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おめでとう新社会人一年生のみなさま
第54回新規学卒就職者激励会＆セミナーが開かれる

伊賀管内事業所に今春就職された新社会人を一堂に集めて行う「新規学卒就職者激励会」と「会社ですぐに実
践できるビジネスセミナー」を上野商工会議所と伊賀市商工会との共催・伊賀市の後援により４月18日に開催い
たしました。当日は、地元企業30事業所76名の出席で、来賓に内保市長、北出市議会議長、奥市議会副議長をお
招きし、激励のお言葉をいただきました。
木津会頭から「皆様はそれぞれの仕事を通して、社会のお役に立ち、自立をされる立場となられました。皆様
のお仕事は貴賎上下の差はありません。どのお仕事も奥が深く、幅も広い。すぐに身に付くことではなく、種々
の試練が待ち受けておりましょう。仕事に真剣に取り組み、仕事を通し自らを鍛え、長い一生を生き抜いて行く
力を養って下さい。」と激励の言葉がありました。
第２部のセミナーでは、社会人としての心構えや接客マナー・電話応対や名刺交換の仕方等を実演を交えなが
ら学びました。
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「 誓いの言葉 」

寒く長かった冬もようやく終わり、誠

にのどかな春のよい季節となった今日の

良き日、本年度就職させていただきまし

た私達のために、このような盛大な歓迎

の集いを催していただき、誠にありがと

うございます。

また、ご来賓の皆様方には、公私何か

とご多忙にもかかわりませず、ご出席い

ただきました上、ご丁寧なご祝辞、なら

びに心温まる激励のお言葉を頂戴し、一

同、感謝と感激の思いで一杯です。

今日の日本経済はリーマンショックを

発端とした世界同時不況や、昨年発生した東日本大震災、また歴史

的な円高などの影響で、日本経済は深刻な状況であるといえます。

また、政治・国際問題においても、多くの問題や課題が存在します。

そんな中で、私達はまだまだ未熟でありますが、今日まで多くの

ことを学んで参りました。社会人としてのスタートを切った今、初

しかし、自然と歴史と文化溢れる伊賀の地で働けることを誇りに

めての経験に対する不安な気持ちもあります。

思い、今日の決意と感謝の念を忘れることなく、強い責任感と仕事

への情熱を傾け地域社会の発展のために最善を尽くす所存でござい

ます。

簡単ではございますが、一同を代表いたしまして誓いの言葉とさ

せていただきます。

平成二十四年四月十八日

中外医薬生産株式会社

清 水 貴 博

新規学卒就職者激励会
セミナーに参加して

心の器

今回の新規学卒就職者激励会は、多くの市内で就職した新
社会人が一堂に集う機会となり、これから地域の発展を担う
べく共に新たな一歩を踏み出した方々と交流することで私自
身も大きな刺激を受けることができました。
セミナーでは、日々の心構えに始まり、挨拶の仕方やお客
様の応対、名刺交換のルールなど、社会人として問われる基
本的なマナーについて幅広く学ぶことができました。実践的
な練習を交えての講義も多く、教えていただいたことを体に
染み込ませて覚えるべく最後まで緊張感を持って取り組めた
と思います。特に、電話応対の流れについては実際にシミュ
レーションをしたことで、自分でも上手くできそうだという
自信がつきました。
今回最も印象に残った内容は、よりよい人間関係を築くた
めには常に自分から積極的に行動する姿勢を持つことが大切
だ、ということです。私は慎重な性格なので、慣れない仕事
に取り組むことには躊躇しがちです。しかし、失敗を恐れる
ばかりでは成長に結びつきません。組織の一員として力にな
るために、どんな困難もプラスに考え様々な仕事にチャレン
ジしていかなければと感じました。
社会人になってまだ間もないですが、今後様々な方々と仕
事でご一緒する機会が待っているだろうと思います。その際
に今回のセミナーで学んだことを実践しながらコミュニケー
ションを図り、皆様から信頼して仕事を任せていただけるよ
うな存在を目指していきたいと思います。
（Ｔ・Ｋ）

