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「2013年新年賀詞交歓会」盛大に開催
地元政財界から約190人が集う

川崎衆議院議員

木津会頭

岡本市長

上野商工会議所新年賀詞交歓会を１月７日上野フレックスホテルに於いて開催しました。
ピアノ・フルートの演奏でのオープニングセレモニーが始まり、地元政財界関係者、当所役員・
議員をはじめ会員事業所様等で新年を祝いました。木津会頭は、自民党新政権へ少子化・人口減少
を食い止めること等12の課題を挙げ、経済を立て直し、先行き希望の持てる日本にしてほしいとお
話されました。
次に、岡本新市長が就任されたことに触れ、次の事を望みました。
①観光振興について
平成24年11月に、岡本栄 新市長が誕生され「医療の再生」「ムダのない財政」「観光・農林などの再生」
などを掲げられ、中でも「観光振興」については当商工会議所も最重要課題として最大の関心を持っていま
す。行政当局・観光協会・伊賀市商工会・上野商工会議所等がトップも含めて緊密に連携して策を練り実行
して行く。その先頭に立っていただきたい。

②新芭蕉記念館建設について
斬新で老若男女、あらゆる層の人々に親しまれ、年間20〜30万人誘致できる新記念館をまちなかにつくり、
伊賀に残る歴史文化施設の結節点、伊賀文化センターとして幅広く機能し、伊賀の観光振興・活性化にも資
する新芭蕉記念館を建設願いたい。

③定例ミーティングについて
市長との定例ミーティングを実施し、諸々の情報提供や提案、ディスカッションをさせていただくととも
に、官民手をたずさえて、地域の振興に努めさせていただきたい。

また、昨年オープンしたハイトピア伊賀を核として元気なまちづくりに取り組むこと、その他、
農商工連携事業の推進も進めたいと抱負を述べられました。
引き続き、ご来賓の岡本市長、川崎衆議院議員、森野県議会議員よりご祝辞をいただきました。
その後、北出市議会議長のご発声で乾杯し、祝宴に入りました。ご出席の皆様方各々名刺交換で新
年の挨拶をされ、和やかな雰囲気の中で盛大に賀詞交歓会を終えることが出来ました。
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地域の食材で新たな商品開発を！
〜伊賀の農商工連携実践セミナー〜

１月24日（木）ヒルホテルサンピア伊賀において、行政や生産者団体
などとの共催により、伊賀で農産物の生産に携わる方、伊賀の農産物を
活かした商品づくり、メニューづくりに興味を持つ方、さらにはそれら
の取り組みをサポートしようとする方、総勢120名近くの方々にご参加
いただき「伊賀の農商工連携実践セミナー」を開催しました。
三重県農商工連携アドバイザーである高垣和郎氏の基調講演に続き、
三重県工業研究所からの研究報告では、未利用資源の活用例として、
JAいがほくぶの集出荷場で発生するアスパラガスの規格外部分を粉末
化して加工品の原料とする試みや、伊賀市特産の白鳳梨に着目し、乾燥
処理の際に工夫を施した新たな乾燥フルーツの製法を発案した例などの報告があり、それらを活かした商品化の
可能性について活発な意見交換が行われました。
また、今回のセミナー開催に向け、食材のサンプル提供を申し出ていただいた供給者側の参加者と、地域の食
材を使った新たな試作品づくりを希望される実需者側の参加者とを事前に調整させていただき、菓子などの一部
では実際に試作品を持ち寄っていただきました。さらには、新たな食材として提案すべく、旬の野菜やこだわり
の加工品、新たに創業されたジビエ肉の提案などの出展、試食が15件あり、意欲的に取り組まれている事業者か
らの成果報告やＰＲ、情報提供の場としても良い機会となりました。
特に、ジビエ肉の提案では、会場となったサンピア伊賀で調理した
シカ肉料理が試食提供され、深刻化する獣害対策への一助としても、
獣肉の食材利用の拡大が期待されます。
後半では、持ち寄られた商品や試作品、食材を交えての交流会が
行われ、業種を超えた連携による新たな価値創造につながるものと
感じられました。
商工会議所では、今後も関係先と連携しながら、農商工連携の実
践による新たな事業展開に向け取り組んでいきます。
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２・３ 月 主 な 事 務 局 行 事

