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平成24年度 三重県商工会議所連合会 会頭会議を開催
～石垣、植田両副知事と意見交換～

三重県商工会議所連合会（会長・竹林武一）は、９月11日（火）
名張市で平成24年度三重県商工会議所連合会会頭会議を開催、三
重県の石垣英一・植田 隆両副知事をお招きし、それぞれのお立
場から県政への抱負や課題などについてご講演いただきました。
竹林会長は挨拶で、
「円高など海外情勢を注視し、必要に応じて
迅速かつ具体的に会員企業へのサポートをしていくことが肝要で
ある。会員サービスの増強や行政機関への提言、会議所活動の情
報発信等に一層力を入れ地域の発展に寄与してまいりたい」と述
べました。
その後、石垣副知事からは、三重県が本年４月に策定された県
民力ビジョンの概要や防災、減災対策、みえ産業振興戦略、新エ
ネルギー導入促進、みえライフイノベーション総合特区、式年遷

竹林武一会長の挨拶

宮に向けた観光振興の取組と幹線道路網の形成など三重県の産業戦略や三重県民の幸福実感の現状と課題などに
ついてお話をいただきました。また、植田副知事からは、三重県が「人づくりの改革」、「財政運営の改革」、「仕
組みの改革」を３本柱に本年度から平成27年度までの４年間、「自立した地域経営」の実現を目指して取り組ま
れる三重県行財政改革についてお話いただきました。
その後、意見交換会では各会頭からは観光、ものづくり、教育、少子化、環境など各地域の現状や課題などに
ついて活発に発言され、大変有意義な会となりました。

第116回通常会員総会・会員大会

開催

９月20日、ザ・プリンスパークタワー東京において、第116回通常会員総会・会員大会が行われました。
全国の商工会議所の結束をより一層強め、中小企業や地域の声を広くアピールするため、例年の会員総会の２
倍にあたる約1,500名の参加があり、おおいに議論されました。大会では、地域経済の活性化と雇用の維持のため、
日本再生に向けての重要な課題について取りまとめられ、特に政府・国会への要望として次の事項について早期
実現を目指すことを決議しました。

１．震災復興、福島再生のさらなる加速を
２．成長戦略の断行と重要政策課題の決着を

３．中小企業の成長に向けた戦略的な政策展開を
４．多様な電源確保と実現可能なエネルギー戦略の構築を
５．コンパクトなまちづくりで地域活性化を

その後、相互の親交を深めるために懇親会が開かれ、参加者一同、大変意義のある時間を過ごしました。

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実
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伊賀市における教育のあり方について
〜三重県、三重県教育委員会、伊賀市へ提言〜

三重県商工会議所連合会では、今後県教育の充実をさらに推進し、産業界において必要とされる有能な人材を
育成するため、
「三重県における教育のあり方」について、平成24年３月６日に鈴木三重県知事・真伏三重県教
育委員会教育長へ、また平成24年９月26日には「伊賀市の教育のあり方」について、内保市長・味岡教育長へ提
言を行いました。提言内容は下にあげた４項目で、特に基礎学力や普段の生活態度の向上、またコミュニケーショ
ンの取り方などについて、重点的に取り組んでいただくよう要望しました。

１．家庭、地域社会、学校が一体となって子供を育てる社会環境の酸成
教育は、高等学校のみならず幼児教育、小・中学校教育や家庭教育と相俟って効果を発揮する
ものである。そのため家庭、地域社会、学校が一体となって子供達に人間として基本的に身につ
けなければならない能力、態度や姿勢を付与する社会環境の醸成をすること。
２．高等学校卒業時までに職業生活に必要な基礎学力を身につけさせること
職業生活を円滑に行うためには、各々の職業に関する能力を身につけるにあたって一定の国語
力や計算する能力はもとより基礎学力を是非とも身につける必要がある。また、教えられたもの
を知識として単に覚えるだけでなく、その知識を活かすための自ら考える能力を身につけさせる
こと。
３．高等学校卒業時までに社会人としての基礎的な生活態度を身につけさせること
近年の高等学校卒業生に見られる傾向として職場の上司や先輩とコミュニケーションがとれな
い、指示されないと自ら行動が出来ない、人間関係をスムーズにする言葉遣いが出来ない等の問
題が顕在化している。そこで、人が社会の中で円滑に暮らしていくための基本的な資質として基
礎的な生活態度を身につけさせること。
４．普通科高等学校において重点的にキャリア教育を実施すること
県下の普通科高等学校の中で、卒業生の内、毎年多くの生徒が就職する高等学校においては、
キャリア教育の充実が特に望まれるところである。しかしながら普通科高等学校であるとの性格
からキャリア教育(職業観や社会の中で仕事の持つ意味等)が充分に行われているとは言い難い。
そのため卒業後就職した子供達は充分な情報や心構えも持たないままに職場に入ることとなり、
このことが職場での不安やとまどいとなり、やがては離職へと繋がっている例が見られる。そこ
で、特に普通科高等学校の中でも卒業後ただちに就職する生徒が多い高等学校においてキャリア
教育の充実をすること。

