上野 商工会議所

ニュース

UENO CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY NEWS

8

今月の Topi c s
市庁舎建設事業に関する要望書提出………………… 2 〜 3

東京商工会議所の検定試験ご案内……………………… 12

2013

平成25年8月5日発行 第435号

会議所の動き…………………………………………… 4 〜 5
楽市・楽座・伊賀の産業展…………………………… 6 〜 7

画・西田浩司

発行所

上野商工会議所 〒518−0873 伊賀市上野丸之内500番地
ＴＥＬ 0595−21−0527 FAX 0595−24−3857
発行人 専務理事 木 戸 博 URL http://www.iga-ueno.or.jp/
E-mail:info@iga-ueno.or.jp

市庁舎建設事業に関する要望書提出
伊賀市長に市庁舎建設事業に関して、７月18日に要望書を提出しました。
現在、伊賀市当局並びに市庁舎整備検
討委員会において建設候補地や事業計画
の策定等様々な面から、鋭意検討いただ
いており、ご関係の皆様のご尽力に敬意
を表するものであります。
日本の人口が減少段階に入り、高齢化
が進み、一方で経済のグローバル競争が
激しくなる中、我が伊賀市の置かれてい
る経営環境も益々厳しくなるものと考え
られ、その中での市役所建設、特にその
本庁の位置選定については、今後、数十
年にわたる伊賀市の経営や市民生活、地域経済の活性化に大きな影響を及ぼすものと考えられ
ます。
わたくしども経済団体は、商工業の振興とともに、中心市街地と農村部との連携を進め、地域経
済が循環する持続可能な元気な地域づくりをめざしています。とりわけ、中心市街地の都市機能の
集積及び活性化は、伊賀市全域の活性化のための扇の要であると考えております。
市庁舎建設にあたって、市庁舎を郊外へ移転せよという声も聞かれますが、市庁舎は、行政サー
ビス機能の充足に加えて、周辺都市機能とのつながり、さらに地域の核としてまちづくりに貢献す
ることが求められており、市庁舎の郊外への移転は、中心市街地活性化事業を破綻させることにな
るだけでなく、集積している機能がバラバラになり、市街地の都市機能そのものの衰退が危惧され
るものであります。
新庁舎は、多機能が集積する伊賀市の中心市街地の現位置に立地させ、中心市街地の今後も重要
な都市機能センターでありつづけ、伊賀市全体の魅力の再構築と持続的な経済の発展に従来以上に
資するものとするべきであると考えます。
以上、私どもの市庁舎建設立地に関しましての提言は、次のような条件を満たすことが必要であ
るという考えに基づいております。

伊賀越株式会社
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伊賀越

検

索

１．行政サービスの効率性、公平性
⑴公共交通の利便性
伊賀市域全体における行政サービスの拠点の役割を果たす必要があることから、公共交通機
関によるアクセスが最もしやすい立地が求められます。
⑵関連機関とのつながり
商工会議所、観光協会、郵便局・金融機関、社会福祉協議会等といった関連機関との円滑な
連携とともに、日常的な情報交換が容易な環境により、行政サービスの効率性を高められる
立地が求められます。

２．地域コミュニティづくり
⑴公共施設は、行政サービスだけでなく、地域コミュニティづくりに貢献できる機能があるこ
とから、歴史や文化、住民生活の場に近く地域への貢献の可能性が高い立地での建設が最も
費用対効果が高いと考えられます。
⑵人材集積による地域貢献
公共施設の立地は、多様な人材が集積することにつながり、地域に新たな可能を与えること
から、より一層の地域貢献に寄与できる場所として、すでに各種都市機能（公共交通、他の
公共施設、商業関連施設）が集積している場所が最適です。