２月
１日・記帳継続相談会
２日・三重大フィールド講座
３日・伊賀学受験対策セミナー
４日・ 伊賀市中心市街地活性化協議会
６日・工業部会視察研修（津）
７日・女性会新春懇談会
８日・三重大フィールド会議
日・第１９７回珠算能力検定試験
日・伊賀学検定委員会
日・第 回専務理事会議
・記帳継続相談会
・進行管理ＰＪ会議
日〜 日 リーディング産業展
（四日市ドーム）
日〜３月３日・ 城下町のおひなさん協賛事業
（郷土産業部会）
日・スイーツコンサート
日・異業種交流懇談会オープンセミナー
日〜３月 日・確定申告相談会
日・正副会頭会議
日・第 回販売士１級・第 回販売士３級
検定試験
日・小規模企業振興委員視察研修（伊勢）
日・三重大フィールド講座
日・第１３３回簿記検定試験
・第８回伊賀学検定試験
日・合同就職セミナー
日・第２回支援機関等連携促進会議
日・第９回国際・観光政策検討会議
・わいがや会議

３月
５日・第４回定例常議員会議
７日・第２回通常会員総会（県連）（京都）
９日・建設業部会視察研修（大阪）
日・第９回人材確保・育成政策検討会議
日・進行管理ＰＪ会議
日・スイーツコンサート
日・日商総会（東京）
日・異業種交流懇談会
日・通常議員総会
日・わいがや会議
日・正副会頭会議
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上野本店

伊賀市上野愛宕町1895の1
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会議所の動き
食品工業部会 『第4回伊賀発…食品産業フェスタ』開催
アピタ伊賀上野店１階催事フロアに於いて、『第４
回伊賀発…食品産業フェスタ』を、食品工業部会の主
催で３日間に亘り開催致しました。
この事業は、来場者の多いアピタ伊賀上野店さんの

平成24年11月30日㈮〜12月２日㈰

お力添えをいただいて、上野商工会議所の食品工業関
係の事業所様の商品を伊賀市民の方に広く紹介するこ
とを目的にスタートし、今回が５回目の開催となりま
した。今回の催しでは、伊賀銘産の和菓子やお酒等を
販売されている店舗や、伊賀を拠点に食品の製造をさ
れている企業など計14社に参加いただきました。試食
コーナーの充実もあり、３日間を通して多くの買い物
客の皆様に足を止めていただき、各社自慢の食品を一
堂に紹介、販売することができました。今後も更に多
くの事業所様、お客様を巻き込むことのできるような
場となるよう企画を進めてまいります。

合同就職セミナー開催 平成24年12月３日㈪
伊賀市・上野商工会議所・名張商工会議所・伊賀市
商工会の主催により合同就職セミナーを三重県伊賀庁
舎にて開催致しました。
就職希望者は大学３・４年生のほか既卒者なども合
わせ66名が来場し、市内に事業所を置く27社の採用担
当官から、リクルートスーツを身に付けた就職希望者
が順番に並び会社の概要や雇用条件の説明を真剣な表
情で受けていました。
郷土産業部会 視察研修

平成24年12月７日㈮

兵庫県伊丹市へ視察に行きました。
みやのまえ文化の郷は、美術館・工芸センター・伊
丹郷町館（国指定重要文化財岡田家住宅、県指定文化
財旧石橋家住宅、新町家）に㈶柿衛文庫を加えた文化
ゾーンで、柿衛文庫では「芭蕉と江戸の俳諧」を展示
しているという事で今回視察地に選びました。伊丹市

は日本酒発祥の地という事で、酒造と俳壇も栄え、岡
田柿衛氏が個人で収集し研究したコレクションが展示
されており、今回は芭蕉直筆の書簡や句が展示され学
芸員の方にひとつずつご説明いただき、芭蕉生誕地以
外でどのように芭蕉が紹介されているのか大変興味が
あり、伊丹の地でこのように芭蕉や蕪村など直筆資料
や現代の俳句資料が充実している事を初めて知り素晴
らしいと思いました。午後からは、東リ㈱へ見学に行
き、床材の製造工程、カーペットを織り染色し、巻き
取る工程の見学、また２万坪の広い工場に古墳や、有
名建築家渡辺節氏の建物の説明等史跡についても親切
にご案内いただきました。
普段、郷土産業部会は伝統産業を見学することがほと
んどですが、伊丹商工会議所の方や視察先の方に大変
親切にご対応いただき、有意義な視察研修となりました。

地域のお客様の「困った」を解決！そして躍進！
IT活用のトータルソリューションをご提案

ネットワーク株式会社

伊賀市上之庄1282番地の２

キャノン製品
取扱パートナー

世界最速！ローコスト！
フルカラープリンター
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〒518−0121