他人の忠告を素直に「ハイ」と受け
きることは、難しいものです。「言う
は易し行うは難し」という諺があるよ
うに、忠告をされた側としては、納得
がいかないこともあるでしょう。忠告
を受けた際、心の中で 〈そんなことは
言われなくてもわかっている〉 と反発
を持ってしまうものです。しかしこう
した状態では、新たな気づきを得るこ
とはできません。なぜなら、心の器
が 〈わかっているさ〉 という気持ちで
一杯だからです。コップが水で一杯に
なっていると、それ以上注ぐことはで
きません。同じように、心の中が 〈言
われなくてもわかっている〉 という状
態で満ちていると、新たな学びを受け
入れることはできません。
わかっているつもりでも、実行でき
なければわかっていないのと同じで
す。心の器を空にして受け止めた時に
こそ、新たな気づきが得られるのです。
「わかっている」という気持ちを捨て
去り、自己の器を広げていきましょう。
上野商工会議所ニュース
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ハイトピ ア伊 賀

グランドオープンイベント
土
2012.5.12●
10：00〜16：00

ハイトピア伊賀全館
伊賀市上野丸之内500

1F グリーティングフロア
グリーティング＆ウェルカム演奏
（①10：00〜10：30 ②10：45〜11：15）
着ぐるみ&アムールサクソフォンアンサンブルが
お迎えします。
スタンプラリーカード配布&抽選会

先着500名様

1F 2F テナントフロア［終日］
各テナント店による当日限定イベント開催！

3F コミュニティーフロア
「フラオ モアニケアラ」フラダンスショー
（11：30〜12：00）
キャラクターと記念撮影会
（①12：30〜13：00 ②13：30〜14：00）
ICT子どもテレビ局 開局
忍びの館 忍者シミュレーションゲーム
［終日］
和・ハイトピア伊賀もん忍び茶処
伊賀白鳳高等学校パティシエカフェ
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4F 伊賀もん地物市フロア［終日］
長谷製陶（伊賀焼陶器市）
ＪＡいがほくぶ地物市
親子食育教室「伊賀・味の教室ワークショップ」
伊賀白鳳高等学校ブース
「手づくり こだわり」タカラモノイチ
子どもランド「プレイルーム」

5F ふれあいステージ
スマイルプリキュア ! ショー
（①10：30〜11：20 ②14：15〜15：05）
アムールサクソフォンアンサンブルコンサート
（①12：00〜12：30 ②15：15〜15：45）
ソウルフラワー（ストリートダンスグループ）
（12：40〜13：20）
爆笑ライブ
（13：30〜14：00）
伊賀今昔写真館 ［終日］