３．地域経済への貢献
公共施設の立地により、地域内で関連企業等の雇用が創出され、また施設で働く人、利用す
る人が消費者として周辺商業集積を利用することで、
地域経済に大きく貢献できることから、
地域の商業活動との関係を強めることができる場所での建設が最適です。
今、この10年来国土交通省、経済産業省は、様々な都市機能を散逸させずコンパクトに集積する
いわゆるコンパクトシティという考え方に立って中心市街地の活性化を計ろうとしております。伊
賀市においても、行政、商工団体、商工業者等がこのコンセプトにのっとって、中心市街地活性化
事業計画の認可を受け、国から様々な補助支援を受けて、各種の中心市街地活性化事業を進めてま
いりました。さらに、伊賀市全体の活性化に繋がる都市づくりなどを含め、次年度以降においての
中心市街地活性化事業計画の策定にはいっております。
こうしたことに鑑みても、コンパクトシティ機能の中心である市庁舎建設事業を現位置に一刻も
早く実現させるとともに、庁舎機能をも十分に検討され、その効果を発揮するよう格別のご尽力を
賜りますようここに要望いたします。

今なら、
純新規取扱分のみ
金庫事務取扱手数料無料
（平成26年3月31日迄）
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会議所の動き
食品工業部会 『視察研修』開催

７月３日㈬

12名の方にご参加をいただき視察研修を開催いたし
ました。
今回は、㈱大阪ミツカンの大阪工場を視察させてい
ただきました。甲子園球場３個分近くにもなる広大
な 敷 地（ 約56,000
㎡）を持つこちら
の 工 場 で は、「 ミ
ツカン酢」
「味ぽ
ん」など家庭の食
卓でお馴染みの商
品が製造されてい

ます。担当の方より事業所の説明をいただいた後、酒
を発酵・熟成させお酢が作られていく過程から大規模
な機械による瓶詰め作業に至るまでを見学させていた
だくことができました。また、お客様からの問い合わ
せにすぐに対応できるよう、完成した製品は製造日ご
とに細かく分類し保管しておくなど、品質管理の徹底
についても大変参考になる内容でした。
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。

金融理財部会 「視察研修」 ７月９日㈫
今年度の視察研修は、14名の参加で、四日市市にあ
る「四日市港ポートタワー」と「味の素㈱東海事業所」
を見学しました。
四日市港ポートタワーでは管理組合の関係者からコ
ンテナ物流等についてお話しいただきました。まだま
だ利用者の需要が低いそうです。その後、新しく購入
された港内巡視船の中で、四日市港の産業集積の素晴
らしさや地域への貢献活動について説明をうけま
した。
また、味の素㈱東海事業所ではテレビCMでもおな
郷土産業部会 伊賀市議会産業建設常任委員懇談会
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、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
など現状説明が
ありました。

小学６年生対象

じみの粉末顆粒の製
造工程等、食生活の
面から学びました。
同事業所の敷地内約
１万㎡は、野鳥の自
然保護区になってお
り、バードウォッチ
ングができる施設が設けられ、人気を呼んでいるとの
ことです。参加者一同、大いに見聞を広めるとともに、
有意義な視察研修を終えることが出来ました。
７月11日㈭
その後、
・観光面では、観光客がまち中に滞在してもらう
こと
・他県での物産展開催時におけるPRや使い勝手の
良い補助金支援
・古陶館や地場産業の継承・振興に繋がる資料館の
新設
・今後建設予定の芭蕉記念館に地場産業のコーナー
設置
などについて地場産業振興のため、活発な意見交換が
なされました。

伊賀学検定普及イベント開催 ７月11日㈭

上野西小学校において、総合学習として６年生103
名を対象に開催いたしました。
解説は伊賀市文化財保護指導委員の増田雄氏らが担
当、
問題読み上げにはプロアナウンサー山下典子氏（伊
賀上野ケーブルテレビ所属）が担当いたしました。
検定実施委員長の菊野善久さんは「たとえ伊賀を離
れても、故郷を地域外の人に説明できるような人に
なってほしい」と話していました。
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なお、伊賀学検定の
受験資格に年齢制限は
ありません。すでに、
小学生にも中級合格者
が何人かいます。小学
生の皆様も伊賀学検定
合格を目指してみては
いかがでしょうか？

女性会だより 女性会行事予定
９月５日
（木）
・６日
（金）
全国商工会議所女性会連合会宮城大会
９月20日
（金）
三重県商工会議所女性会連合会総会（四日市）
10月24日
（木）
・25日
（金）
上野天神祭だんご茶屋開設
11月４日
（月・祝）
青年部25周年記念事業協力（ふるまい・だんご販売）
11月14日
（木）
市長との懇談会・まちなか視察研修（まちづくり
事業）
コミュニティバスに乗って伊賀のまちなかを再発
見、まちなか散策を予定しています。

