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平成25年度国・県の政策・予算に関する要望
平成24年７月26日三重県議会棟において「三重県議会・新政みえ」へ三重県商工会議所連合会・県内12商工会議
所が要望した。なお、自由民主党三重県支部連合会へは、後日要望の予定。

１．中小企業振興対策の一層の充実・強化
（経済産業省、財務省、金融庁、三重県総務部、雇用経済部）
（1）緊急経済対策の継続と拡充
（2）県の中小企業対策の基本方針の策定
（3）施策の充実強化
①中小企業振興対策予算の拡充・強化
②法人県民税超過課税の中小企業対策への重点投入の継続
③地域資源を活用し、疲弊する地域社会基盤を再生するための支援の拡充
（4）中小企業金融対策の一層の充実
①県制度資金等公的融資制度（セーフティーネット貸付、小規模企業者等設備資金貸付制度等）の継続
②政府系金融機関（日本政策金融公庫、商工組合中央金庫）の機能維持・拡充
（5）中小企業税制の改正・充実
①生活必需品にかかる消費税の非課税化
②下請け事業者に対する消費税価格転嫁が円滑に図れる措置
③観光産業振興をはかるための、国内旅行費用の「リフレッシュ所得控除」の創設

２．小規模事業者対策の充実
（経済産業省、三重県雇用経済部）
（1）小規模企業基本法の制定ならびに三重県小規模事業者振興条例の制定
（2）小規模事業経営支援事業実施のための財政予算の確保

３．中心市街地・商店街等の活性化対策及び地域振興の推進
（経済産業省他関係省庁、三重県雇用経済部、県土整備部他関係各部）
（1）
「まちづくり３法」の理念を真に実現するための総合支援体制の確立と地域活性化策に対する県の積極的
な指導及び広域調整の強化・充実
（2）高齢化社会に対応した、「消費・生活一体型」のバリアフリーのまちづくりの促進
（3）空き店舗活用にかかる起業家支援及び固定資産税の減免措置

４．雇用問題等労働対策の充実
（厚生労働省、三重県教育委員会、三重県雇用経済部）
（1）次世代の人材育成、職業訓練の拡充
①各教育段階における産業教育及びキャリア教育の実施
②インターンシップ等職場体験の制度の支援拡充

５．豊かな三重をつくる地域の活性化の推進
（内閣府、総務省、国土交通省、農林水産省、経済産業省、三重県総務部、
防災対策課、健康福祉部、環境生活部、地域連携部、雇用経済部、県土整備部）
（1）広域的社会基盤整備の推進
①リニア中央新幹線東京・大阪間の全線同時開通と県内停車駅（亀山市付近）の設置
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② 三重新幹線構想の推進
③「三重・畿央地域」への首都機能移転問題の早期決着
④「伊勢湾口道路」及び「東海南海連絡道」の建設促進
（2）総合交通体系の整備
①新名神高速道路、近畿自動車道紀勢線・熊野尾鷲道路、東海環状自動車道及び第二伊勢湾岸道路の早
期完成
②関西本線及び紀勢本線の全線複線電化並びに利便性の向上
③県内の主要都市における鉄道の立体交差化事業の推進
④県内幹線道路網の整備促進と渋滞緩和（鈴鹿亀山道路、伊勢志摩連絡道、名神名阪連絡道路、北勢及
び中勢バイパスの早期完成、志摩から御座への連絡道・東紀州方面から関西圏への道路整備、国道
368号の四車線化、一般国道等の改良整備と東名阪自動車道及び名四国道並びに市街地における渋滞
緩和策の充実）
⑤国際拠点港湾「四日市港」の臨港道路霞四号幹線の整備促進と物流機能の拡充並びに地域開発拠点と
しての重要港湾「津松阪港」「尾鷲港」の整備
（3）地域活性化に向けた事業展開の促進
①構造改革特区を活用した産業再生の促進と財政的支援
②先端的成長産業の集積をめざすバレー構想の充実
③地域資源を生かした農商工連携や観光振興による地域産業の創出
④関東圏並びに海外等での観光ＰＲ誘客活動の強化及び首都圏での販路拡大と東海エリア、中部圏での
広域連携の促進
⑤産業と観光の連携による新たな地域活性化策の強化
⑥熊野古道を活用した地域活性化の推進
⑦メタンハイドレート開発研究拠点施設の誘致
⑧地球環境に配慮しつつ、安全で安定的な電力供給に向けた電源確保の推進
⑨地元ケーブルテレビを活用した情報提供や情報ツールの充実
⑩みえ企業等防災ネットワークの充実･強化による、自然災害に対する安全安心対策の推進
⑪産業廃棄物対策など環境に配慮した施策の実施と工場立地法の規制緩和
⑫伊勢湾沿い海岸堤防の耐震、補強工事の早期完成
⑬伊勢湾岸自動車道、東名阪自動車道等高速道路内への一時避難場所の設置
（4）周辺地域等、条件的に不利な地域の社会・生活基盤の維持と定住促進
①地域資源活用等による地域経済活力の再生支援
②地域コミュニティーの維持促進支援

