
沼津インターぐるめ街道振興会の歩み

沼津インターぐるめ街道振興会事務局制作

平成22年4月1日　～



平平成22年4月1日　～　平成23年3月31日

平成22年4月
●振興会ホームページ　内容更新。
　（ホームページの更新は毎月1日に必ず実施、その他掲載情報がある場合は随時更新）
●定例会（ぐるめ街道を語る会）
　NPOサプライズとの協働活動について、ボランティア清掃年間予定の決定
　第39回（2010年11月18日）、第40回（2011年3月10日）の2回実施。
　キンカン植樹　増殖について
　沼津プロレス（3月21日大会）でのぐるめ街道振興会PR活動報告
　門池まつり参加と沼津プロレス・サプライズとのコラボについて
　各店の魅力創出のため（新商品・メニュー）の「ぐるめ街道大商談会」実施に向けての
　準備について、you tubeを利用した動画による加盟店紹介について
　ぐるめ街道振興会パンフレット設置先のHPによる紹介について
●県土木事務所に対策のお願い
　ぐるめ街道下り線モニュメント前から南一色交差点までの区間に二輪車転倒の原因となる
　損傷ヶ所が4～5カ所あることを連絡、穴埋め対策をお願い。
●街道沿線事業所に伊豆の国市どろんこフェスティバルポスター、パンフレット配布。
●街道沿線事業所にボランティア清掃（第39回、40回）年間案内配布。
●街道沿線事業所にNPOサプライズ「携帯電話で出来る100万人の清掃活動」の案内配布
　及び個人々による　環境美化への取り組みの呼びかけ協力。
●ぐるめ街道振興会主催「ぐるめ大笑談会＆交流会」の開催日時（2010年6月3日）の決定
　及び運営内容・運営方法等について会場（黄金麦酒館）にて調査。
●ぐるめ街道振興会第24回定時総会案内配布
●各加盟店の就労人数調査
　（4月21日現在　加盟店31に1221人就労中　※パートアルバイト含む）
●渡辺周議員に沼津インター料金所出口案内看板表記につて国土交通省・NEXCOとの折衝
　について、ぐるめ街道振興会からの要望と過去から現在に至る経緯を説明。表記問題につ
　いて意見交換及び修正への働きかけを要望。
●6月3日「沼津ぐるめ街道大笑談会＆交流会」申込み受付について協議。
●沼津インター料金所出口案内看板表記につてのアンケート調査実施について協議。
●ぐるめ街道振興会HPにて沼津インター料金所出口案内看板についてのアンケート調査開始。
●ぐるめ街道振興会HPにて「沼津ぐるめ街道大笑談会＆交流会」の案内及び申込みフォーム
　公開、インターネットからの受付開始。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。

平成22年5月
●振興会ホームページ　内容更新。
●「笑談会＆交流会」の外部用案内・参加申込書を役員に配布、参加者募集呼びかけを指示。
●定例会（ぐるめ街道を語る会）
　振興会パンフ配布先をHPにて専用ページを作成の上公開及び各所へのお知らせ方法確認
　沼津インター出口料金所案内看板についてのアンケート調査実施について
　ぐるめ街道振興会主催　第一回　商談会＆交流会について
　ぐるめ街道振興会HPにて申込み受付報告
　「ぐるめ街道大商談会」実施に向け、各店の魅力創出のため（新商品・メニュー）の提案
　（秋のぐるめ街道旨いもの博に向けての布石となるような運営検討）
●第24回定時総会
　平成21年度事業報告、収支決算書、会計監査報告、平成21年度事業計画（案）、
　収支予算書（案）、　監事１名選任の件
　ぐるめ街道沿線のキンカンについて、他団体との協力関係について、インターネット利用に
　よる効果とホームページ運営について、沼津の活気を取り戻すきっかけ作りをぐるめ街道か
　ら、加盟店内相互利用の推進について（ごきげんカードなど）
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●「笑談会＆交流会」の案内を関係各所に配布及び参加のお誘い。
●ホテル沼津キャッスル様からのお申し出によりパンフレット100枚持参、「笑談会＆交流
　会」のご案内配布。
●門池連合自治会様のにぎわい委員会へ参加、門池まつりの説明を受けた後、振興会活動と
　「6/3笑談会＆交流会」のご案内をさせて頂く。
●「人脈は宝」異業種交流会を視察。
●沼津インター出口案内表示についての会合
　出席：国土交通省沼津河川事務所　3名、沼津市観光課　2名
　　　　ぐるめ街道振興会　4名（渡辺、森川、上野、佐々木）
●沼津市役所環境課　ぐるめ街道沿い異臭について報告および今後の対応について相談。
●全加盟店に「笑談会＆交流会」申込みの回収および商談会時間内の販売許可のお知らせ。
●「笑談会＆交流会」案内をぐるめ街道沿い非加盟事業所に配布。
●「笑談会＆交流会」会場にてブース位置の決定およびテーブル配置の決定。スタッフ配置、
　会場の装飾など当日の運営について検討。
●加盟全店にぐるめ街道のぼり旗の店頭掲示をお願い。
●「笑談会＆交流会」会場への加盟店PR装飾用のポスター、のぼり旗、パネルなどの提出を
　加盟全店に告知。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。