TEL 0595−21−7211 FAX 0595−21−7272

http://www.network-corp.co.jp
E-mail: network@network-corp.co.jp

金融理財部会 工場見学会

平成24年12月11日㈫

金融理財部会工場見学会を16名が参加し、開催しま
した。
伊賀市ゆめが丘にある㈱ミルボンゆめが丘工場を訪
問し、会社の概要・工場についてお話を伺いました。
㈱ミルボンゆめが丘工場は平成17年に竣工されまし
た。ゆめが丘工場の特徴は、ヘアカラー製品の生産拠
点として、ヘアカラー市場のニーズにあわせた多品種
変量生産を可能とし、人・原材料・製品の動線がクロ
スすることなく、ワンウェイでラインが流れる効率的
なヘアカラー工場です。自動倉庫と自動搬送装置をコ

ンピュータと繋ぎ、原材料の入荷から商品の出荷まで、
構内物流がシステム化されています。
また、今後のビジョンについても種々ご説明いただ
き、参加者一同、大いに見聞を広めるとともに有意義
の内に工場見学会を終えることが出来ました。

2012年全国そろばんコンクール開催 平成24年12月16日㈰

ハイトピア伊賀５階で2012年全国そろばんコンクー
ルを開催し、上野地区の小学校1年生から一般の方ま
で、総勢78名が参加しました。参加された皆さんは、
日頃の練習の成果を発揮すべく、パチパチとそろば
んを弾く音を響かせながら問題に取り組まれていました。
今回の最高得点者は、西柘植小学校４年生 福永沙
梨菜さん（小学校４年生以下の部）
、阿山中学校１年
生 加藤倫杏さん（小学校５年生以上の部）でした。
おめでとうございました。
観光部会 第３回忍者文字書き初め大会

各部門の金賞１位の方々は、以下の通りです。
◦小学校１年生以下の部 谷田結衣さん
◦小学校２年生の部
福永有彩さん
◦小学校３年生の部
藤村尚生さん
◦小学校４年生の部
福永沙梨菜さん
◦小学校５年生の部
和田志穂さん
◦小学校６年生の部
川西陽南さん
◦中学校の部
加藤倫杏さん
◦一般Ⅰの部
山出利美さん

１月６日㈰
忍者文字による書き初め大会を伊賀上野城内１階広
間で開催しました。
唐冠形兜と鎧を身に付けた、現伊賀上野城城代家老
こと福井健二さんの立ち会いのもと、地元の人や観光
客など県内外から約50人参加いただきました。また、
今年は当会議所観光部会に所属する和菓子屋のご協力
のもと、“ぜんざい” の振る舞いも行ないました。恒
例行事として定着したこのイベントは今年も大盛況で
した。

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 若手後継者育成事業講演会
若手後継者育成事業「女性のパワーを活かす〜今こ
そパワー全開に〜」講演会を開催し、43名の参加があ
りました。
三重県で若手人材を育て、
「“幸せな仕事” をしてい
る人でいっぱいの三重を作る」という仕事を手掛ける
キャリアコーディネーターによるお話でした。近頃の
若者は進学すればするほど、就きたい職業・目標をな
くしていき、夢や将来のビジョンがない人が多いそう
です。そんな中、中学生・高校生の頃から職業につい
て考え、
自分のやりたい事を明確にしていくプランを、
学校や企業と連携してすすめられていました。私たち
も母親の視点・女性経営者の視点から、若者を育てて

女性会だより 伊賀市へ収益金を寄付

いく必要があると感じました。その後、女性特有の自
由でフラット（階級がない）な性質、感性の豊かさ、
コミュニケーション能力の高さなどを活かした、自分
らしい生き方を考えデザインし、女性として経営者と
しての５年、10年、20年後をワークシートに記入して
いきました。
厳しい経済状況の中、漠然と生活していることもあ
りますが、文字で自分自身をデザインすることはやは
り大切なことと感じ、自分自身について考えるいい機
会になりました。これからどう生き、働き、地域貢献
するのか、ひとつずつ実践し、輝いた女性になりたい
と思いました。

平成24年12月20日㈭

伊賀市へ社会福祉や子育て支援の充実に役立ててい
ただくため、女性会会員の皆様のご協力によるだんご

青年部だより 『新年懇親会』開催

平成24年12月３日㈪

茶屋等の収益金の一部３万円を伊賀市へ寄付させてい
ただきました。地域の経済団体の女性会として今まで
様々な福祉活動を行って参りましたが、天神祭に空き
店舗を利用してだんご茶屋を開設し、市民や観光客の
みなさんに休憩場所を設け、おもてなしをさせていた
だきました。今回で９年をむかえることから、伊賀市
長より感謝状をいただきました。
これからも、上野商工会議所女性会は様々な活動を
通して地域に貢献していきたいと考えております。

