１０月

９１,４８９世帯 前年同月比

＋９５６世帯

静岡市人口
（清水区）
１０月

２３７,４２４人

前年同月比 −１,６４７人

静岡市世帯数
（清水区）
１０月

９４,０６３世帯 前年同月比

＋４８２世帯

静岡市人口
（合計）
１０月

７０２,０５２人

前年同月比 −３,１８６人

静岡市世帯数
（合計）
１０月

２８７,８９１世帯 前年同月比 ＋２,２３６世帯

静岡県百貨店販売額８月

５４．
５５億円

前年同月比 −２．
８２億円

静岡県スーパー販売額８月

２８４．
７６憶円

静岡県乗用車
（新車）
登録台数９月 ８,３０９台

前年同月比 ＋２０７台

静岡県貨物車
（新車）
登録台数９月 １,０１２台

前年同月比 −３８台

静岡県新設住宅着工戸数８月

２,４０５戸

前年同月比 ＋３００戸

静岡県公共工事請負金額９月

５０３億円

前年同月比 ＋１６３億円

清水港輸出総額８月

１,３３２億円

前年同月比 −１０７億円

清水港輸入総額８月

７１３億円

前年同月比 −２９億円

前年同月比 ＋１,００１人

ハローワーク清水 新規求人数８月 １,５５９人

前年同月比 ＋２０１人

ハローワーク静岡 新規求人数８月 ５,１９８人

前年同月比 −７．
４４億円

出典：人口＝静岡市、百貨店・スーパー販売額＝関東経済産業局、登録台数＝日本自動車販売協会連合会、住宅着工戸数＝静岡県、公共工事請負金額＝東日本建設業保証㈱、清水港貿易＝名古屋税関、求人数＝静岡労働局