【主催】伊賀市・上野商工会議所

㈱俳都ピア（旧上野産業会館）・中京銀行

会員 ひろば
和風イタリアン アルベルゴ八百新

あなたの会社やお店を
PR致します！
！
伊賀市上野中町2988 ☎0595−21−6849
営業時間：午前11時半〜午後11時 定休日：第3水曜日

私は八百新のシェフに３年前に就任し、新しい商品の開発を携わるなか、野
菜農家の鳥獣被害の話を聞き無駄に鹿肉・猪肉が破棄されていることを聞き何
とかこれを生かせないものか思案いたしました。しかし、自分で食べるならい
ざ知らず、レストランでお客様に提供するとなると、肉の安全・衛生の問題か
ら、そこらの肉を扱うわけにもいきません。
その頃、たまたま読んだ新聞に瀬古さん（鳥獣屋）が紹介されており、宮川
村を訪ねるきっかけとなったのです。瀬古さんとお会いして、三重県の自然の
豊かさや猟師料理などを教えていただく傍ら、食糧としてのハンティングの難
しさなどを教わりました。そしてお土産にいただいた鹿肉を試食した時、これ
まで食べたどの鹿肉より美味しく、これが瀬古さんがいう食材としてのお肉な
のだと実感いたしました。
日本では太古よりジビエ（鹿・猪などの狩猟鳥獣の意）は貴重なたんぱく源であり食糧でした。江戸時代に
は “もみじ” “山鯨” などと呼ばれ、医療食としての需要はありましたが、仏教の戒律でながく肉食を禁じたこと
により、現在では食卓にあまりなじみのないものとなってしまいました。ジビエは、飼育されたものと違い、運
動量が多く健康で自然の餌を食べていることから肉の旨味が格段違います。また、抗生剤などの汚染がなくより
安全な食材です。また、鹿・猪は豚や牛と比べヘルシーでその栄養価が抜群に高いことから、もっともっと食べ
られたい食材です。
アルベルゴでは、現在、鹿のカルパッチョ、鹿の香草焼き、猪のソテーなどがあり当店の人気商品となってお
ります。これまで販促活動は、さほどしてきませんでしたが、お客様の中には根強いファンがすでにいるようで
す。よく、お客様にジビエを美味しく食べられる調理方法を教えてほしい聞かれます。私の答えは、「調理方法
も大切ですが、適切に扱われた肉は美味しい。
」と答えています。ジビエは獲られる場所、時期、ハンターの腕
など諸条件が満たされれば、わざわざ難しいレシピを用いる必要はないのです。素材自体素晴らしいのですから。
料理の知識がさほどなくても家庭でも美味しく食べていただけます。
三重県では多数の鹿の個体が確認されており自然は豊かです。豊かなだけに鳥獣被害は後を絶たず、毎年莫大
な被害が報告されています。せっかく獲られた鹿も流通がないことから現在、無駄に捨てられているのです。鳥
獣は臭くてまずいというイメージと高価であるということで食べられないのです。適切に獲られたジビエは美味
しいのです。鹿肉が美味しいといわれる奈良の大台ケ原の裾野は三
重県に続いており猟師の腕さえあれば三重県のジビエは食材として
最高級の鹿肉となるのです。そして流通が整備されれば、価格も適
正になり消費は拡大し経済も潤うのです。現在、山間部での人口の
流失や、ハンター高齢化や減少に伴い人が山に入らなくなったこと
や、近年の暖冬化による鳥獣の活動範囲が広がったこと、相次ぐ森
林破壊により鳥獣被害が深刻化している昨今、自然の恵みを生かし、
農業を守り、生活も守る。ジビエ料理を扱うことはそのことに繋が
っているのです。ジビエ料理を扱うことで少しでも鳥獣被害のお役
にたて、それが経済となること。また、当店で扱うことで少しでも
ジビエの啓蒙活動の一役を担えれば幸いです。

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）

業務部

059−354−9971
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会議所の動き
『第３回伊賀発･･･食品産業フェスタ』開催 4月13日㈮〜15日㈰ 食品工業部会
アピタ伊賀上野店に於いて、『第３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、
『伊賀のじばさんまつり』の昨年12月
の催しに続く第４弾で、〜日頃の感謝をこめて〜を
テーマとして掲げました。上野商工会議所の食品工業
部会関係の商品を伊賀市民の方に広く紹介する機会を
設けることで、企業の販路拡大・顧客増大につなげて
いくことを目的に実施致しました。
今回の催しでは、伊賀銘産の和菓子・パン・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13社に参加いただき、地場産の

食品を一堂に紹介、販売
しました。また、伊賀市
のキャラクターにん太と
しのぶも登場し、お子様
連れのお客様にも楽しん
でいただくことができま
した。
お客様からは、「出展
が充実していて、地元のなじみのお店からも新たな発
見があった」との声もいただきました。12月には次回
開催も予定しており、今後も地元企業のPRのための
良き場として更なる事業の推進を目指していきます。