１月９日㈬

恒例の「新年懇親会」を上野フレックスホテルに於
いて開催致しました。
今年は、ご来賓に伊賀市から岡本新市長・北出市議
会議長、上野商工会議所副会頭 石橋・田山・堀川、
松田青年部ＯＢ会長はじめ青年部ＯＢの方々をお迎
えしました。まず、小丸会長から昨年度実施した青
年部事業につきまして報告をいたしました。また、
NINJAフェスタ実行委員会、三重県連出向委員会、
会員発掘PR委員会、親睦・交流事業実行委員会、情
報通信技術推進委員会、上野YEG創立25周年記念実
行委員会、それぞれの実行委員長より、実施した事業
等について報告をいたしました。

その後、小丸会長から青年部活動に対して一層のご
理解とご支援をお願いすると共に、懇親を深めること
が出来ました。

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
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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

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！
！

LOBO調査とは？

相談はいつでもどこでも…

税

労

務

務

経

営

LOBO調査12月分結果

“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。

平成24年12月分
●産業別業況DI値（前年同月比）の状況（全国）
11月

12月

3ケ月見通

▲17.9

▲22.6

▲25.4

▲37.6

▲35.9

▲35.7

▲26.1

▲38.9

▲32.3

▲39.9

▲41.9

▲42.3

▲27.9

▲30.9

▲35.8

建 設 業

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

〜業況ＤＩは、悪化。先行きは慎重な見方が続く〜
12月の全産業合計の業況ＤＩは、▲34.1と、前月から▲3.0ポイントの悪化。先月中旬
からの円安傾向は好材料であるものの、中国向け輸出低迷が続く製造業は幾分回復するも低
水準で推移。また、今冬の賞与減少に伴う個人消費の冷え込みによる影響に加え、商品の多
様化や低価格化により新規顧客の取り込みを図る大手チェーン店の攻勢に晒されている小売
業・飲食業など、地域の中小企業を取り巻く環境はさらに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▲35.1（今月比▲1.0ポイント）と、
ほぼ横ばいの見込み。最近の円安・株高
傾向に加え、政府による経済対策や中国
好調
まあまあ
不振
特に不振
（50＞DI≧25） （25＞DI≧0） （0＞DI≧−25） （−25＞DI）
経済の回復に対する期待感がみられるも
のの、電力料金の値上げ、所得の減少に
※DI値＝（好転した企業割合％）−（悪化した企業割合％）
伴う消費マインドの低迷など、楽観でき
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
ないことから、先行きは慎 重な見方が
多いことを示す。
続く。

知っておきたい税情報
年末調整・確定申告時に
注意が必要です！

払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者（保険料負担
者）のその年の所得から差し引かれる「生命保険料控除」という制
度があります。税率をかける前の所得が低くなることにより所得税・
住民税の負担が軽減されます。“今までの制度はそのまま”として、
新たに契約する生命保険は、新たな制度の対象になります。

生命保険料控除に関するQ&A

新たな制度による ………………………

Ｑ. いつの契約から新しい制度の対象になるの？
Ａ. 平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、
新しい生命保険料控除の対象となります。なお、
新規の契約だけでなく平成24年以後に契約の更
新があった場合、転換した場合などには、その契
約全体の保険料が新しい制度の対象になります。

Ｑ. 新しい制度での控除額がどうなるの？
Ａ.「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」

「介護医療保険料控除」とも控除額の計算方法
は同じです。計算方法は、以下のとおりです。
旧契約（平成23年12月31日以前に締結した保険契約等）に基づく場合の控除額

年間の支払保険料等

控

除

額

25,000円以下

支払保険料等の金額

25,001円〜 50,000円以下

支払保険料等×1/2＋12,500円

50,001円〜100,000円以下

支払保険料等×1/4＋25,000円

Ｑ. 平成24年以後、年の途中で更新した場合はどうなるの？

100,001円〜

Ａ. 更新した月以後の保険料が新しい制度の対象になります。

新契約（平成24年1月1日以後に締結した保険契約等）に基づく場合の控除額

Ｑ. 新しい制度になって大きく変わる点は？
Ａ. 新しい制度では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険

料控除」に加え、
「介護医療保険料控除」が新設されます。
主契約と特約のそれぞれの保険料は保障内容ごとに3つ
の保険料控除へ分類されます。
①一般保険料控除………生存または死亡に起因して支払
う保険金、その他の給付金に係る保険料
②介護医療保険料控除…入院・通院にとも
なう給付部分に係る保険料
③個人年金保険料控除…個人年金保険料税
制適格特約の付加された個人年金保険契
約等に係る保険料