11月21日（木）
若手後継者育成事業「講演会」開催
名張商工会議所との共催で講演会を上野商工会議所
で開催します。講演会の前に名張商工会議所女性会
のみなさんとの昼食懇談会も予定しております。
秋季もたくさんの行事を予定しております。皆様の
ご参加ご協力をよろしくお願い申し上げます。

青年部だより 『新会員オリエンテーション』開催！
会員発掘 PR 委
員会の担当で、平
成24年４月からの
入会者を対象に新
会員とのオリエン
テーションを開催

６月21日㈮ 於：ハイトピア伊賀３階 応接会議室

致しました。まず、初めに各自自己紹介をいただき、
その後、各委員長からは担当例会について、小丸会長
からは青年部の組織について詳しく説明があり、青年
部での活動等理解を深めることができました。その後
の懇親会でも、有意義な時間を過ごすことができまし
た。

『名張YEG＆上野YEGスポーツ交流会』開催！ ６月25日㈫ 於：名張市立名張小学校体育館
上野と名張の青年部の親睦・交流を深める為に、毎
年開催しております恒例のスポーツ交流会です。今回
は名張YEGさんのソフトドッヂボールを行いました。
上野と名張青年部のメンバーによる混合のチーム編
成で、白熱した試合展開で大いに盛り上がりました。
また終了後、懇親会を行い、有意義に親交を深めるこ
とができました。

『７月例会』開催！ ７月10日㈬ 於：ハイトピア伊賀５階 多目的大研修室

今月の例会はBB委員会の担当で、
「ウーマノミクス
（女性の社会進出に伴う社会全体の好循環）～今こそ
女性パワー全開に～」をテーマに伊賀地域で働く女性
と共に考え、学ぶことで今後の企業活動や自己研鑽に

努めることを目的にセミナーを開催いたしました。
セミナーの講師にNPO法人 a trio の理事長山口友
美様と会員の山口祐佳里様をお招きし、働く女性の
キャリアデザインについて講演いただきました。講演
後、伊賀の会社を知ろうというテーマのもと青年部会
員とのコミュニケーションをはからせていただきまし
た。参加いただいた女性は、今後のキャリアデザイン
について考えたり、節目・節目をデザインしていくこ
の大切さを改めて感じていただき、また、青年部活動
についても知っていただくいい機会となりました。
当日は、夜間の例会にも関わらず、117名の伊賀で
働く女性と50名の青年部メンバーの参加をいただき、
大変有意義な例会になりました。ありがとうございま
した。
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上野運動公園周辺

17 伊賀市市民打ち上げ花火大会

(土)

〜伊賀ナイトファンタジー劇場〜

午後8時〜午後9時

雨天決行・荒天中止

BUNTO STAGE ご当地キャラフェスタ
in伊賀2013withAZURE#
午後4時〜午後9時
いが☆グリオなどのゆるキャラによるイベントやダンス、音楽で前夜祭を盛り上げます。
メインは『伊賀ナイトファンタジー劇場』と題し、夜空に花火が打ち上げられます。
主 催：伊賀市打ち上げ花火実行委員会
問合せ：090−9195−0872

8

上野銀座通りおよび本町通り周辺 歩行者天国

18 楽市楽座
正午〜午後9時

雨天決行
（警報発令時は中止する場合があります）

(日)

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。
主 催：市民夏のにぎわいフェスタ 2013 実施委員会
後 援：伊賀市・上野商工会議所
問合せ：0595−21−0527
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同時開催

8月18日

12：00〜21：00
上野シティホテル北側駐車場

ンプラ
タ

㈱ミルボン
中外医薬
生産㈱

㈲アイジィエー

㈱サン
三重県屋根工事業 フレンド
組合連合会

上野東
上野ガス㈱ ・ ロータリー （社）三重県
上野都市ガス㈱
クラブ 建築土会
三重大学
伊賀研究拠点
（休憩処）

景品GET!!