伊賀の里魅力満載！ ウォーキング 4月8日㈰
本行事は「JR関西本線電化を進める会」と共催し、
今年で４回目を迎えます。当日10時15分、JR関西本
線の上り下り双方から参加者総勢80人が集い、当会議
所木戸専務理事による挨拶の後出発しました。参加者
は４つの班に分かれ、各班一人ずつの “伊賀の語り部”
に案内をしていただきました。
当日は好天に恵まれ、各地で桜が見ごろを迎えてい
ました。特に、開化寺では大きな枝垂れ桜と三重塔が
非常に見事でした。特別に開放していただいた「上野
高校旧明治校舎」「史跡旧崇広堂」の見学の後、伊賀

名物 “かたやき” の製造
直売を営む鎌田製菓様の
ご 協 力 に よ り、 製 造 工
程見学と試食を行いまし
た。最後に、竣工間もな
い「ハイトピア伊賀」を
ご紹介し、３Ｆのオープ
ンスペースで昼食休憩としました。
ウォーキングの心地よい疲労感と、伊賀のまち再発
見に、参加者の皆さん満足いただけたことでしょう。

法律無料相談会 4月21日㈯ 社会文化部会
社会文化部会主催で、弁護士、行政書士、司法書
士、税理士、労務士、土地家屋調査士の先生方をお招
きして開催されました。弁護士や司法書士の先生方か

らは、法律や税務関係・就労制度等を含めた多角的な
視点で、相談者にとって最善となるアドバイスをいた
だきました。

菜の花まつり 4月22日㈰ 観光部会
当所観光部会では、忍者文字（＊）なるものを観光
資源として推進しています。その一環として、本年度
の菜の花まつりに協賛イベントとして参加しました。
今年はあいにくの雨天のため、旧丸山中学校体育館で
開催されました。
当所観光部会は「菜の花畑に隠された忍者文字を
解読せよ」と題し、周辺に隠された忍者文字を見つ
けて暗号を暴くという方式で行いました。会場全体
に暗号を設置することで、回遊性を高めて活性化に

寄与することを狙ったものとしました。主に、親子
連れ・中学生グループを中心に50人程度の方にご参
加いただけました。
小さなお子様だけでなく、大人の方にも一緒に楽し
んでいただけました。幅広い年代の方にも対応できた
ことで、今後の展開に手ごたえを感じ取れたものとな
りました。
＊忍者文字…伊賀忍者だけに伝わる秘密の文字で、知らない人
には文字と認識できないところに特徴があります。

株式会社 堀川商店

石油商品・自動車関連商品・車検
業務用洗剤・肥料・農薬・園芸資材
庭園防除等の販売・配送・作業
本社

〒518−0841 三重県伊賀市上野恵美須町1606番地
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カード

ポンタ
堀川商店でポイントが
ポンポンたまる！つかえる！
本社事務所

〒518−0127 三重県伊賀市山出1965番地
TEL 0595−21−0128 FAX 0595−21−0129

『スイーツコンサート』開催 4月22日㈰
ハイトピア伊賀３階で、音楽家の澤しのぶ、宮本裕
紀子両先生をお招きして、盛大に開催されました。約
50名の方にご来場いただき、おいしいスイーツととも
にピアノとフルートの音色に酔いしれました。クラ
シック音楽が誰にでも楽しめるように演奏され、大変
有意義な時間を過ごすことが出来ました。

『ヨガ講座』開催 4月22日㈰ 社会文化部会
社会文化部会主催のヨガ講座がハイトピア伊賀３階
にて開催されました。受講者は会員・一般市民合わせ
て約30名で、堀川ヨガスクール＆ホリスティッククリ
ニック代表の堀川郁子先生から、ヨガポーズ、体と心
リラックス法、また、ヨガ的ライフスタイルを教わり、
一同真剣に受講しました。

女性会だより 女性会会員募集！
女性会では随時新会員さんを募集しています。会員
相互の親睦と連携を密にして、女性経営者の向上と商
工業の振興を図り社会福祉の増進に寄与することを目
的とし活動しています。
活動内容は・・・
５月に総会、天神祭にはだんご茶屋開設、秋には視
察研修、来年２月には新春懇談会開催予定です。その