三重県公安委員会第55000161号認定
ANZEN

株式会社

安全警備
本
社
〒518−0809

三重県伊賀市西明寺622−5
T E L （ 0 5 9 5 ）2 6− 1 7 1 7
F A X （ 0 5 9 5 ）2 6− 3 2 6 0
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会議所の動き
異業種交流懇談会『研修旅行』開催 ８月27日㈪
異業種交流懇談会（中井茂平座長）の８月例会は12
名が参加し、滋賀県栗東市の滋賀ダイハツ販売㈱本社
様を訪問致しました。同社は、後藤経営輝き塾で有名
な会社で、まず、店舗から事務所の設備に至るまで社
内全体を見学させて頂きました。お客様へのサービス
や社員の管理体制において実にきめ細やかな工夫がな
されており、案内役の社員の方と会員との間で活発な
意見交換が交わされました。その後、前社長でグルー
プオーナーの後藤昌幸様よりご講話をいただきまし
た。多額の借金を抱えた状態で引き継いだ会社を数年
で黒字に立て直したことを始めとしたこれまでの経験

「相互の連携を強化することにより、企業経営の円滑

を基に、経営者として持つべき心構え、自社株の重要

化及び活性化に寄与し、もって地域経済の振興に資す

さについて熱心に語って下さいました。社員の先頭に

る」という目的のもと活動しております。現在20名の

立って行動し、高い目標を自ら掲げて実現するその経

会員が参加しており、新規の入会も随時募集しており

営者像に、出席した会員一同、大変感銘を受けました。

ます。入会ご希望の方は、上野商工会議所事務局（担

このように本会は企業の中心を担う若い会員が集
い、毎月の例会を通して経営感覚を高め合うことで、

当

森岡

TEL 0595−21−0527）までお問い合わせ下

さい。

「伊賀上野逸品フェア2012」開催 ９月12日㈬〜９月30日㈰
まちや商店・商店街の活性化に対しては多くの試み
がされています。その中でも「一店逸品運動」は、お
客様の価値観や購買行動が大きく変化していく昨今
で、中小小売サービス業に一つの方向性を示している
運動といえます。
「逸品」とは、お店の売る姿勢を明
確に示した売り筋商品＝こだわり・目玉商品であり、
顧客の潜在ニーズを掘り起こす提案型商品です。毎年
研究会を立ち上げ、自ら発掘・開発した商品を考案し
ています。
今年度は18店舗が参加し、その成果を９月に一店逸
品の発表会としてフェアを開催し、同時に逸品巡りツ
アーも行いました。ツアー参加者の方々からは、今回