平成22年6月
●振興会ホームページ　内容更新。
●ぐるめ街道の歩み追加編集
　ホームページ内組織紹介ページ「ぐるめ街道の歩みpdf書類」データ更新。
　ぐるめ街道振興会ホームページ掲載の沼津インターぐるめ街道振興会の歩みを更新
●「笑談会＆交流会」会場の準備、各ブースの設営など。
●「笑談会＆交流会」開催！（2010/6/3）
　参加人数　総勢　約300名、参加企業　約180社、参加ブース　約50ブース
●街道沿いキンカンに特別な肥料を散布。
●沼津プロレス　駿河永悟選手「第21回世界男女ベンチプレスシングルリフト選手権大会」
　世界第2位　銀メダル獲得の祝勝会に出席。
●トコミヌムにキンカンソーダの試作を依頼。
●長泉スーパーホテル様からパンフの希望をいただき100枚届け、今後パンフレット常時設置をお願い。
●沼津朝日・静岡新聞社・ＮＨＫ沼津支社へ先日の取材御礼に訪ね挨拶と今後の展開を告知。
●ぐるめ街道Tシャツ追加製作決定　注文申込書を加盟全店に配布。
●岡宮交番前植え込みの草刈及び雑草処理（45Lゴミ袋9袋）。
●ぐるめ街道Tシャツ注文申込書の回収及び集金。
●フェスタ・コスタ・デル・ゴミIN千本浜に参加（渡辺、森川、瀬戸、山下、長野、佐々木）
●社団法人静岡県観光協会運営の富士山静岡空港観光案内所にパンフレットを送付、継続して
　配布のお願い。
●246号線立体交差～岡宮交番前の草刈、雑草処理、その後キンカン1本を植樹。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。

平成22年7月
●振興会ホームページ　内容更新。
●ぐるめ街道振興会　定例会
　◆フェスタコスタデルゴミイン千本浜参加報告
　（ぐるめ街道振興会より6名参加　渡辺、瀬戸、山下、長野、佐々木）
　◆門池清掃参加報告（ぐるめ街道振興会より5名参加　渡辺、瀬戸、師星、長野、佐々木）
　◆夏祭り早朝清掃について
　◆7/8倫理法人会モーニングセミナー参加について
　◆7/8韮山鳴沢で人脈は宝開催について（10/11うまいもの博　第一告知を予定）
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　◆7/16　NPOサプライズ　伊豆夢　19：00　だるま山レストハウスについて
　◆キンカンビール・サイダー試飲及び意見交換
　◆ツイッター活用について（加盟店耳寄り情報等を流す）
　◆門池まつりについて　協賛について、出し物の決定、段取りの確認など
　◆秋のぐるめ街道旨いもの博に向けての取り組みについて
●加盟全店に門池まつり参加お手伝い案内配布。
●門池まつり打ち上げ花火及び抽選会景品協賛申込書配布。
●門池清掃参加（渡辺、師星、長野、瀬戸、佐々木）
●こ洒落　居酒屋　99℃様　新規加盟（7/5）
●門池まつり打ち上げ花火協賛金集金。
●ホテルインサイド様からご要望いただきぐるめ街道振興会パンフレット100枚設置及び
　今後の継続設置お願い。
●ぐるめ街道Tシャツをご注文加盟店に配布。
●倫理法人会モーニングセミナーに会長が講師として出席。
　テーマ　「沼津の活性化・それぞれが出来ること」
●沼津市役所観光交流課へ静岡教頭会で配布するぐるめ街道振興会パンフレット1,000枚を届ける。
●天城浄蓮の滝　飯倉ジェラート様にぐるめ街道振興会パンフレット500枚配布。
●長泉スーパーホテル様にぐるめ街道振興会パンフレット200枚配布。
●国土交通省沼津河川事務所にて沼津インター出口案内看板についての検討会。
　新案の提案を受け概ね受入で今後に続けることを決定。
●建築会社の内覧会看板が岡一色歩道橋下三カ所に、悪質なので国交省へ通報。HP会長の部屋に記載。
●キンカンに400Lの水まき。しばらくの間、定期的に夕方から実施。
●ホテル沼津キャッスルにぐるめパンフレットを配布。
●ホテルインサイドにぐるめパンフレットを配布。
●塩かつお研究会様と今後の協力体制などについて会合。
●国道246号線から下のぐるめ街道上下線歩道沿いの雑草除去。
●沼津夏祭り早朝清掃に参加。（ぐるめ街道振興会から3名参加　渡辺、森川、佐々木）
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。

