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「2014年新年賀詞交歓会」盛大に開催
上野商工会議所会頭「住みやすい街を」訴える

木津会頭

岡本市長

１月６日（月）上野フレックスホテルに於いて約190名の出席で開催しました。
ピアノ澤しのぶさん、フルート宮本裕紀子さんによる演奏でオープニングセレモニーが始まり、
地元の政財界関係者、当所役員・議員をはじめ、会員事業所の皆さまと共に新年を祝いました。木
津会頭は、
アベノミクス効果が期待されるところでありますが、伊賀市ではこれから先、人口が減
少し高齢化率が上がると予想されています。そのような状況下でも、豊かな伊賀の将来を
切り開いていかなければなりません。そのためには、
１．商工業、特に地場の中小企業・地場産業の振興、優れた革新的技術を持つ中小企
業の育成、観光振興、賑やかな商店街の形成、農商工連携による新農産品の創出、
農業の活性化等による地域経済の活性化
２．下水処理の改善、まちなか廃屋の解体促進、歴史的まちなみの景観維持、修景促
進・無電柱化促進、まちなか緑化の推進、多機能が集積するコンパクトシティの
実現等による住んでみたくなるまちの構築
３．旧郡部と中心市街地を結ぶバスシステムの整備、伊賀鉄道・関西本線の振興
４．魅力的で集客力の高い新芭蕉翁記念館や美術館の実現と各種文化活動の活発化
５．働く世代が子供を育て、働き易い環境の整備
等が重要であると考えます。
また、伊賀市庁舎建て替え場所については、現在地での整備を望みます。地方都市が壊
死するかも知れないと言われている厳しい昨今、最も重要な機能センターで、市庁舎の存
在自体が大きな経済効果を持つと考えられます。四十九町への移転は、市中心部の活性化
を著しく損なうのではないでしょうか。市のアンケートでは、73％の市民が現在地での建
て替えを望んでいます。市長、市議会の皆様には、広い見地からお考えいただき、再度十
分に議論していただきたく思います。
とお話されました。
引き続き、岡本栄市長、森野真治県議会議員、粟野仁博県議会議員、空森栄幸市議会議長からご
祝辞をいただき、中谷一彦副議長の発令により乾杯の祝宴に入りました。ご出席された皆様方各々
の名刺交換で新年の挨拶が交わされ、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でき
ました。
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伊賀市活性化に向けての提言及び
平成26年度予算等に関する要望書
平成25年12月27日、伊賀市長岡本栄氏に対して、さらなる地域の活力向上を図るため、伊賀市の
現状と将来を踏まえ、伊賀活性化のための施策の提言を申しあげるとともに、平成26年度伊賀市予
算の編成に当たり、地域経済を支える中小企業の経営力と競争力の向上や地域資源を活用した取り
組みへの支援など、特段なる予算措置を要望しました。

1. 地域活性化に向けた地域づくり施策の推進
（1）公共、公益施設等都市機能のまちなかへの
整備、集約
①市庁舎の建設
・人口減に突入する厳しい時代の中での伊
賀の将来を考え、伊賀市の活性に資する
ため現在地での整備の促進
・市民アンケートの結果、73％の市民が現
在地での整備の回答している。こうした
結果を尊重しての整備の促進
・中心市街地活性化２次計画の位置づけと
しての整備
②新芭蕉翁記念館の建設
・年間15万人の集客目標や芭蕉関連施設と
の周遊効果を発揮する整備推進
・伊賀出身の著名芸術家の作品を収蔵、展
示するとともに、地場産業の継承振興に
繋がる展示室や地場産品販売所を設置な
ど多機能な施設整備の推進
③新図書館整備
・現代のライフスタイルへの対応や観光客
も利用できる機能としてカフェなどの多
機能な施設の併設整備の推進

（2）農村部と市街地を一体的に捉えた地域づく
りの推進
①公共交通機関の維持、コミュニティ交通の
拡充
・コミュニティバス等ネットワークの整
備、推進
②農商工連携事業の拡充
・地域ブランド・新商品等の開発及び地産
地消の推進施策の創出
・エコツーリズム等農林業も含めた広域的
な観光連携の創出
（3）中心市街地の賑わい、地域商業等の活性化
の推進
①駅前広場の活用促進施策の創設
・多様に、多くの参画を得るための推進会
議の設置及び活用支援の創設
②空き店舗等の活用施策の拡充
・空き店舗等の建物改修、解体支援、固定
資産税の減免措置等の強化
③街中居住の促進
（4）社会資本の整備の充実
①地域医療体制の整備の強化

めがね・補聴器

上野魚町店 ☎21−0701 営業時間／AM9:00〜PM7:30

上野銀座店 ☎23−5073 営業時間／AM9:00〜PM8:00
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・救急医療ネットワークの整備、充実在宅
医療システムの強化
②中心市街地の下水道整備の推進
・公共下水道方式、集中合併方式、個々の
合併処理等を組み合わせ、早急な整備推