一律50,000円

年間の支払保険料等

控

除

額

20,000円以下

支払保険料等の金額

20,001円〜40,000円以下

支払保険料等×1/2＋10,000円

40,001円〜80,000円以下

支払保険料等×1/4＋20,000円

80,001円〜

一律40,000円

Ｑ.「平成23年以前の契約」と「平成24年以後の契約」がある場合は？
Ａ.「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」について

は、旧制度と新制度でそれぞれ計算して合計することが
できます。
※詳細については、中小企業相談所までお問い合わせください。
中小企業相談所（上野商工会議所内） TEL 24−0527
上野商工会議所ニュース
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会員 ひろば
永尾珈琲豆挽売店

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市上野魚町2873（上野シティホテル向かい） ☎0595−41−0021
営業時間：9：00〜19：00 定休日：水曜・木曜（祝日の場合は営業）

平成23年10月１日（コーヒーの日）にオープンして
以来、永尾珈琲も１年４ヶ月を迎えることになりまし
た。これもひとえに皆様方のおかげだと感謝しており
ます。
当店は、
オリジナルブレンド酸味のない「くろいり」
コーヒー豆のみを販売しています。くろいりコーヒー
は、酸味がないので口当たりがなめらかなうえ、豊か
なコク、こうばしい香り、まろやかな甘みを兼ね備え

ご協力ありがとうございました

た深煎りコーヒーです。まとめてたておきしても濁ら
ず味が変わりませんので、欲しいときに温めて飲んで
いただけます。お客様から、なめらかですっきりして
いるので飲みやすい、ブラックで飲む方がおいしい、
コクと香りがある等々のお声を頂いております。今ま
でにコーヒーが飲めなかった方、自分の好みの味を探
している方は当店のくろいりコーヒーをお飲みいただ
けたらきっとご満足いただけることと思います。
コーヒーを飲みながら音楽を聴いたり、本を読んだ
り、スイーツと一緒に味わったり、コーヒーと仲良し
なパートナーを見つけるのも幸せなコーヒータイムを
過ごすための秘訣です。今日の一杯のコーヒーはどん
なパートナーと合わせようか?そう考える時間もまた
楽しいのではないでしょうか。
今の時代の中で少しでもゆとりのある時間を持って
いただきたいと思うのとともに、人との出会いを大切
にしていきたいと思っています。是非一度、お気軽に
お越しいただきますよう心よりお待ち申し上げており
ます。

白鳳Café 実習作品展示・販売

12月15日は朝から小雨ではあったが、オープン時間直
前くらいから雨があがり、雲間より薄日がもれ始めた。
10時、生徒たちの「ただいまより白鳳カフェ！オープン
します！」の声とクラッカーが鳴り響き、賑々しく開店。
同時に開店前から待っていただいたお客さんが雪崩れ込
んだ。ケーキ類には数に限りもあり、何時に売り切れる
か、早く売り切れすぎるとケーキを目当てに見えたお客
さんをがっかりさせないか、などの心配があったが、お
客さんの多くは「大根」や「パンジー」、「お正月用の寄
せ植え」
、
「ブルーベリージャム」などの販売物に集中。
Cafeの方のテーブルは待っていただくことなくスムーズ
に回り始めた。
午前中には岡本市長の来店、伊賀ケーブルTVの取材なども重なり混雑したが、午後から混雑が和らぎ落
ち着いた雰囲気で営業できた。結果432名の来場、準備していた130余のケーキはオーダーストップの15時半
にほぼ完売、その他の販売物もほぼ予定していた数を売り切った。
生徒の方も一所懸命動いてはいたものの、まだまだ充分な気配りや対応ができなかったところもあり、今
後に向けた課題も発見することができた。ただ今回は特に本校の特色である専門学科７科のコラボレーショ
ン、連携が進み、各科の取り組みが「うえせん白鳳プラザ」で、一体となりつつある手応えも感じた。これ
らの成果を得られたのは、ひとえに「うえせん白鳳プラザ」（上野専門店会）さんの協力と、伊賀市中心市
街地推進課、上野商工会議所等の方々の後押しがあってのこと。この場を借りて心より御礼申し上げたい。
なお今後の予定については、忍者フェスタ期間中など不定期にはなるが、｢うえせん白鳳プラザ｣を拠点とし
て開催したいと考えている。
白鳳高等学校 教諭
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今年の年男に聞く！
1. 氏名 2. 生年月日 3. 職業
4. 趣味・健康法は何ですか？
5. 今年の抱負は何ですか？
6. 好きな言葉・座右の銘は何ですか？
7. 伊賀市の魅力は何だと思いますか？
8. 尊敬する人物