他、県下女性会連合会事業や全国大会に参加したり、
資質向上のための講演会開催や、地域貢献のため活動
しております。
ご加入のお申込みは、事務局まで気軽にご連絡下さい。
５月23日に総会を上野商工会議所（ハイトピア３階）
にて開催いたします。ぜひご参加下さい。

青年部だより 『青年部通常総会・卒業式』開催！
上野商工会議所ホールに於いて、平成24年度通常総
会を開催致しました。
総会では、第１号議案＝平成23年度事業報告並びに
収支決算報告について、第２号議案＝役員改正につい
て、第３号議案＝平成24年度事業計画（案）並びに収
支予算（案）について、それぞれ原案どおり可決され
ました。
また、平成23年度卒業された方は次の３名です。青
年部会にご尽力下さいましてありがとうございました。

4月11日㈬

岡本 満夫様（有限会社時代屋プロジェクト）
南 俊一様（南俊一税理士事務所）

平木 大三様（モードショップミキヤ）

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
上野商工会議所ニュース
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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

労

務

あなたの
事業所

専門家派遣制度（予約制）のご案内
専門家派遣制度は、経営・生産・技術・ITなどについて課題をかかえている
小規模事業者（常時使用する従業員が商業・サービス業では5人以下、製造業・
その他では20人以下）のご要望に応じて、登録された専門家を直接派遣して、
専門的・実践的な指導、アドバイスを行ない問題解決のお手伝いをする制度です。

①問合せ・申込み

上野
商工会議所

②支援依頼
④派遣

経営分野
経営革新、事業継承、経営計画、事業戦略、資金計画、販売計画、営業計画、
設備計画、市場調査、新分野進出、人材育成、労務管理など
技術分野
生産・加工技術、新製品等研究開発、ISOの取得など
情報分野
コンピュータ・ソフトウェア等の導入、既設コンピュータ・ソフトウェア等
の有効活用など

専門家とは？

弁護士、税理士をはじめ、中小企業診断士や経営コンサルタント等経営分野、
弁理士、技術士等の技術分野など各分野における専門家が登録されています。

費用は？

５回までは無料です。６回目から費用をご負担いただきます。
申込 上野商工会議所 TEL 0595−21−0527 FAX 0595−24−3857

営

①問合せ・申込み ②支援依頼

こんなご相談に応じます。

LOBO調査とは？

務

経

津商工会議所
専門相談センター
③派遣依頼

専門家

相談の進め方
初めてご利用になる方は上野商工会議
所へお申し込みください。
ご相談の内容に応じて、実践的で具体的
な知識や技術をもった専門家が、あなた
の事業所を直接訪問し、問題解決にあた
ります。
１事業所で５回まで、専門家の先生が無
料で派遣されます。
ご相談の内容が異なる場合は、複数の専
門家の派遣を受けることも可能です。
商工会議所地区内の小規模事業者であれ
ば、
どなたでも利用することができます。
派遣された専門家が知った業務上の秘
密は厳守します。

LOBO調査3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、足踏み状態が続く〜

平成24年3月分
●産業別業況DI値（前年同月比）の状況（全国）
2月

3月

3ケ月見通

▲29.1

▲33.6

▲37.3

▲27.6

▲15.3

▲23.9

▲27.6

▲27.4

▲21.3

▲42.0

▲30.0

▲29.8

▲36.2

▲18.1

▲21.2

建 設 業

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

３月の全産業合計の業況ＤＩは、▲２３．
９と、前月から＋９．
５ポイントと大幅に改善。僅かでは
あるが超円高の是正、株高を受け、経済活動に明るい兆しが見えたことに加え、復興需要の波
及効果が徐々に及び始めたことが要因。２０１１年１０月から続いていた▲３５前後での足踏みか
ら抜け出す結果となった。しかし、比較対象の前年同月（２０１１年３月）は東日本大震災直後
で業況ＤＩが落ち込んだ時期。実態は原油等の原材料価格の上昇・高止まりなどを背景に厳しい
状況が続いている。
先行きについては、先行き見通しＤＩが
▲２６．
６（今月比▲２．
７ポイント）と、悪
化する見込み。第三次補正予算による復
興需要の本格化への期待に加え、海外経
好調
まあまあ
不振
特に不振
（50＞DI≧25） （25＞DI≧0） （0＞DI≧−25） （−25＞DI）
済の改善や超円高の是正により輸出等に
緩やかな回復が見られるものの、取引先
※DI値＝（好転した企業割合％）−（悪化した企業割合％） 企業の海外移転による受注の減少、原油
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
等の原材料価格の上昇・高止まりの長期
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
化が予想されることから、先行きは慎重
多いことを示す。
な判断となっている。