たので今後も参加したい。また、店主との会話や交流

始めて行く店や知らない商品が多く発見できて良かっ

が出来て楽しかったと感想をいただきました。

ＯＡ機器
デジタル複合機
オフィス家具
オフィスサプライ
教育機器

地元企業に密着したきめ細かな対応力

合資
会社

双葉器械店

オフィスにかかわる事務用品・事務機器・OA機器、PC用品など、
事務所に必要な商品を取り揃えております
オフィスの困りごとにも迅速にサポート！
〒518−0822 伊賀市問屋町83 TEL 0595−21−1028 FAX 0595−21−2508
http://www.futaba-kikai.co.jp E-mail：info@futaba-kikai.co.jp
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「でんさいネットサービスセミナー」開催 ９月19日㈬ 金融理財部会
金融理財部会の主催により、講師に㈱百五銀行営業
統括部課長代理の有田均様をお招きし、
「でんさいネッ
トサービスセミナー」を開催致しました。
でんさい（電子記録債権）ネットサービスとは、手
形債権や指名債権（売掛債権等）が抱える問題を克服
し、事業者の資金調達の円滑化を図ることを目的とし
て創設された新たな金銭債権で、電子債権記録期間が
作成する記録原簿に電子的な記録を行うことにより、
債権の権利内容が定められるという内容です。手形に
代わる新たな決済手段として開始を間近に控えたサー
ビスについて、参加者一同、有意義の内に講義を終え
ることができました。

青年部だより 『三重県商工会議所青年部連合会第４回三重県連大会亀山大会』に参加
亀山市文化会館で行われました三重県商工会議所青
年部連合会第４回三重県連大会亀山大会に31名が参加
しました。
大会スローガンとして「集え亀山へ 掴めチャンス
を！」ということで、まず若手後継者育成事業とし
て、第１分科会「ビジネス交流会」
（テーマ：経営力
UP掴めチャンスを！）では、８つのテーマのもと会
員同士が出会い、実践に役立つテーマについて語らい
経営力向上を目指しました。第２分科会「ビジネス研
修会」
（テーマ：リスクコントロール〜事業継続計画
を学ぶ〜）では、講師に東京海上日動リスクコンサル
ティング㈱ビジネスリスク事業部事業継続リーダーの
青地忠浩氏を講師に東日本大震災を教訓に、何らかの
事件・事故が発生した場合に、今からどのような備え
をどうすべきかについて学びました。次に基調講演で
は、獨協大学教授・経済アナリストの森永卓郎氏を講
師に「中小企業の今後と日本経済」をテーマに講演い
ただきました。日頃接することの出来ない講師という
ことで、刺激ある講演でした。中でも印象に残ったの

上野商工会議所

会員の動き

９月１日㈯

が、共通点の多い日本とイタリアを比較しながら、イ
タリアでは、思い切った権限移譲（仕事のやり方は現
場が決める）によってより効率的に仕事をすすめ、ど
んなときでも暗くならない、明るく生きるという前向
きな気持ちが強いことが改めて必要なことに気づかせ
ていただきました。記念式典では、三重県知事をはじ
め、たくさんの来賓の方が集まり盛大に開催されまし
た。その後、懇親会が開催され、三重県下12単会青年
部の方と有意義な懇親を深めることができました。

商工業者数

H24年8月末会員数

組織率

2,771件

1,530件

55.21%

今なら、
純新規取扱分のみ
金庫事務取扱手数料無料
（平成25年3月29日迄）

業務部

059−354−9971
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会議所の動き
女性会だより 平成24年度三重県商工会議所女性会連合会総会開催

９月５日㈬

鈴鹿商工会議所女性会主幹で平成24年度三重県商工
会議所女性会連合会総会が鈴鹿サーキットホテルで開
催され、県下から221名が参加し、当所女性会からは
19名が参加しました。
総会終了後、三重県知事 鈴木英敬氏による「幸福
実感の向上をめざして」と題しての講演会が開催され
ました。平成24月１〜２月に5710人の「第１回みえ県
民意識調査」の「幸福感」について得られた結果と、
それについて県政の取組についての内容でした。興味
深かったのが、既婚と未婚では既婚者のほうが幸福感
の実感度が高く、また女性で働いている人の幸福感は
高く、既婚女性で働いている皆さんの幸福感は、もっ
と高いという事です。あくまでも統計上の傾向ですが、 ラウンジに移動し、白子高校吹奏楽部の演奏、トラン
幸福とは待っているだけではなく、自分や誰かの為、 ぺッター中村好江氏の参加者一体となる楽しい演奏
に感動しました。また鈴鹿商工会議所女性会による
地域の為に行動することが「幸福」の実感に繋がるの
『NOSS』の披露もあり、ソフト面でもハード面でも
ではないかという知事の言葉に共感し、日々人の為地
ゆきとどいたおもてなしをしていただきました。大変
域の為に行動していこうと思いました。
有意義な一日になりました。
その後、サーキット場内のS-PLAZAホスピタリティ