今なら、
純新規取扱分のみ
金庫事務取扱手数料無料
（平成24年9月28日迄）
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会議所の動き
第195回珠算能力検定試験実施 ６月24日㈰
２名の方が１級に合格されました。おめでとうござ
います。

小学 4 年生 福井勉人君 小学 6 年生 福井来未さん
です。これからも上を目指して頑張ってください。

『視察研修』開催 ７月６日㈮ 食品工業部会
当所食品工業部会の視察研修に16名が参加し、コ
カ・コーラウエスト㈱の京都工場と㈱丸久小山園の槇
島工場を視察致しました。
コカ・コーラウエスト㈱京都工場は、テーマパーク
さながらのツアー形式で工場見学が楽しめるように
なっています。オリジナルキャラクターの登場する立
体映像によってコカ・コーラの歴史を学んだ後に、缶
を象ったフロアの中から商品の製造工程を見学するこ
とができまし
た。最新の設備
により大量の製
品が瞬く間に生
産されていく様
は圧巻でした。
宇治茶の製造
元として知られ

る㈱丸久小山
園では、伝統
的な製造手法
から品質管理
へのこだわり
まで丁寧な解
説を交えなが
ら抹茶づくり
の過程につい
て紹介して頂きました。また工場見学の後には、自分
で点てた抹茶を御馳走になるという嬉しいサービスも
味わうことができました。
当日は参加者一同、同じ食品製造業者として取り組
むべき問題や課題について参考となる事が多々あり、
また部会員間の親睦を深める意味でも非常に有意義な
一日となりました。

『メンタルヘルス講習会』開催 ７月12日㈭
ハイトピア伊賀３Ｆにて当所主催によるメンタルヘ
ルス講習会を開催しました。三重県産業保健推進セン
ターから林文代先生をお招きしました。
メンタルヘルスの取り組みには、事業主や中間管理
職の「理解」が必要不可欠と言われています。現時点
では、専門家の間でも見解が分かれるほど難解なこと
ではありますが、以下の３点だけは心に留めておいて
ほしいとのことでした。
⃝心・精神の諸問題について、誰もが等しく発症し
うることである。
⃝ケガや病気同様に、適切な治癒行為が必要である
（治癒を心掛けないと悪化していく）
⃝安易に「気の持ちよう」などと個人レベルで考え
ずに、職場改善の契機と位置づける。
メンタルヘルスを考えるにあたり、まずは日頃厳し

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

い環境で頑張っておられる経営者と管理職の方々ご自
身のことに目をむけてください。まずは誰か他人のた
めでなく、経営や管理職の方々がご自身のメンタル面
での健康について特に配慮することが望ましいとされ
ています。
メンタルヘルス対策支援センターとしては、経営者
や管理職の方々がまずはご自身のこととして取り組む
「セルフケア」の重要性を説いています。自分自身の
メンタル分析と対策を意識することから始まります。
その意識を、従業員や部下に対しても広げていって
ください。これを「ラインケア」といい、組織全体に
広げることを目指します。
それをきっかけに、会社一丸となったメンタルヘル
ス対策に発展させ、根付いていくことにつなげていた
だきたいとの事でした。