ステーキハウス
Grazie

近畿大学
工業高等
専門学校

上野商工会議所
地域活性化センター

景品交換所

※1人1回限り

Grazie

OPENING LIVE
TROOPER

（休憩処）

■1 s t 12：30〜

■2 n d 18：00〜

■1 s t 13：15〜

■2 n d 15：00〜

■1 s t 14：00〜

■2 n d 15：45〜

やさしい歌声の兄妹デュオ
Seira

三晃工業㈱

心に響く歌声
ワライナキ

㈱トーエネック
上野営業所

三重県出身の歌姫
etsuco

中部電力㈱
伊賀営業所

■1 s t 19：15〜

ダーツ de BINNGO

BUNTO
ステージ

■1 s t 17：00〜

出展企業名
ステーキハウス

BUNTOステージ

Ｎ

森大建地産 上野印刷㈱
休 憩 用 ベン チ

ブースを廻って
スタンプを集めて

上野商工会議所地域活性化事業
本町通り

ー
リ

ス

（市民夏のにぎわいフェスタ2013会場内）

伊賀の産業展

出

展

内

容

伊賀牛をたっぷり使った“すき焼きコロッケ”。何もかけずにどうぞ。

近畿大学工業高等専門学校

エコランカーやロボットによるパフォーマンス。学校案内と入試案内。

中部電力（株）伊賀営業所

手回し発電機による実験。環境・省エネパネルの展示。スポンジボール工作教室。

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）

長期耐久性「太陽光発電システム」国内住宅用の約半数がシャープ製！

（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）トーエネック上野営業所

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！
太陽光発電システム、ＩＨ、エコキュート等に関する相談・快適なエコライフプランの提案

上野ガス（株）・上野都市ガス（株） 燃料電池「エネファーム」と太陽光発電の展示。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
（有）アイジィエー
上野印刷（株）

事業、研究のパネル展示とお子様向けミニ工作「がりがりトンボを作ろう」
ピザ焼き体験教室
伊賀のこだわりグッズ紹介＆販売。
協

（社）三重県建築士会

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。

三重県屋根工事業組合連合会 粘土で遊ぼう！子供も大人も職人気分。恐竜・鬼瓦型抜き体験。
上野東ロータリークラブ

チャリティーバザー（衣類・日用雑貨）

上野商工会議所地域活性化センター 「忍者」事業ＰＲとまちづくりアンケート

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！
！
無担保

無保証

低金利

相談はいつでもどこでも…
小規模事業者
経営改善資金

税

務

労

務

経

営

マルケイ融資制度

運転資金・設備資金など事業資金にご利用ください！！
マルケイ融資は商工会議所で申し込むことが
できます。経営指導員の6 ヶ月以上の経営指導
の後、一定の要件をクリアできれば、日本政策
金融公庫（旧国金）へ推薦いたします。

ご利用いただける方

●融資限度額
●金
利
●返 済 期 間

1,500万円
年1.75％ ※平成25年7月10日現在
運転資金７年以内（据置期間１年以内）
設備資金10年以内（据置期間２年以内）
●担保・保証人 不要

○常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業の場合は5人以下）の法人・個人事業主の方
○商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6 ヶ月以上（会計整備の状況等に応じて経営指導員の
判断により短縮できる場合があります。）受けている方
○所得税、法人税、事業税または都道府県民税もしくは市町村民税（均等割を含む。）について、納期限の到来
している当該義務納税額（延納または納税猶予に係る税額を除く。）を完納している方
○同一地区（原則）で最近1年以上事業を行っている方
○商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方
□決算・財務内容によっては、ご利用いただけない場合があります。
お問い合わせ先