クリップからオフィスプランニングまで

8｜上野商工会議所ニュース 2012.5.8

新庁舎で！新体制で！新スタート！
！ どうぞよろしくお願いします。

総 務

課

66
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上野商工会議所ニュース

５・６月主な事務局行事
５月
３～６日・ＮＩＮＪＡフェスタ
５日・ 青年部ＮＩＮＪＡフェスタ協賛事業
・タカラモノイチ
７日・オープニングイベント実行委員会
８日・進行管理プロジェクト会議
・第１回ＣＣＩスタッフ研修会
９日・名張ＹＥＧとのスポーツ交流会
日・金融理財部会役員会
・部会長会議
日・ 雇用開発協会第１回理事会・役員会
・日珠連上野支部総会
日・第１回ＣＣＩスタッフ研修会
・スマートフォン活用講習会
・食品工業部会役員会
日・青年部役員会
・スマートフォン活用講習会
～ 日・第 回全国ＣＣＩ専務理事・
事務局長会議
日・ 第３回逸品フェアプロジェクト会議
・ユーザ協会三重支部理事会
日・東海ブロックＣＣＩ青年部連合会
総会・会長会議
日・正副会頭会議
日・女性会総会
日・第２回労働保険事務組合理事・役
員会
日・総務財政委員会
日・サービス部会総会
・異業種交流懇談会
日・青年部第１回通常総会・役員会
日・わいがや会議

三重県警察本部生活安全企画課

ちょっと待って！

架空の会社や大手有名金融会社の名前を使い、低金利で
融 資をするといった内容のFAXを送りつけ、融資を申し
込んできた人に対し、
「融資のためには手数料や契約金な
どが必要」等と言ってお金を振り込ませる融資保証金詐欺
が発生しています。

補償金を払えば、こんな低金利で
お金が借りられるの！
！

お金を借りるのにお金を払い込む？
おかしいですよね！！ そんな話は詐欺です。

融資話にご用心！
！

18

６月
２日・タカラモノイチ
８日・第１回常議員会議
・ＴｈｅＢａｓｙｏ練習（女性会）
日・第１３１回簿記検定試験
日・進行管理プロジェクト会議
日・青年部例会
日・第 回カラーコーディネーター検
定試験
日・青年部役員会
日・第１９５回珠算検定試験
・あんざんコンクール
日・青年部第２回役員会
日・通常議員総会
32

指導・振興課

組織図
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11

15

16

17

18

19

24 23 21

28 25

主

慶一

31 29

17 13 12 10

24 20

29 28

小松 達彦
記帳専任職員 吉福真菜見

主

長

課

裕美
恵子
拓也
福永
嘱託職員 大井
嘱託職員 森井
平成24年度

課長・経営指導員

嘱託職員

補助員

係

佐治 篤史
主査・経営指導員 釜井 宣尚
経営指導員 堀
一貴
北村

普哉
川端
事務局長 兼 中小企業相談所長

森岡美代子
長 森岡 俊博
幹 窪田 朱子
幹 山﨑 祐子
中小企業相談所
参事・専門指導官

博
木戸
専務理事

商工会議所会費

口座振替は6 月11日（月）です

平成24年度前期分会費・負担金の納付をお願いする時期となりました。
会員事業所の皆様には、６月上旬に「会費口座振替」のお知らせを送付させていただき、
6月11日にご指定の預金口座から引き落としさせていただきます。
「口座振替」の手続きを済まされていない会員事業所の皆様には、従来通り納付書〈振込
み用紙〉を送付させていただきますので、６月10日までに最寄の金融機関（納付書に記載）
からお振込みいただくか、当所窓口での納付をお願い致します。