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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伊賀市議会産業建設常任委員の皆様との懇談会 ７月13日㈮ 郷土産業部会
ヒルホテルサンピア伊賀において郷土産業部会と伊
賀市議会産業建設常任委員会の皆様と「地場産業の振
興について」の懇談会を開催しました。
伊賀組紐・伊賀傘・伊賀焼業界からの現状について
説明があり地場産業従事者の高齢化、外国産が入って
きたことにより価格面では太刀打ちできないことなど
様々な問題があがりました。
観光面でまち中に滞在してもらうこと、三重県の５
つある国指定伝統的工芸品のうち、２つが伊賀にある
ということを行政に理解してもらい、今後建設予定の
芭蕉記念館に地場産業のコーナーを設けるよう要望を

伊賀市に出していく事など、地場産業振興のため活発
な意見交換がなされました。

女性会だより 市民盆踊り大会に参加します！
８月18日㈯に、毎年女性会会員も参加しています、
市民盆踊り大会が上野運動公園噴水横で開催されます。
午後６時より７時45分の間、江州音頭や芭蕉ふるさ
と音頭を踊ります。毎月練習を重ねておりますので、
皆さん是非ご参加下さい。
また、毎月原則第１金曜日に「The BASHO」だけ
でなく「芭蕉ふるさと音頭」
「にんにん体操」も練習
しておりますので、美容と健康・踊りの継承の為、み
なさんのご参加をお待ちしております。

青年部だより 『７月例会』開催！

７月11日㈬

今月の例会はDX委員会の担当で、伊賀の達人とふ
れあおう「まいことばが、まいおりる」をテーマに書
家の橋本眞衣子様をお招きし、実際に目の前で橋本先
生に書を書いていただく体験型の例会を開催致しまし
た。各委員会ごとに委員会名とスローガンをもとに、
実際に先生の前にメンバーが座り、先生がメンバーか
ら感じるパワーを書にしていただくところを体験しま
した。最近パソコン・スマホ等の活字に慣れすぎてい
るなかで、手書きの大切さを改めて感じ、仕事をして
いくなかでも、すべて活字というのではなく、名前だ
けでも手書きで気持ちを伝えようという思いになりま
した。また、
今回の例会は、過去最大の50名のメンバー

が参加し、盛大に有意義な例会を開催することができ
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

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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夏の恒例！ 伊賀市最大級イベント

にぎわい！
フェスタ2012

8

上野運動公園周辺

SAT

午後8時〜午後9時

18 伊賀市市民打ち上げ花火大会

ゆるキャラフェスタ
午後4時〜

小雨決行

雨天決行・荒天中止

市民盆踊り大会
午後6時〜

小雨決行

いが☆グリオなどのゆるキャラによるイベント、盆踊り大会で前夜祭を盛り上げます。
メインは「夜空へ届け 市民のチカラ」と題し、夜空に花火が打ち上げられます。

8

上野銀座通りおよび本町通り周辺 歩行者天国

19 楽市楽座

SUN

雨天決行
（警報発令時は中止する場合があります）

正午〜午後9時

周辺商店街や地元企業によるブース、県内外からのフリーマーケットが一堂に集まる「楽市」！
ストリートパフォーマンスやステージイベント、アート作品展示などを行う「楽座」！
！
当会議所・青年部も参加し、来場者出展者みんなで楽しめるお祭りです。
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同時開催

8月19日

12：00〜21：00
上野シティホテル北側駐車場

（市民夏のにぎわいフェスタ2012会場内）

ス

ー
リ

ンプラ
タ

景品GET!!