LOBO調査とは？

上野商工会議所

中小企業相談所

TEL

0595-21-0527

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、回復基調が続くも、足元では横ばいで推移〜

平成25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

1.6

0.8

4.6

▲20.7

▲19.6

▲13.4

▲20.4

▲29.3

▲19.4

▲29.1

▲26.4

▲26.2

▲12.8

▲13.5

▲12.7

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、▲１７．３と、前月から▲０．２ポイントの横ばいで推移。
中小企業の景況感は、好調な建設業や回復傾向にある自動車をはじめとする輸出関連企業
に下支えされ、底堅い動きとなっている。他方で、燃料（原油、ガス）や原材料の価格上昇・
高止まりに加え、人件費、電力料金などのコストが増す中、価格転嫁が進まないとの指摘
もあり、中小企業の中には、依然として景気回復の実感が乏しい状況も伺える。
先行きについては、先行き見通しＤＩ
が▲１３．
７（今月比＋３．
６ポイント）と、
改善する見込み。消費税引き上げを見
据え住宅の駆け込み需要が本格化する
建設業や、自動車を中心に業績改善が
好調
まあまあ
不振
特に不振
（50＞DI≧25） （25＞DI≧0） （0＞DI≧−25） （−25＞DI）
進む製 造業が下支えし、持ち直しの動
きは 続く見 込 み。他 方、燃 料・原材料
※DI値＝（好転した企業割合％）−（悪化した企業割合％）
の価格動向や電力料金の値上げなど懸
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
念 材料は多く、一 部では、景 気回復の
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
実感に乏しく、先行きを不安視する声も
多いことを示す。
聞かれる。

がんばる企業を応援します！

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・・・07日・16日
9月・・・04日・20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
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会員 ひろば
うどん屋

あなたの会社やお店を
PR致します！
！
伊賀市上野小玉町3045-1 ☎0595−23−2351
営業時間：11：00〜14：00 定休日：水曜日

池澤湯

こんにちは、うどん屋池澤湯の店長です。 ５月に開店させていただいたばかりの新米
うどん屋です。
うどん屋なのに池澤湯？間違ってない？ってよく聞かれますが間違いではありません。
実は、店主がお風呂屋のお嫁さんです。うどん屋を終えるとすぐさま風呂屋の若女将に変
身。ついでに店長も風呂屋の息子に変身。二束のわらじをはいております。
今年も、観光客に食を提供するために忍者フェスタの折にはお茶屋さんの軒先でゴール
デンウィーク限定で立ち食いうどんを提供しました。2013年無
料休憩所と無料授乳所を現在地をお借りして提供させて頂きま
したが、来年もその次も提供したくて、家賃を稼ごうという軽
いのりでうどん屋を開店したわけです。
私が目指すうどん屋は、昔おじいさんおばあさんに連れて行
小さな忍者屋敷
ってもらった大衆食堂のうどんです。昆布、かつお、煮干しで
出汁をとる、何の工夫もないうどんです。それと、出汁でご飯を食べる『あとめし』
です。ご飯は当日に決めます。『とりめし』『にくめし』『しろめし』きまぐれです。
天ぷらうどんも『えび』
『のり』
『大葉』に『しいたけ』『旬の野菜』をきまぐれでサービスさせていただきたい
と考えております。あくまでもきまぐれですのでご提供できないこともありますが、悪しからずご了承ください
ませ。なんのノウハウもないのですべてきまぐれ、固定させません。また、新メニュー『孤の葉隠れうどん』も
提供させていただく予定です。
事前にご相談頂ければ、小さな会議に二階の和室もお使いいただけます。ただし、冷、暖ありませんので場所
だけの提供になります。小さな忍者屋敷も併設しております。
こんなうどん屋ですがよろしくご指導のほどお願い申し上げます。
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８月
１日・第１回三重県商工会議所連合会会員総会（榊
原）
２日・東海ブロック専務理事会議（名古屋）
３日・２０１３婚活事業（メナード青山）
４日・くわな石取祭観賞会
５日・リニア三重奈良建設促進総会（津）
６日・ユーザ協会視察研修（和歌山）
７日・青年部例会
・組織強化委員会
９日・正副会頭会議
日・中心市街地活性化協議会進行管理ＰＪ
日・市民夏のにぎわいフェスタ２０１３（伊賀の
産業展）
日・県下専務理事会議（津）
日・わいがやミーティング
・交通運輸部会役員会
・共済担当者会議
日・異業種交流懇談会
日・工業部会新就職者対象の勉強会（ゆめテクノ
伊賀）
日・タブレット講習会

９月
～ 日・簿記教室
４日・市長と正副会頭との懇談会
・伊賀市商工会正副会頭と正副会頭との懇談会
～ 日・第 回全国商工会議所女性会連合会宮城
大会（仙台市）
日・中心市街地活性化協議会進行管理ＰＪ
・伊賀上野逸品フェアＰＪ
・定例常議員会議
日・青年部臨時総会
・青年部例会
日・記帳継続相談会
日・第２回若手後継者育成事業
日・三重県商工会議所女性会連合会総会（四日市）
日・異業種交流懇談会
日・わいがやミーティング