平成22年8月
●振興会ホームページ　内容更新。
●3～4日周期でキンカン水まきを実施。
●静岡県土木事務所にアダプトロードプログラム活動報告を提出。
●門池まつり使用資材等の準備。
●門池まつりに参加　模擬店にて串つきフランク　800本（株式会社米久様提供）、つくね串400食
　800本（株式会社米久様半額にて提供）販売。
●ホテルインサイド様とホームページリンク掲載の件について打ち合わせ、相互リンク決定。
●ぐるめ街道振興会　定例会
　◆門池まつり　収支報告、次年度のゴミ処理について（基本ゴミは持ち帰ること　終了後は、
　　最終チェックを門池自治会の人に確認してもらうこと。）
　◆秋のぐるめ街道うまいもの博について
　◆加盟店出店案内・加盟店当日サプライズ商品について　募集書類配布について。
　◆低価格印刷を利用したチラシの作製。
　◆インター出口看板について
　　修正案の説明　左降り口沼津市街、右側伊豆縦貫道　三島、箱根に決定
　　修正時期はお盆明け（国土交通省から連絡あり）
　　表示に関する説明　東名出口から料金所までの区間に数カ所「ぐるめ街道」の表示看板を設置。
　◆スマートインターチェンジについて
●うまいもの博参加及びサプライズ協賛案内を加盟全店に配布。
●有料バナー更新案内配布。新規申し込み案内配布（サワケン様、99℃様）
●沼津城北高校前の静岡県警管理電光掲示板の表示がバグっていることを沼津警察署に連絡、改善のお願い。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。
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平成22年9月
●振興会ホームページ　内容更新。
●全加盟店にうまいもの博ブース申込み及びサプライズ参加用紙の回収。
●ぐるめ街道振興会　定例会
　◆うまいもの博について　出店ブース、シャトルバス、当日配布チラシ、当日の役員役割等。
　◆静岡県観光協会「富士山と食」スタンプラリーキャンペーン参加について。
●うまいもの博実行委員会会議
　ブース出店　参加店の確認、ぐるめ街道振興会各加盟店参加のサプライズ商品（半額祭）の確認。
●スーパーホテル長泉様へパンフレット200枚配布。
●ぐるめ街道振興会各加盟店参加のサプライズ商品（半額祭）変更の確認。
●うまいもの博準備会議
　◆無料シャトルバス・ぐるめ街道巡回バスについて、出店ブースについて。万葉の湯にて
　　会場の各配置について確認と打ち合わせ。
●建物賃貸事業受託会社に案内看板違法設置を警告、撤去確認。
●うまいもの博準備会議
　◆ブース出店者の確認、当日電気使用者のための電力（コンセント等）について場所、
　　数量などの確認。
●うまいもの博用配布チラシ5000枚を事務局に届ける。
●有料バナー代金未納店に確認文書配布。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。