上野商工会議所地域活性化事業
本町通り

㈱ミルボン
中外医薬生産㈱

㈱杵松

森本芭蕉堂
㈲アイジィエー

㈱ナベル

近畿大学 上野東
工業高等 ロータリー
専門学校 クラブ

上野ガス㈱・
上野都市ガス㈱

㈱三重県
建築士会

三重大学伊賀研究拠点
㈱石井工作所

※1人1回限り

FLIGHT LIVE

㈱サンフレンド

■1 s t 12：30〜

■2 n d 14：30〜

アンサンブル宙（SORA）LIVE

森大建地産

■1 s t 13：30〜

花垣亮志 LIVE

景品交換所 上野印刷㈱
休憩所

■1 s t 15：30〜

三晃工業㈱

ダーツ de BINNGO
■1 s t 17：00〜

中部電力㈱
伊賀営業所

emi-sauce with 井上歓喜 LIVE
■1 s t 18：00〜

studio SEVILLA LIVE

BUNTO
ステージ

出展企業名
森本芭蕉堂

BUNTOステージ

Ｎ

休憩用ベンチ

ブースを廻って
スタンプを集めて

伊賀の産業展

■1 s t 19：15〜

出

展

内

容

かたやき、あん入りかたやき、自家製酵母の手づくりパンの販売。

（株）ナベル

親子でチャレンジ！ジャバラ製作体験。

（株）杵松

煎餅・ゼリーの販売。

（有）アイジィエー

自社製品のピザ窯で手造りピザの体験及び販売。

中部電力（株）伊賀営業所

発電自転車・手回し発電機による実験・環境パネル展示・節電PR。

近畿大学工業高等専門学校

ロボット展示及び実演。学校案内。

森大建地産

廃材を利用してあなただけのグッズ作りをお手伝いします！

三晃工業（株）

太陽光発電システムのモジュール設置。設置写真、シュミレーション及び実績表のパネル展示。

（株）サンフレンド

新築、住宅リフォームPR、子供部屋リフォームPR。喫茶。

（株）ミルボン ゆめが丘工場

頭髪化粧品の展示と紹介。ミニサンプルの配布。

中外医薬生産（株）
（株）石井工作所

医薬部外品の販売。暑い夏を中外医薬のドリンクで乗り切ろう！
沈没防ぐ船のポンプ、水没防ぐ陸のポンプ、皆の役に立っている。

上野ガス（株）・上野都市ガス（株） 燃料電池「エネファーム」と太陽光発電展示・ガスでできる節電対策・お子さま向けゲーム。
三重大学伊賀研究拠点

子ども向けミニ工作「うきうきアヒルちゃんを作ろう」

上野印刷（株）

伊賀のこだわりグッズ紹介＆販売。
協

（社）三重県建築士会
上野東ロータリークラブ

力

団

体

建築士会のＰＲと光るどろだんご作り。親子で楽しめます。
チャリティーバザー。

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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会員 ひろば
花屋

あなたの会社やお店を
PR致します！
！
ハ ナ ハ ク

伊賀市上野丸之内500番地（ハイトピア内） ☎0595−42−8789
営業時間：9：00〜18：00 定休日：木曜日

エンジェル

もうすぐお盆。お供え用の仏花がたくさん入荷してい
ます！
店内にはいつも色鮮やかでみずみずしいお花がいっぱ
い。切花・生花はもちろん、ご贈答用のゴージャスな洋
蘭の鉢花、プリザーブドフラワーなども取り揃えており
ます。ラッピングもいたしますので、お気軽にご用命く
ださい。お盆用仏花をた
くさんご用意して８月15
日まで休まず営業いたし
ておりますので、ぜひお
こしください。
生花・アレンジ教室、
発表会などお花がご入り
用の方、ご予約承ります。

㈲フードセンター八百半

伊賀市上野丸之内38−1（ハイトピア東）
☎0595−21−0608

いつもご愛顧いただき誠にありがとうございます。
この度、７月24日より店内特売といたしまして、
もうけを度外視した『¥260弁当』を始めさせて
いただきました。今後とも頑張っていきますので、
より一層のご愛顧お願いいたします。