３．富田木材㈱

３．朝日新聞サービスアンカー
㈱𠮷岡新聞舗

５．若い人と交流、リラックス。
６．和敬。
７．芭蕉。
１．𠮷

岡 正 巳

役員

食しない、早寝早起、20分程度の昼寝。
５．計画中の事業の立ち上げ。

６．謙虚により謙虚に、誠実により誠実に。

６．不易流行、隠忍自重。

７．伊賀の自然と人情。

７．伊賀市が今後未来に向けて取り組む観

８．田中角栄。

１．余 野 部

猛

２．昭和16年２月10日

光・文化・自然等未開発の財産がたくさ
ん残っている事。
８．天野

篤教授、山中伸弥教授。

３．内金商事㈱

代表

代表取締役

４．趣味：アートバルーン。

４．趣味：完成しないデザイン。健康法：バ

健康法：散歩。

ナナをよく食べる。
５．自由自在。

５．健康的に仕事をする。

６．ざっくばらん。曲。

６．中庸。

７．ボタンのかけちがい的情緒。

７．生活がし易い。

８．土光敏夫。

１．内

２．昭和28年６月６日

田 博 久

８．自分に無い物を持っている人すべて。

２．昭和28年６月18日

３．余野部建材㈱

３．薬剤師

役員

４．音楽・美術の鑑賞、読書、旅行等

４．健康法：自転車。

５．年男ということで、ひとつのよき区切り

５．日進月歩。（売上を）前年対比で上回る
こと。

と再生の年になればと思う。

剛

𠮷岡ちよ。

５．自助努力。

３．丸タ田中青果加工㈱

１．余 野 部

𠮷岡長次郎、

４．趣味：ゴルフ、山の手入れ。健康法：偏

２．昭和４年10月15日

１．田 中 愛 一 郎

母

３．会社役員

健康法：散歩、晩酌2合。

田 龍 雄

８．父

２．昭和４年２月２日

４．趣味：読書、ゴルフ。

１．富

会長

４．声楽、茶道、書道。

６．自由、繁栄

６．急がば回れ。

７．秘められた将来性を感じさせるところ。

７．人格、忍者、伊賀肉、伊賀米。

８．ダーウィン、ハイエク、梅棹忠夫、丸山
真男。

２．昭和40年５月８日

１．林

賢 治

８．アインシュタイン。己をつらぬき通す生
き方が尊敬できます。

２．昭和52年３月24日

平成25年の見方・考え方 ～干支「癸巳」にちなんだイイ話～
干支とは、日を数える「十千」
（甲乙丙丁戊己庚
辛壬癸）と月・時刻・方位を表す「十二支」
（子丑
寅卯辰巳午未申酉戌亥）とを順次組み合わせ、年を
表す符号として用いられてきました。ところが、近
年、干支といえば、難解な漢字の符号よりも覚えや
すく親しみのもてる十二支の動物に変わってきまし
た。平成25
（2013）
年は干支でいえば『癸巳』で、動
物では十二支の中で唯一、足のない「蛇」が充てら
れています。
字義的にみると「癸巳年」は、一巡した物事が締
めくくられ、一件落着する巡り合わせの年であると
ともに、新たな創造に向かって出発する年でもあり
ます。25（ニッコリ）と笑顔が絶えない巳（実）の
りの多い年にしたいものです。
竜のことわざに学ぶ人生語録
⃝鬼が出るか蛇が出るか（迷うことなく兎に角やっ
じゃ

てみよ）
人形師が観客の好奇心をそそるために使った口上
で、どんなものが出てくるか、何が起こるか見当が
つかないこと。どんな結果になるのか予想がつきま
せんが、じっとしていても結果は出ませんから兎に
角やってみることです。サントリーの創業者・鳥井
信治郎翁は「やってみなはれ。やってみなけりゃ分
からしまへん」というのが口癖でした。
⃝蛇の道はへびが知る（仲間の情報をもっと知れ）
「餅は餅屋」というように同じ仲間の情報につい
て精通しなければなりません。同じ道に携わってい
る仲間の情報に疎いようでは厳しい生存競争に勝ち
抜き生き残れません。
⃝蛇足をなす（余計なことをするな）
無益なこと、余計なことはしないにこしたことは
ありません。饒舌が流行の昨今ではありますが、時
には黙し、自分の内なる声に耳を傾けるべきです。
じゃ

上野商工会議所ニュース
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☆☆ 合格おめでとう ☆☆

2月16日㈯

第196回珠算能力検定ならびに第106回段位認定試
験において次の方々が合格されました。第196回の
１級合格率は、27.9％でした。難問を突破し、合格
された方々おめでとうございました。