平成22年10月
●振興会ホームページ　内容更新。
●10/1～10/9うまいもの博準備会議。
●ぐるめ街道振興会　定例会
　◆うまいもの博について　加盟店半額祭、シャトルバス、配布チラシ、当日の役員役割等
●うまいもの博会場準備（10/10）
　出店ブース設営、飾りつけ、シャトルバス・巡回バスの確認
●伊豆の丸ごと「うまいもの博」 IN  万葉の湯開催（10/11）
　◆沼津駅北口←→会場、三島駅北口←→会場間シャトルバス運行
●ぐるめ街道振興会「半額祭」開催（10/11）
　◆ぐるめ街道巡回バス運行
●一番亭 経済情勢や諸般の事情により退会。
●うまいもの博協力各所にお礼の挨拶まわり。
●沼津キャッスル様　ぐるめ街道パンフレット300枚配布。
●10月19日静岡県東部ビジネスマッチング商談会2010参加打ち合わせ。
●第一建設株式会社　入会案内配布
●10月19日静岡県東部ビジネスマッチング商談会2010招待券を加盟全店に配布。
●焼肉よしの閉店により退会（10/16）
●静岡県東部ビジネスマッチング商談会2010（10/19）
　ぐるめ街道振興会活動内容の紹介及び各参加者と交流・商談。
●ぐるめ街道「半額祭」アンケート調査配布。
●長泉スーパーホテル様にぐるめ街道振興会パンフレット200枚配布。
●ぐるめ街道「半額祭」アンケート調査回収。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。

平成22年11月
●振興会ホームページ　内容更新。
●ぐるめ街道振興会　定例会
　◆うまいもの博について報告（アンケート報告など）、仲見世商店街主催ナベフェス参加に
　　ついて、ボランティア清掃、門池清掃について、人脈は宝　大忘年会in万葉の湯について。
●第39回ボランティア清掃案内をぐるめ街道沿い全事業所に配布。
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●うまいもの博同日開催「半額祭アンケート」結果を万葉の湯に提供。
●第39回ボランティア清掃　沼津市清掃週間に合わせて実施。ぐるめ街道沿線参加者　91名
●ぐるめ街道振興会管理の街道沿い植樹のすべてのキンカンに肥料やり。
●ナベフェスタポスター配布
●ナベフェスタ開催日の各店案内について及び協賛（抽選景品）寄付について加盟全店に通達。
●ホテルインサイド様にぐるめ街道振興会パンフレット300枚配布。
●新店舗（サトーレッカー、大黒屋質店）に新規加盟案内を配布及び加盟協力をお願い。
●全加盟店にナベフェスタ協賛商品提供のお願い。
　協賛協力：万葉の湯　入館券25口+スピードくじ分2口、駿河の湯　入館券25口+スピード
　くじ分2口、鬼ヶ島　1000円券25口+スピードくじ分2口、牛繁　1000円券25口+スピード
　くじ分1口、和食処弥富　うなぎ弁当引換券（1500円分食事券）2枚1口3組
　ひもの屋ふなと　トロさば引換券25口+スピードくじ分5口
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。

平成22年12月
●振興会ホームページ　内容更新。
●「12/5　ワイワイぬまづ ナベフェスタ」にぐるめ街道特製鍋で参加。
　ぐるめ街道振興会参戦鍋　その名も「豚（とん）だデミ鍋」
　静岡県のプロジェクトにより出来た新銘柄「富士金華（フジキンカ）豚」この高級肉が
　沼津初披露！この旨い肉と新鮮な地場野菜を使い、ぐるめ街道らしい美味しいデミ鍋にし、
　来場した皆様に振る舞いました。
●街道沿線全事業所に大忘年会案内配布。
●ぐるめ街道振興会に活動協力いただいている各事業所に大忘年会案内配布。
●国土交通省ボランティアサポートプログラム更新書類提出
　（21年度報告書・22年度計画書・22年度参加者リストを12/9に提出）
●静岡県土木事務所にアダプトロードプログラム参加者の保健について問い合わせ。
●漁師の台所たんぱく大国　新規入会（12/6）。
●弐萬圓堂 店舗閉鎖により退会。（12/7）
●金じろう寿司 閉店により退会。（12/9）
●国土交通省ボランティアサポートプログラムの保健加入について報告。（12/10）
●建設会社に案内看板違法設置を警告、撤去確認。
●沼津高専・NPOサプライズとのぐるめ街道及び門池周辺の合同清掃活動に参加
●オートアシスト＆サトーレッカー株式会社　新規入会（12/15）。
●やみつき餃子ダイニング虎舞　新規入会（12/19）。
●ぐるめ街道振興会HPに新規加盟店オートアシスト＆サトーレッカー株式会社様を掲載。
●ぐるめ街道振興会管理のキンカンの収穫。
●弐萬圓堂様閉店により寄付していただいた鉢植えキンカンの受け取り。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。