クリップからオフィスプランニングまで
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は目標に至りませんでした。
期間中、会員皆様のご支援ご協力に対しまして厚く
お礼申し上げます。
なお、キャンペーンは終了致しましたが、会員事業
所様の福利厚生の向上と企業経営の安定の為、更なる
共済制度の推進を図ってまいりますので今後ともよろ
しくお願い申し上げます。

共済キャンペーン！
！
！ご協力のお礼
５月 14 日から６月 15 日の１か月間にわたり三重県
下商工会議所統一共済キャンペーンを実施いたしまし
たが、当所は生命共済の加入者部門で５位の成績で終
了いたしました。
口数部門も目標には達成いたしましたが、個人部門

上野商工会議所

会員の動き

20

23

14

組織率

2,771件

1,523件

54.96%
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８・９ 月 主 な 事 務 局 行 事
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H24年6月末会員数

８月
１日・第１回通常会員総会（鈴鹿）
２日・ 市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会
３日・ 第１回伊賀市障がい者自立支援協議会
・県下共済担当課長、担当者会議
・女性会踊り練習
８日・伊賀上野城下町のおひなさん実行
委員会
・青年部例会
９日・会員サービス委員会
日・第１回さくらの会役員会
日・鈴鹿ＣＣＩ青年部 周年記念祝賀
会（鈴鹿）
日・青年部役員会
日・交通運輸部会役員会
日・市民夏のにぎわいフェスタ
日・サービス部会視察研修（岐阜）
日・上野天神祭振興会
・第 回緊急雇用連絡会議
日・工業部会 新入社員及び若手社員
研修会
日・第５回三重県連交流委員会 魁塾
（青年部）
日・スイーツコンサート
日・異業種交流懇談会視察研修
（滋賀）
・観光部会「地域資源観光」会議
日・指定管理者選定委員会
・くの一理事会
・電話応対コンクール事前研修会
日・わいがやミーティング
・商業部会役員会・総会並びに伊賀
市議会議長・産業建設常任委員会
との懇談会
日・第５回専務理事会議

９月
１日・第４回県連大会亀山大会
（青年部）
５ 日・ 三 重 県 Ｃ Ｃ Ｉ 女 性 会 連 合 会 総 会
（鈴鹿）
７日・女性会踊り練習
～ 日・簿記教室
日・進行管理プロジェクト
・逸品フェア内覧会
～ 日・逸品めぐりツアー
日・ 伊賀市総合防災訓練（阿山運動公園）
日・ 金 融 理 財 部 会 で ん さ い ネ ッ ト
ワークセミナー
日・第１１６回通常会員総会、会
員大会（東京）
19 16 14

～

19

商工業者数

上野商工会議所広告原稿 _81×177

という
官
衛
自
夢へ向
かって

平和を、仕事にする。

知れ
ば
知る
ほど
�
誇れ
る
仕事
！

『空を守る』

『陸を守る』

自衛官候補生

「自分の道」を極める！
日頃は、自衛隊活動にご理解とご協力を賜
り、ありがとうございます。
現在自衛隊では、自衛官候補生をはじめ、
防衛大学校等の制度説明会を随時開催して
おります。
■イベント情報