26 24 20 19 17

作業服・事務服・白衣・介護服・安全靴・mont.bell商品・学生服・セーラー服・園服・学校制服

（株式会社 寿被服）
上野本店

伊賀市上野愛宕町1895の1

☎ 21−0696㈹

FAX23−3637

E-mail：kotobuki@ict.ne.jp
上野商工会議所ニュース
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三重県下商工会議所アクサ生命共済・
福祉共済制度加入推進キャンペーンに
ご協力有難うございました。

25年度アクサ生命・福祉共済制度の推進キャンペーン
を５月６月に実施しましたが、多くの会員様にご協力い
ただき目標の成果を上げることができました。
今後とも当所共済制度を宜しくお願いいたします。

2013年全国あんざんコンクール開催！！
７月７日（日）に全国あんざんコンクールを開催し
ました。今年は、小学校２年生から一般の方まで77名
が参加しました。かけ暗算・わり暗算・みとり暗算各
５分、合計15分の短い時間に、今までの練習の成果を
全てかけ、真剣に問題を解いていました。全ての力を
出し切れた方、思う結果を残せず涙を流す方も居られ
ました。珠算は頭のスポーツだと言われますが、まさ
にそうだと実感した１日でした。
各部門金賞１位ならびに最高得点者賞は下記の方々
です。おめでとうございます！
！
小学校２年生の部 谷田 結衣さん
小学校３年生の部 福永 有彩さん
小学校４年生の部 藤村 尚生さん
小学校５年生の部 福永沙梨菜さん
小学校６年生の部 和田 志穂さん

ジェトロ（日本貿易振興機構）のご案内
ジェトロは、海外ビジネス情報の提供、輸出販路
開拓、海外進出先での支援など中小企業を中心とす
る日本企業の海外ビジネスを支援しています。世界
の経済、貿易・投資、産業等の動向や制度情報をタ
イムリーに収集し、また、日本企業の海外活動が円
滑に進められるようお手伝いを致します。例えば、
「海外に事業展開したいが情報がない」
、
「何から始
めたらよいのかわからない」など、海外ビジネスに
関してお気軽にご相談ください。
2012年９月、日本商工会議所とジェトロは中小企
業の海外展開支援を強化するための合意書を締結、
上野商工会議所とジェトロ三重も連携を図ります。
ジェトロ三重 TEL059−228−2647 FAX059−228−3185
E-mail: mie@jetro.go.jp

上野商工会議所

会員の動き

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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中学生の部
川西 陽南さん
高校生・一般の部 山出 利美さん
最高得点者賞 小学校４年生以下の部
福永 有彩さん（小３）
最高得点者賞 小学校５年生以上の部
和田 志穂さん（小６）

災害時協力事業所にご登録下さい

伊賀市と上野商工会議所は、「災害時における応
急対策および復旧対策に関する協定書」を結び、当
所がパイプ役を務め、災害時には支援を行ってまい
ります。
昨年に続き、災害時に物品の協力・避難所施設の
提供など事業所様が出来る範囲の内容をご連絡いた
だき、災害時協力事業所としてのご登録をお願いい
たします。
また、昨年会員様に災害時協力事業所としてご登
録いただきました事業所様におかれましては、当所
ＨＰに一覧を掲載させていただいておりますので、
協力内容の追加や変更がある会員様はご連絡をお願
いいたします。
問合せ先 上野商工会議所総務課
TEL 0595−21−0527 FAX 0595−24−3857