平成23年1月
●振興会ホームページ　内容更新。
●スーパーホテル長泉様にパンフレットを300部配布。
●定例会
　◆新規加盟店入会について3店舗以上入会の場合1店舗2万円とすることを決定。
　◆ぐるめカードについて
●国土交通省ボランティアサポートプログラム支援による「全国社会福祉協議会　ボランティア
　活動保険」への入会申請を提出。
●ホテルインサイト様にぐるめ街道パンフレットを300部配布。
●キンカン水やり、実の収穫実施。
●金じろう寿司閉店により寄付していただいたキンカン、レモンの木を植え替え。
●「ミニレディGO in 駿河の湯」にお手伝い協力。（1/31）
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。
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平成23年2月
●振興会ホームページ　内容更新。
●ごきげんカードについて全店に説明。
●箱根観光協会に誘客についての活動等相互協力のお願い及びご挨拶。（2/14）
●長泉スーパーホテル様にパンフレット300部配布。
●東部パレット主催地域活性フォーラム参加。
●沼津キャッスル様にパンフレットを300部配布。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。

平成23年3月
●振興会ホームページ　内容更新。
●らあめん花月嵐 沼津インター店　新規入会（3/1）。
●ラーメン豚平 諸事情により退会。
●第40回ボランティア清掃活動案内を街道沿線全事業所に配布。
●第40回ボランティア清掃活動実施　ぐるめ街道沿線参加者　96名
●ぐるめ街道振興会掲載の全国 B級グルメツーリングVol2（えい出版社）雑誌を加盟全店に配布。
●ぐるめカード実施会議（用紙決定、掲載内容の最終確認など）。
●ホテルインサイド様へぐるめ街道パンフレット500部配布。
●ぐるめ街道振興会加盟全店に計画停電への対応についての案内を告知。
●ぐるめ街道振興会加盟全店に節電のお願い。
●住宅不動産会社に違法案内看板撤去を勧告指示。
●街道沿い某事業所に公共ガードレールなどへののぼり旗違法設置の注意と撤去勧告指示。
●東日本大震災義援金協力及び節電協力のお願いを配布。
●東日本大震災募金箱設置可能店調査。
●計画停電による営業時間変更及び休業調査。
●東日本大震災義援協力募金の集金
　加盟店からの募金合計=215,000円　ぐるめ街道振興会=35,000円　合計250,000円
　ぐるめ街道振興会加盟店「震災復興義援金」支援参加店リスト
　◎株式会社オートベル　◎駿河の湯坂口屋　◎やみつき餃子ダイニング虎舞
　◎ひもの屋沼津ふなと　◎ファミリートータルカットショップうさぎ
　◎和風レストラン弥富　◎シーポート沼津　◎第一プラザショッピングセンターピア
　◎和食処伊豆海　◎沼津味工房　◎中国料理東王　◎ジャンボひものセンター
　◎サングリア沼津東名店　◎万葉の湯　◎ラーメン石本家　◎沼津ぼんどーる
　◎和風レストランこがね　◎漁師の台所たんぱく大国　◎鬼ヶ島総本店
　◎らあめん花月嵐沼津インター店　◎元氣七輪焼肉牛繁沼津インター店
　以上加盟21店及び◎沼津ぐるめ街道振興会
　※上記リストに掲載のない加盟店も各々独自に震災復興支援活動などを行っていることを
　　ご報告いたします。
●ごきげんカード　参加協力加盟店に配布及び集金。
●東日本大震災義援協力募金箱を設置可能店に配布　全17店。
●計画停電の情報先等を案内する書面を配布。
●ぐるめ街道振興会加盟店様及びぐるめ街道振興会からの「東日本大震災義援協力募金
　25万円」を日本赤十字に送金。
●ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール、植樹木、プランターの確認巡回。
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