ふ れ あ い コ ン サート i n 名張

『海を守る』

「プロフェッショナルへの近道」

一般曹候補生

「エリートへの登竜門」

防衛大学校

「看護師への道」

看 護 学 生

とき：９月８日（土） 開演１４：３０ （開場 14:00)
※入場整理券等については、伊賀地域事務所まで
お問い合わせください

自衛官を募集しています。

「パイロットへの道」

■お問い合わせ
防衛省・自衛隊

航 空 学 生

伊賀地域事務所

TEL.0595-21-6720
伊賀市緑ヶ丘東町 1023-1

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

8月・・・01日・17日
9月・・・05日・21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

2012.8.6｜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

平成23年1月から、個人事業主の
「共同経営者」も加入できます！
一事業主につき「２名」まで。
事業主 共同経営者

事業主 共同経営者

加入できない

2名まで加入できる

※詳しくは下記連絡先まで

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

LOBO調査とは？

LOBO調査6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。

〜業況ＤＩは、悪化。先行きへの不安は依然根強い〜

平成24年6月分
●産業別業況DI値（前年同月比）の状況（全国）
5月

6月

3ケ月見通

▲24.9

▲19.1

▲19.6

▲7.5

▲13.7

▲22.4

▲14.0

▲14.5

▲15.1

▲29.3

▲34.2

▲37.4

▲13.8

▲21.5

▲22.7

建 設 業

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

６月の全産業合計の業況ＤＩは、▲21.3と、前月から▲3.8ポイント悪化。製造業では、
エコカー補助金等が下支えしているものの、超円高等を背景に海外移転や海外調達が加速し
ていることから受注減少が著しい。また、小売・サービス業では、大手専門店（ドラッグス
トア・ホームセンター等）、飲食店の出店増に伴い顧客争奪が一段と激化していることが影
響。なお、業況等のDIは、比較対象の前年同月（2011年６月）が、震災後、大きく低迷
していた時期であることに留意が必要。
先行きについては、先行き見通しDI
が▲24.7（今月比▲3.4ポイント）と、
悪化する見込み。欧州の財政金融不安に
好調
まあまあ
不振
特に不振
（50＞DI≧25） （25＞DI≧0） （0＞DI≧−25） （−25＞DI）
伴う海外経済の減速や、今夏の電力供給
不足による事業活動への影響、住宅エコ
※DI値＝（好転した企業割合％）−（悪化した企業割合％）
ポイント制度、エコカー補助金終了によ
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
る内需の反動減等の懸念から、先行きへ
多いことを示す。
の不安は依然根強い。
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長所と短所は表裏一体
職場には、気の合う人もいれば、そうでない場合
もあります。私たちは＜気の合う同士が一番いい＞
と考えがちです。しかし場合によっては、人の美点
が見えなくなってしまう事態も起きかねません。
同じ方向からしか見なくなったり、逆にお世辞ば
かり言い合う可能性もあります。人は「なくて七癖」
と言われるほど、様々な癖を持っています。異論が
あったり、
様々な見解があるのは当たり前なのです。
例えば子供は、親が「ダメだ、ダメだ」と何かに
つけ手を出し、過保護に育てると、ついには依頼心
の強い、
自主性の乏しい子になってしまうものです。
「言って聞かせて、して見せて、褒めてやらねば、
人は動かじ」という先人の言葉があります。短所や
欠点ばかりに目を向けていたのでは、褒める術があ
りません。長所と短所は一枚の紙の表裏を見るよう
なものです。
裏には裏の良さを見いだし、表には表の良さを感
じてこそ、その存在価値が発揮されるのです。
職場の教養 より転載

こ と ぶ き？？
友人が結婚する。同級生仲間から婚活を勧められ
ていただけに本当にめでたく、盛大にお祝いをすべ
く話をすすめていた。そんな彼女であるが、どうや
らこれを機に勤めている会社を退職するらしい。い
わゆる「ことぶき退社」というもののようであるが、
どこか浮かない顔をしていたので聞いてみた。
直接言われたわけではないが、周囲の社員から、
「結婚したら家庭に入って、育児や旦那さまのお世
話を」と言われるようで、退職しなければならない
雰囲気だとか。実は彼女、結婚後の生活についてビ
ジョンを持っていた。彼の両親と同居し、家族分担
して家事や育児をしようと話し合っていたそうであ
る。仕事にもやりがいを見出していただけに先ほど
の手荒いお祝いの言葉は寂しく感じたそうだ。
「自分が家事や育児を担当すれば、夫は仕事に専