〜KNS collaboration伊賀2012〜

１級
暗算１級

段位
五段

四 段
準二段

川本 粋雪さん（府中小６年）
福永沙梨菜さん（西柘植小４年）
辻村 始温さん（上野東小５年）
藤村 拓生さん（上野東小５年）
藤村 昴生さん（緑ヶ丘中１年）
藤岡 香苗さん（花之木小６年）
中森 創太さん（猪田小６年）
中森 健斗さん（猪田小６年）
内海 麻華さん（河合小６年）
和田 志穂さん（鞆田小５年）
川西 陽南さん（河合小６年）
加藤 倫杏さん（阿山中１年）

次回197回珠算能力検定は、２月10日（日）に実施し
ます。
来年度の検定日程は、以下の通りです。
第198回 平成25年６月23日（日）
第199回 平成25年10月27日（日）
第200回 平成26年２月９日
（日）

ネットワークから始まる新分野の進出
地域の活性化を目的として多様な人的ネット
ワークを構築している関西ネットワークシステ
ム（KNS）と共催し、ものづくり・ひとづくり
の交流フォーラムと工場見学会を開催します。

●フォーラム
基調講演『ものづくり産業こそが日本を救う！』
万協製薬株式会社
代表取締役社長 松浦信男氏
と き 13時30分〜（受付開始 12時30分）
ところ ヒルホテル サンピア伊賀
●工場見学会
フォーラム開始前に、話題提供者でもある北
岡鉄工所さんの工場見学を予定しています。
（希望者のみ）
と き 10時30分〜
ところ ㈱北岡鉄工所
（伊賀市西明寺2231）
お問い合わせ・お申し込み
伊賀市産業振興部商工労働観光課
☎43−2306 E-mail：shoukan@city.iga.lg.jp

三重県の最低賃金は724円（H24.9.30発効）ですが
以下の業種の方は「特定（産業別）最低賃金」が適用されます
特定（産業別）最低賃金

効力発生日

ガラス・同製品製造業

時間額 788円

平成24年12月27日

電線・ケーブル製造業

時間額 808円

平成24年12月27日

洋食器・刃物・手道具・金物類製造業

時間額 805円

平成24年12月27日

電子部品・デバイス･電子回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

時間額 793円

平成24年12月27日

建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業，舶用機関
製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業

時間額 829円

平成24年12月27日

銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業

日 額 5,907円
時間額 739円

平成10年12月15日

一般機械器具製造業

時間額 762円

平成15年12月15日

詳細は…三重労働局賃金室

TEL 059−226−2108

【適用される範囲】
◦地域別最低賃金は呼称にかかわらず、全て
の労働者と使用者に適用されます。また、
特定（産業別）最低賃金は下記の3つの方
等を除く『労働者とその使用者』に対して
適用されますので注意が必要です。
①18歳未満または65歳以上の方
②雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方
③その他当該産業に特有の軽易な業務に従
事する方
【最低賃金の計算方法】
◦精皆勤手当、通勤手当、時間外手当、賞与
などを除いた賃金を日または1 ヶ月の平均
所定労働時間で割って求めます。

または最寄りの労働基準監督署まで

１・２・３月決算期別説明会開催

日 時 平成25年３月７日
（木） 13：30〜15：00（予定）
場 所 伊賀市上野丸之内500 ハイトピア伊賀 ３階 ホール
内 容 「わかりやすい 会社の決算・申告の実務」について
講 師 上野税務署 法人課税部門 上席国税調査官
受講料 法人会員（無料） 非会員 2,000円（事前申し込みが必要）
主 催 社団法人伊賀法人会 伊賀市上野丸之内500 ハイトピア３階
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電話 24−5774