商工業者数

H25年6月末会員数

組織率

2,771件

1,529件

55.18%

「家事に専念する」という生き方
十年ほど前、いくら仕事ができても、
「30歳以上・

でしょうか？
逆に男性は「外で仕事をする」という選択肢しか
ありませんでした。ゆえに日本男性の仕事のストレ

未婚・子ども無し」の３条件が揃った女性は「負け

スによる自殺者は、世界的に見ても非常に多いのです。

犬」だという内容のエッセイが話題になりました。

こんなデータがあります。米国では、男性が５歳

男女雇用機会均等法以降、仕事にやりがいを感じ、

以下の子どもの世話を日常的にしているのは全家庭

気がつくと恋人もいなかったという女性が増加の一

の３割、そのうち５人に１人は男性が主な養育者で

途を辿っていましたが、日本では、結婚し子を産み

す。その数字の秘密は「妻の方が収入が多く、どち

育てることこそ「女の幸せ」とする考え方が根強く

らかが家事に専念する必要があるならば、夫が家庭

あり、頑張っても「負け犬」レッテルを貼る世の中

に入るのが当然」という合理的な理論でした。

を鋭く分析していたからです。

男性も「社会進出」に縛られることはないのです。

ところが、
「男は仕事をし、女は家庭を守る」と
いう考え方に肯定的な20代女性の割合が増え出しま

そしてまた女性も。そう考えれば、どちらも楽にな
るのではないでしょうか？

した。不景気でおいしい仕事がなく「稼ぎのいい男

専業主婦（夫）する人、独身で仕事をする人、両

性に働いてもらって家でのんびり主婦したい。たと

立する人、離婚する人。性別にこだわることなく、

え就職できても、仕事と家庭の両立はこの国じゃ大

その生き方を自由に選ぶことができ、どの道を選ん

変だ。
」と冷静に見抜いているのです。政策と反し

でも生きやすい世の中をつくることが「男女共同参

ているとはいえ、国の情勢がそう答えさせているの

画推進」だと考えます。そんな世の中には「負け犬」

が皮肉です。

も「勝ち犬」も存在しないでしょう。

では、
「女性の社会進出」だけが「男女共同参画」

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

上野商工会議所 _1

伊賀市人権生活環境部

人権政策・男女共同参画課

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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東京商工会議所の検定試験で step up!!
商工会議所主催の検定試験は実践的な知識やスキルを学び、身につけることができます。実社会に活かせる資格を
取得し、もう一歩先行く自分に挑戦してみませんか。

第31回 福祉住環境コーディネーター検定試験 福祉住環境コーディネーターは、誰もが住みよい住
【試験日】11月24日
（日）
申込期間 9月10日
（火）
〜10月11日
（金）
受験料 3級：4,200円 2級：6,300円

環境を提案するアドバイザーです。高齢化社会の今、
職場ではもちろんご家庭でもリフォーム時に知識があ
ると役立つのではないでしょうか。

第35回 カラーコーディネーター検定試験

カラーコーディネーターは色のプロです。色彩につ
いて学び知ることで、色の持つ力を最大限に発揮す
ることができます。ビジネスにいかすことはもちろん
ですが、日常生活においても有効に活用できます。

第15回 eco検定（環境社会検定試験）

エコと関係のないビジネスなんてない。環境経営へ
シフトしよう！多くの企業がeco検定を取り入れ、
社員の環境意識を高めています。環境について学び、
環境問題に取り組むための知識を持ちませんか。

【試験日】12月1日
（日）
申込期間 9月17日（火）
〜10月18日
（金）
受験料 3級：5,100円 2級：7,140円

【試験日】12月15日
（日）
申込期間 10月1日
（火）
〜11月1日
（金）
受験料 5,250円

情報提供 宮脇書店 伊賀上野店

今月のオススメは夏の風物詩高校野球です︒オスス
メ本として皆様がご覧頂くときにはもう予選が終わ
り各県の代表も出そろっているかも知れませんね︒一
部例外はありますが各県１校の代表を目指し全国約
４０００校が夢を目指します︒
だからこそ甲子園で開催される高校野球に私たち
は何か不思議な感情を揺さぶられているのだ と思い
ます︒
しかし先程述べたように毎年数多くの高校球児は
憧れの舞台に立てません︒
本 書はそんな甲 子 園 という夢 舞 台には立てなかっ
たが野 球 というスポーツと 人 とのドラマが集 積 され
ています︒
今年の夏の甲子園を観戦する前に本書を読み︑
より
高校球児を応援できるようになってはみませんか？

今月のおすすめの１冊

本 のある暮らし

くわしくは http://www.kentei.org/ にアクセス！
！ TEL 03−3989−0777

「甲子園だけが高校野球ではない」
廣済堂出版 刊 定価1,050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。
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