入場無料
平成24年度
経済産業省中小企業庁委託

「企業の社会的責任と人権」セミナー
日

時

2012年９月４日（火）
13：30〜17：30
（12：40より受付開始）

場

所

ドーンセンター ７F ホール
（大阪市中央区大手前1−3-49）

申込締切

8月28日（火）締切
公益財団法人 人権教育啓発推進センター
「企業の社会的責任と人権」セミナー事務局
〒105−0012
東京都港区芝大門2−10−12
KDX芝大門ビル4F
TEL 03−5777−1802㈹
FAX 03−5777−1803
Eメール：csr2012@jinken.or.jp

念できるのだろうか」と、彼女は言う。「確かにそ
れが役割分担かもしれない。しかし、夫はこれまで
の二人分の収入を得るために必死になり、私は家
事・育児ばかりでノイローゼになるかもしれない。
これで健全な夫婦生活を営めるのだろうか。」と続
けられ、ようやく気づいた。恋愛していた時期は、
お互い対等であったのに、結婚してから勝手な役割
分担で妻に仕事と家事・育児を押し付けていた私が
いた。妻には感謝していたが、どこか女性がそれを
するのが当然だと勘違いしていた私がいたのだ。
男女共同参画やワーク・ライフ・バランスなどと
いう言葉を耳にするようになってきた。夫婦や家族
のあり方はそれぞれあって、どれが正しいというこ
ともないが、夫婦や家族が円満であるためにも、こ
の言葉の意味を考えてみる必要がありそうだ。
ワーク・ライフ・バランスとは
仕事や生活のどちらかを犠牲にすることなく、それぞれを
バランスよく充実させていく考え方です。

上野商工会議所ニュース
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まち婚 レストラン
パーティー
日時

2012年

9月23日

受付開始 17：30・Start 18：00・End 21：00

場所

伊賀市上野中心市街地

（集合

伊賀の街中の

ハイトピア伊賀３F 上野商工会議所）
●参加資格

伊賀市に興味、関心を持ち
素敵な出会いを求めている
独身男女25歳〜45歳まで

●募集人数

100名（男女各50名）

●参加費用

男性5,000円・女性3,000円

おしゃれな空間で
大切な人に出会う
ひと時を演出…
▶お申込み・お問合せ

上野商工会議所総務課

〒518−0873 伊賀市上野丸之内500番地
TEL
（0595）
21−0527 FAX
（0595）
24−3857
E-mail：info@iga-ueno.or.jp

ぜひ！ご参加下さい。

上野商工会議所・三重県商工会議所連合会

毎日の仕事をこなしていく上で﹁時間がない﹂
﹁こ
れって無駄じゃない﹂と思うことはありませんか？
日本人独自 の美徳 とでも言う﹁まじめ﹂︒しかしこ
の﹁まじめ﹂はビジネスにおいては不必要な事があ
ります︒例えば上司にサインを貰うだけなのに︑上
司の忙しさを感じて遠慮してしまい何十分︑何時間
と待つこともありますね︒上司を気遣い︑礼儀をもっ
て 待 つ︒﹁ま じ め﹂で︑忠 節 で す ね︒で も こ れ っ て
ビジネスにおいては無駄ではないでしょうか？
﹁時は金なり﹂という諺が示すように時間は貴重
です︒本書はそんな会社で効率よく仕事を行い︑生
きぬく﹁武器﹂を簡単に身につくテクニックを紹介
しています︒
大切な時間を有効に使い社会で通用するスキルを
手に入れ仕事がデキル人間になってみませんか？

情報提供 宮脇書店 上野店
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※参加者には詳しい要項をお送り致します。

後援：伊賀市

今月のおすすめの１冊

本 のある暮らし

主催：

▶申込方法
郵送・FAX ・E-mail又は直接提出でもOKです。
〆切８月31日㈮ 但し定員となり次第締切。

「99％の人がしていないたった1％の仕事のコツ」
河野英太郎 著
ディスカヴァー 刊 定価 1,400円（税別）
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。