女性会だより 伊賀市総合防災訓練参加
平成24年度伊賀市総合防災訓練に、上野商工会議所
女性会、伊賀市商工会女性部は、地域の経済団体の女
性会として地域とコミュニケーションを図ること、非
常時の食の確保は大変重要だと考え「非常炊き出し訓
練」
に参加しました。 訓練内容は、２時間でアルファ
化米1000人分を作るという内容でしたが、お湯を沸か
し、湯を注ぎ入れ、パック詰めするという作業は思っ
たよりも忙しく、参加者全員が協力して進めることが

９月16日㈰
で き ま し た。
全員が初めて
の作業で、思
うようにいか
ない部分も
多々ありまし
たが、非常時
の限られた状
況で、どれだ
け知恵を絞り、みんなで協力して作業を行う事の大切
さを認識しました。
また、会員事業所様に募集いたしました「災害時協
力事業所一覧」をパネル展示しました。昨年10月に伊
賀市と締結した協定に基づき、市へ情報提供させてい
ただきます。また上野商工会議所HP・上野商工会議
所ニュース９月号にも掲載させていただいております
ので、ご覧ください。

クリップからオフィスプランニングまで
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会員 ひろば
上海火鍋と天ぷら

火鍋やもりい

あなたの会社やお店を
PR致します！
！
伊賀市上野丸之内500 ハイトピア伊賀2F ☎0595−24−8886
営業時間：11：00〜（深夜営業可） 定休日：月曜日（特定日除く）

当店はハイトピア伊賀のオープンと同時に開店致しま
した。唯一無二の特注の１人鍋コンロ一式を始め、本場
の食材・召し上がり方のスタイルともに、日本では自店
でしか味わえない上海火鍋となっております。
火鍋とは、羊のしゃぶしゃぶとも言われ、たくさんの
食材を栄養バランスよく、合理的に食することにより、
食医・食薬同源と呼ぶように、滋養強壮・身体の健康に
大変寄与する、一年中召し上がって頂く中国では庶民の
味です。
そして天婦羅におきましても、関西割烹職人としての
経緯を踏まえ、関西天ぷらを、天ぷら油から、粉・食材
に到るまでこだわり御提供させて頂いております。
自信の一品料理と伊賀では自店でしか味わえないドリ
ンク70種以上も含め、ごゆっくりとおくつろぎ味わって
頂ければ幸いです。新感覚の上海火鍋に揚げたての天婦
羅を是非お楽しみ下さい。御予約・お問い合わせはお気
軽にどうぞ。

脱毛専門サロン「フワリエ」

伊賀市上野丸之内500 ハイトピア伊賀2F ☎0595−51−0952
完全予約制 営業時間：10：30〜19：00（時間外応相談） 定休日：火曜・日曜・祝日

今年の7月30日にハイトピア伊賀２Ｆにオープンいたしました。
手の指のみから全身まで脱毛できますので、気になるところはぜひご相談く
ゼロ
ださい。伊賀の女性のムダ毛０を目指して努力しております。カウンセリング・
テスト脱毛も無料です。お気軽にどうぞ。

ツルツル

しっとり
美肌コラーゲン脱毛新登場！

✓ 安心な純国産マシーンで痛みを感じることなく、スタイルフリー
✓ キレイな空間で心地よい施術が楽しめる♪
✓ 憧れのツルスベ肌になれるチャンス！
●両ワキ脱毛（１年間通い放題）
お１人様 ¥5,800−
ペア ¥4,800−
●セレクト全身脱毛（毎月１回） ¥10,000−