FAX 24−5796

会議所の新しい仲間です
部

会

名

事 業 所 名

（平成24年10月27日〜平成25年１月15日）

代表者名

住

所

業

種

商

業 岡村電器店

岡村

秀幸 伊賀市三田950-10

家電販売・修理

商

業 米田青果店

米田

保幸 伊賀市山出1574-71

青果物等販売

商

業 八百トモ

前

淳子 伊賀市上野西大手町3632-1

青果物・鮮干魚・乾物・缶詰

工

業 プラザ通商

西堀

正行 伊賀市笠部459倉庫2号

紙袋加工業

工

業 ㈲コスモス商工

中井

経雄 伊賀市猪田字沢田3380

発泡スチール加工・販売

建

設

業 山口鉄工所

山口

雅純 伊賀市長田2544

鋼構造物工事業

建

設

業 吉嵜造園㈲

吉嵜

正之 伊賀市笠部489

造園業

建

設

業 ㈱アライブ

沖森

康弘 伊賀市上野恵美須町1684大栄ビル2F 不動産業

橋上

昌典 伊賀市四十九町1102-8

自動車販売等・修理

交 通 運 輸 樹通商㈱

福田

達樹 伊賀市西明寺2789-1

運送業

交 通 運 輸 ㈱中島モータース

三枝

昭夫 伊賀市大内2033-2

自動車販売修理

サ － ビ ス Sourire

坂本

尚美 伊賀市上野茅町2674-6

美容業

サ － ビ ス ㈱晃商伊賀の湯店

新井

義淳 伊賀市久米町687-1

浴場の経営他

サ － ビ ス くうたろう

濱岡

健司 伊賀市緑ケ丘南町3908-19

居酒屋

社 会 文 化 （社福）伊賀昴会

山路

晴朗 伊賀市四十九町2107

障がい福祉サービス事業

社 会 文 化 （社福）維雅幸育会

前田

俊二 伊賀市予野9554

社会福祉事業（障がい者支援事業）

社 会 文 化 （同）三重あおぞらエネルギー 大田

雅美 伊賀市山出1820

創エネルギー事業

特 別 会 員 ㈱賀門

市川

亮太 伊賀市島ヶ原6351

健康食品及びお菓子の製造加工販売

商

業 伊賀ベジタルセンター㈱

田中

星紀 伊賀市問屋町65

卸売業

商

業 ギャラリー翔

三浦

交 通 運 輸 Mｒｔ

Gaｒage

充 伊賀市上野東町2939-2

各種ドレス・洋服販売、企画販売

社 会 文 化 上野公証役場

粟辻

寛明 伊賀市上野丸之内55

公証事務

特 別 会 員 ㈱セイオー技研

西尾

一久 伊賀市阿保1819-2

機械及び住宅設備関連機器の設計・製造・販売、
太陽光発電の企画・設置・販売

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H24年12月末会員数

組織率

2,771件

1,540件

55.58%

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

2月・・・06日・15日
3月・・・06日・15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

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

上野商工会議所ニュース

2013.2.5｜11

上野商工会議所展示コーナー
出展事業者募集（第２弾）
伊賀市中心市街地の活性化を図るため集客・交流・賑わいのある拠点として、会員皆様に愛
される商工会議所を目指して、新庁舎が竣工し１年が
過ぎようとしています。
コミュニティホール内の一角に「展示コーナー」と
して当所会員企業様が生産、販売する商品並びに上野
の代表的特産品を展示しております。商取引の促進と
ＰＲに努めるため、展示ケース（32小間）をご利用い
ただき、ご来場の市民の皆様に郷土の企業・地場産
品を見ていただき大変好評をいただいております。
まだまだ、たくさんの会員様から出展のご希望をい
ただいております。
そこで、より一層関心をもっていただける展示コー
ナーを目指し、年度内に（24小間）追加作製いたします。
つきましては、第２弾出展いただける事業所様を募集いたしますので２月28日までにご希望
の方はご連絡下さい。（21−0527森岡まで）

今月オススメする本書は２０１２年出版流通業界
が選ぶ年間ベストセラーに選ばれた﹁聞く力﹂です︒
私自身︑あまり初対面の方と会話するのが苦手で
すが︑同じ話をしていてもこの人にはついつい饒舌
に 話 を す る こ と は あ り ま せ ん か？ そ れ は そ の 聞 き
手が 聞き上手 だからです︒ビジネスにおいても
日常においても人とのコミュニケーションはとても
大事です︒聞く力が上がればそれだけその人がより
良く理解でき︑新たな魅力が生まれると思います︒
例えば予定調和から離れた脱線話が面白いことはあ
りませんか？ 初対面の人でも上手に会話が出来た
らと思いませんか？ 本書はそんな聞く力が身につ
く対話術のヒントが掲載されています︒
是非試してみてはいかかでしょう？

情報提供 宮脇書店 上野店
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今月のおすすめの１冊

本 のある暮らし

★出展概要★
１、当所会員事業所で自らの企業が生産・販売する商品展示
２、使用料１小間 月1,000円 １年間12,000円（消費税別）
（平成25年4月から平成26年3月まで）１年更新
３、１小間のスペース 奥行き23㎝×よこ44㎝×高さ38㎝ 計24小間
４、その他詳細については事務局にお問い合わせください

「聞く力」
阿川佐和子 著
文藝春秋 刊 定価 840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。