会費の納付は、便利な口座振替を！
！
！
「口座振替」の手続きが、まだお済みでない方は、お振込み戴く際の手間と手数料のご負
担をなくす為お早めにお申込み下さい。
会費についてのお問い合わせや「口座振替」のお申込みは、当所総務課までご連絡下さい。
（TEL 21−0527）

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H24年3月末会員数

組織率

2,771件

1,535件

55.4%

自動車税は納期限までに納めましょう！
今年は5月31日（木）です。

納税証明書は車検時に必要ですので、大切に保管しましょう。
金融機関のほか、主なコンビニでも納付できます。

創業をめざす方を支援します。

三重県信用保証協会

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

5月・・・02日・18日
6月・・・06日・15日

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

伊賀越株式会社
10｜上野商工会議所ニュース 2012.5.8

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

伊賀越

検

索

お役に立ちます！共済情報

会員の皆様とともに歩む福祉共済制度です

会 員 事 業 所 の
た め の

安 心 共 済

共済の特徴
1

割安な掛金で幅広い保障

2

毎年収支計算して剰余金が
あれば配当金も！

3

１年自動更新で医師の診査
はありません

4

商工会議所独自の給付制度

推進期間

5月14日
（月）
〜6月15日
（金）

普段お世話になっている事業所様へのご挨拶のためにアクサ
生命の推進員と帯同してお伺いさせていただきます！どうぞ
よろしくお願いいたします。

私達共済推進員に
ご相談ください。

Aコース1480円／月額から

※掛金は

山本（道）

新

山本（美）

川合

中谷

西原

粕谷

が充実しています

山本（直）

廣山

生命共済制度

森田

入院給付金災害割増特約・ガン死亡特約付

福祉団体定期保険＋見舞金・祝金制度

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

〒518−0121

TEL 0595−21−7211 FAX 0595−21−7272

http://www.network-corp.co.jp
E-mail: network@network-corp.co.jp
上野商工会議所ニュース
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5月31日㈭
6月28日㈭

18：00〜19：30

ハイトピア伊賀3F

コミュニティ情報プラザ
参加費 500円（飲み物・軽食代）

「50歳を超えても30代に見える生き方」
南雲吉則 著
講談社 刊 定価 919円（税込）

いつまでも若く見てほしい︒若く見せたい︒長生きしたい︒
老いであったり死というものは大半の人が敬遠する出来事だ
ろう︒しかし︑生物という枠組みの中︑我々はその運命から
逃れることは出来ない︒貧富︑身分に関わらず等しく訪れる
ものの一つということもできるのかもしれない︒が︑理解は
していてもなかなか受け入れられないのが我々︑人間である︒
女性ならその美しさを長く保ちたいと願い︑過去には悲劇的
な歴史さえあった︒為政者は永遠の命を求め莫大な資金を投
じた︒
が︑日常の中で無理をせず︑お金もかけず︑その願いがか
なうとしたら皆さんはどう思われるだろうか？ 年若く見ら
れる方法があったとしたら？
その方法が本書には書かれている︒医学博士である筆者本
人が科学的に解明し︑
実践していることである︒食事︑
メタボ︑
ガン︑アンチエイジングなど各章で語られているが最終的に
はすべてが日常の生活習慣につながっていると気づくはず︒
是非︑若さを体得していただきたい︒
そうそう︑
興味深いデータでは﹃独身は寿命が縮む﹄そうだ︒
読んで確かめていただきたい︒

20

情報提供 宮脇書店 上野店

本のある暮らしでご紹介しました「本」は貸出し致しますのでお申出ください。

12｜上野商工会議所ニュース 2012.5.8

今月のおすすめの１冊

本 のある暮らし

※当日徴収させていただきます