創業をめざす方を支援します。

三重県信用保証協会
創業・企業支援課

創業グループ

〒514-0003 津市桜橋３丁目399番地
直通 TEL 059−229−6060

社会保険相談会
健康保険・厚生年金のご相談に応じています

10月・・・03日・19日
11月・・・07日・16日
毎月第１水曜日と第３金曜日

※社会保険相談は午前10時15分〜午後２時45分までです
上野商工会議所ニュース

2012.10.5｜7

─ 11月 は「 労 働 保 険 適 用 促 進 強 化 期 間 」 で す ─

労 働 保 険 の 加 入手 続 はお すみで すか

労働保険(「労災保険」と「雇用保険」)は、政府が管理・運営している強制的な保険であり、農
林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇用している場合、事業主又は労働者の意思の有無にか
かわりなく必ず加入することが法律で定められています。

労働保険

労災保険

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して、
迅速かつ公正な保護をするため、必要な給付を行うこと等を目的とした制度

雇用保険

労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、失業した際、再就職を促進す
るための能力の開発・向上等の各種の援助を行う等を目的とした制度

平成25年4月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げになります
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります（障害者雇用率制
度）。この法定雇用率が、平成25年４月１日から以下のように変わります。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
法定雇用率

事業主区分
民

間

平成25年4月1日以降

業

1.8%

⇒

2.0%

国、 地 方 公 共 団 体 等

2.1%

⇒

2.3%

都道府県等の教育委員会

2.0%

⇒

2.2%

ご存じですか？

企

現行

労働保険事務組合

安価な手数料で煩雑な
労働保険事務を代行致します

「労働保険の事務手続き、年度更新がわからない」
、「人手不足で専門の担当者がおけない」
、
「忙
しくて手続きに出かける時間がない」、「事業主や家族従事者も労災保険に加入したい」という方は
是非一度上野商工会議所労働保険事務組合（☎21−0527）
にお問い合わせください。
お問合せ先

伊賀労働基準監督署
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☎21−0802・伊賀公共職業安定所

☎21−3221

上野商工会議所

〒518−0873 三重県伊賀市丸之内500番地
TEL. 0595−21−0527 FAX. 0595−24−3857

上野商工会議所ニュース

2012.10.5｜9

お役に立ちます！中小企業相談所

商工会議所サービス情報！
！

相談はいつでもどこでも…

税

務

労

務

経

営

LOBO調査8月分結果

LOBO調査とは？

“CCI（Chamber of Commerce and Industry）
−Quick Survey of Local Business Outlook”（商工会議所早期景気観測）の
略で、商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気感」を全国ベースで毎月調査しています。

〜業況ＤＩは、小幅改善。先行き不安は強まる〜

平成24年8月分
●産業別業況DI値（前年同月比）の状況（全国）
7月

8月

3ケ月見通

▲25.8

▲19.6

▲27.0

▲18.1

▲21.9

▲27.5

▲23.6

▲27.3

▲22.3

▲43.1

▲34.3

▲33.1

▲15.6

▲16.6

▲18.7

建 設 業

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

８月の全産業合計の業況DIは、▲23.8と、前月から+1.4ポイントの小幅改善。震災の
影響により昨年は中止となったイベント等が開催されているほか、観光客、帰省客が多かっ
たことなどから、小売や観光関連を中心に好調。比較対象の昨夏は、節電対応による休日変
更に伴い、まとまった夏休みが取れないケースが多かったことも一因。一方、超円高等を背
景に、取引先の海外移転・調達が加速していることなどから受注低迷が長期化、中小製造業
を取り巻く環境は厳しさを増している。
先行きについては、先行き見通しDI
が▲26.1（今月比▲2.3ポイント）と、
悪化する見込み。超円高の定着に加え、
好調
まあまあ
不振
特に不振
（50＞DI≧25） （25＞DI≧0） （0＞DI≧−25） （−25＞DI）
電力料金の値上げによるコスト増や、穀
物価格の高騰、エコカー補助金終了によ
※DI値＝（好転した企業割合％）−（悪化した企業割合％）
る内需の反動減等への懸念から、先行き
ゼロを基準としてプラス値で景気の上向き傾向を表す回答割合が
多いことをしめし、
マイナス値で景気の下向きの傾向を表す回答が
への不安が強まっている。
多いことを示す。

就 職セミナー

合同就職セミナー

（U・Ｊ・Ｉターン）

日

時

12月３日

平成24年
場

所

13：00〜16：00
三重県伊賀庁舎
伊賀市四十九町2802

卒業予定の大学生・短大生・専門学校生及び
高卒者・未就職者等を対象に開催いたします。

第3回 ふるさと三重就職フェア

10月30日

津会場

平成24年

13：00〜16：00
三重県総合文化センターギャラリー
津市一身田上津部田1234番地
近鉄津駅西口から三交バスで５分

第4回 ふるさと三重就職フェア
四日市会場

11月13日

平成24年

13：00〜16：00
じばさん三重5F（大研修室）、6F（ホール・展示室）
四日市市安島１丁目3−18
近鉄四日市駅から徒歩５分

お問い合わせ先

上野商工会議所 伊賀市上野丸之内500 TEL（0595）21−0527
URL http://www.iga-ueno.or.jp/ E-mail info@iga-ueno.or.jp
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国指定重要無形民俗文化財

の
城下町 絵巻
祭り

上野天
上野 天 神 祭

10月23〜25日
400 年の伝統を持ち
町人文化が幕開く

9 月 9 日、だんじり巡行の順番を決める「事始籤取式」が菅原神社で行われました。
一番

二番

三番

四番

五番

六番

七番

八番

九番

福居町

西町

鍛冶町

小玉町

向島町

新町

魚町

中町

東町

だんじり

三明

花冠

二東

小蓑山

鉄英剣鉾

薙刀鉾

紫鱗

其神山葵鉾

桐本

し る し

幟山

羯鼓

月鉾

三社の託宣

日月扇

白楽天

琴高仙人

菊慈童

逆熨斗

町

名

10月23日（火）
10月24日（水）
10月25日（木）
◦宵宮祭
（東御旅所） ◦足揃の儀 ※雨天中止
◦本大祭 神輿行列巡行・鬼楼車行列
午前９時〜 神輿行列巡行
午後７時〜
午後２時〜４時 鬼行列練行（三之町筋）
（東御旅所出発）
◦だんじり宵山点灯
午後１時〜４時 だんじり巡行
午前９時20分〜
午後７時〜９時
（本町・二之町筋 ほか）
鬼行列・だんじり巡行
（本町・二之町筋） ◦だんじり宵山巡行
（東御旅所出発）
※雨天中止
午後６時30分〜９時（本町・二之町筋 ほか）
※雨天中止（天候回復の場合、短縮巡行）
※雨天中止
11

14 11

29

29 28 27 23

18

17

16 15 14

10

12 10

25

40

かんじる

10
11

月 主 な 事 務 局 行 事

多文化共生啓発イベント（上野ガス

『みつめる

23 22 20 19

・

16

月
１日・組織強化委員会
・正副会頭会議
３日・部会長会議
・第 回販売士２級検定試験
・交通運輸部会視察研修
４～５日・第９回全国一店逸品運動連絡会議（東京）
５～６日・全国商工会議所女性会連合会全国大会（北九州）
５日・三重大伊賀連携フィールド記念講演会
６〜８日・伊賀上野灯りの城下町
９日・ 第８回国際観光政策検討会議及び第８回環境政策検討会議合同会議
・進行管理ＰＪ会議
日・青年部例会
日・正副会頭会議
・女性会踊り練習
日・コスモス祭（食品工業部会）
日・上野天神祭振興会
日・交通運輸部会行政との懇談会
・伊賀市中心市街地活性化協議会役員会
・三重大伊賀連携フィールド 古文書講座
日・金融理財部会役員会
・ビジネススキルアップセミナー
・青年部三役会 役員会
日・伊賀税務連絡協議会
・記帳継続相談会
日・三重県火災共済理事会
日・三重大伊賀連携フィールド 忍者学講座
日・第１回三重県・奈良県リニア中央新幹線建設促進会議
日・ジャズコンサート
・県下ＣＣＩ正副会頭親睦ゴルフ大会
～ 日・上野天神祭
日・スイーツコンサート
日・第１９６回珠算検定試験
日 ・第８回産業政策検討会議（津）
・常議員会議
・異業種交流懇談会

月
６日・女性会視察研修（ならまち）
・第２回労働保険の未手続事業一掃対策連絡協議会
７日・社会文化部会視察研修（龍野市）
日・スイーツコンサート
日・工業部会中堅社員研修会
・ユーザ協会視察研修
〜 日・全国青年部会長研修会（津）
日・第１３２回簿記検定試験
日・法律無料相談会（社会文化部会）
日・第 回福祉住環境コーディネーター検定試験
日・異業種交流懇談会
日・わいがや会議
日・食品産業フェスタ（食品工業部会）

30 29 26 25 21 18 15

ガス展同時開催）

ふれあう』

入場無料

〜あなたがつくる笑顔のつながり〜

と

き

11月２日㈮ ３日㈯ ４日㈰

10時〜17時

ところ

イオン伊賀上野店

主

三重県多文化共生啓発事業実行委員会

催

問い合わせ先

三重県環境生活部多文化共生課
☎059−222−5974

国籍や民族などが異なるさ
まざまな人々とのふれあい
を通じて、多文化共生を考
えるイベントを伊賀市で開
催します。
上野商工会議所ニュース
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上野天神祭交通規制図
上野天神祭交通規制図
上野天神祭交通規制図
上野天神祭交通規制図
鬼行列・だんじり及びみこし行列の巡行

駐車場
有料臨時駐車場（1回500円）

鬼行列・だんじり及びみこし行列の巡行

上野西小学校
24・25日 11:00〜21:00

運動公園

国道163号線

新服部橋

トイレの設置場所

くれは水辺公園

消防署

上野城

う回路

24日 9：00〜18:00
25日 9：00〜17:00

23〜25日
8:00〜17:00
至 服部町

だんじり会館

無料駐車場

だんじり
会館

市役所

国道163号線

国道163号線

西大手駅

上野市駅

鍵屋辻

西御
旅所

23〜25日 9:00〜21:00

有料駐車場（1回500円）

城北駐車場

上野西小学校

無料臨時駐車場

伊賀鉄道

バスセンター

11:00

10:50

西部公民館

小玉町公民館

11:25

11:45

13:20
13:00

紺屋町集議所

14:15

13:45

車両通行止
23日 10:00〜22:00
24日 10:00〜22:00
25日
9:00〜21:00

銀座中央駐車場

茅町駅

う回路

中部みなみ消防センター

駐車禁止の区間
通り抜禁止

三重県伊賀県民センター

今月のおすすめの１冊

本 のある暮らし

あ の 日 か ら 早 く も １ 年 半 が 経 ち ま し た︒未 だ に
人々は故郷に帰れず︑状況は好転の兆しさえ見えず
にいます︒震災の爪あとはもとより︑人災である原
発の後遺症に悩まされています︒福島原発には未だ
核燃料が残されておりメルトダウンの危険性が残っ
たままです︒国の政策を見てみると原発０を掲げて
いますが︑外部から猛烈な反対が出ています︒
もしこの国が原発依存を脱却し自然エネルギーだ
けで 生活を行 えば︑﹁退 化﹂してしまうのでしょう
か？ それとも今までどおりの経済活動を行えるの
でしょうか？ 本書は原発撤廃を訴え原発がなくて
も変わりなく生活できると論じています︒
本当に私達にとって必要なモノは何か？ 考えて
みてはどうでしょうか？

情報提供 宮脇書店 上野店
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東御
旅所

14:15

栄楽館

お問い合わせ
上野天神祭振興会（上野商工会議所内）
☎0595 (21) 0527
㈳伊賀上野観光協会
☎0595 (26) 7788
伊賀市商工労働観光課
☎0595 (43) 2309

9:00

新町通り

14:55

中之立町

西之立町

う回路

この間24日 14:00〜17:00
車両通行止

《10月25日》

う回路

三之町通り
15:25

◯9:20

14:05

銀座通り

上野三之西町

伊予町

西町集議所

9:15

寺町通

祭礼
本部

この間
25日 7:00〜11:00
車両通行止

広小路駅

15:00

9:55
10:10

上野ふれあい
プラザ

《10月25日》

ハイトピア伊賀

10:15
10:30

10:55

本町通り

菅原神社

中町公民館

12:30

「脱原発論」
小林よしのり 著
小学館 刊 定価 1,785円（税込）
ご紹介しました「本」は貸出し致しますのでご連絡ください。