備促進
⑥関西線の電化促進並びに伊賀鉄道㈱の活性
化への取り組み強化
⑦リニア中央新幹線建設促進
・首都機能移転計画及び関西線複線電化等

進
③防災機能の強化

⑤新名神高速道路と名阪国道への連絡道の整

災害に強い都市基盤の整

備の強化
・道路、橋梁、河川等の改修、維持管理、
老朽化対策等の徹底
・公共施設等の耐震化、老朽化対策の徹底
及び地域の防災対策の推進
④管内重要道路路線の整備促進
・422号線、368号線の早期整備
・管内重要路線の整備促進

交通体系に合わせての推進強化
（5）少子高齢化、人口減対策の推進施策の創設
①女性の社会的進出の促進や女性の視点を活
かした取り組みの推進
②女性が生き生きと働けるため子育て支援の
充実
③婚活事業の推進支援の創設
（6）上野商工会議所と伊賀市商工会の合併促進
の指導的協力の推進

2. 中小企業振興対策施策の充実及び制度の創設
（1）地域活性化、賑わいおこし事業支援の拡充

・伊賀の地酒普及に資する「乾杯に関する

①一店逸品・商店街活性化事業補助金の拡充

条例」の普及

②市民夏のにぎわいフェスタにかかる地域振

④企業誘致制度の拡充

興補助金の継続、拡充

・伊賀、名張地域産業活性化基本計画に集

③上野天神祭（神事除く）運営支援の拡充

積業種として指定された「メディカル関

（2）地域経済活性化の促進を図るための制度の

連企業」及び「感性価値志向型産業」の

創出及び支援の強化
①産業振興条例の創設
・市内事業者が地域経済活性化活動や地域
活動等への参画の促進
②地域ブランドの創設、支援制度の創設
・
「地域ブランド・新商品」開発、マーケ
ティング等推進支援制度の創設
③伝統産業指定に対する「生産」や後継者育
成のための補助支援の創設
・伝統産業の振興及び承継のための支援施
策の創設

4｜上野商工会議所ニュース 2014.2.5

誘致企業への優先的な支援、補助
・研究開発型企業又は、研究所等の立地促
進のための施策の推進の誘致促進
⑤立地企業の雇用の確保
・地元に優秀な人材定着を図るため、高度
化人材確保の施策、制度として、管外か
ら移り住んできた人材に生活支援等の補
助の創設や専門職求人市場への人材育成
・大規模希望退職、解雇者の再雇用企業へ
の支援、補助
⑥産学官連携事業の支援充実

注方法への改善、発注基準の業者実績の

・産学官連携地域産業創造センター「ゆめ

緩和

テクノ伊賀」及び三重大学連携フィール

・地元技術者の育成、スキルアップを図る

ドへの支援の強化

ため企業実績の元で技術者の実績が積む

・イノベーションを支える人材の育成、確

ことができるよう制度の改善

保のため研究者、技術者のネットワーク

・建築工事、設計業務委託についても、総

の構築と継続的な支援

合評価方式を導入

⑦公共工事発注制度の改善強化

⑧全建設関連業の活性化に繋げるため、
「住

・公共事業発注及び資材調達に際しては、

宅リフォーム商品券」制度の導入

優先発注など地元企業が参加しやすい発

3. 観光産業の振興事業の促進強化
（1）伊賀市一体となった観光施策推進の体制強化

・コミュニティバス来訪者、住民にも利用

①観光事業の連携、観光資源の整備の強化、

しやすくするとともに運行ルートの改善

伊賀の資源の発信PR活動等の拡充及び強

また、停留所の名称に観光名所等入れる

化のため、伊賀市一体となって推進体制の

等観光面での強化
③映画祭支援

創設

・着地型観光の主要事業として位置づけ、

②まちなか観光事業充実及び支援強化

連携支援の強化

・まちなか回遊性を高めるため、まちなか
施設の線的、面的に連携した誘導施策の

（2）城下町の風情、街並みの修復、観光等施設
の改善施策の推進

展開

①老朽化している古陶館の新設及び、地場産

・観光バスの乗降の駐車場については、駅

業の継承、振興に繋がる資料館の新設

前広場、また街なかの駐車場を活用する

②街なか観光案内システムの整備

などの取り組みの強化

4. 中小企業の活力強化
（1）
「中小企業相談業務負担金」
「商工会議所事

及び２年間補助に拡充
（2）新製品、新サービス開発力強化、販売拡大

業費補助金」の財政支援の拡充強化

支援の充実、強化

①経営改善事業の補助の拡充

①産品販売のためのまちなか販売拠点の整備

②小規模事業資金融資保証料の補助額の引き

②都会での物産展への市場開拓支援

上げ

・展示会、見本市、商談会等の出展の支援

・現行上限15万円を上限25万円に拡充

の充実

③日本政策金融公庫のマル経、設備資金金融

・三重県「三重テラス」の活用の推進

に対する利子補給の拡充
・現行

初年度１年間限り１％を全額補助

（3）起業支援の強化

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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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

消費税転嫁対策のポイント

消費税率引上げを乗り切る収益確保策を考えましょう！
ポイントその１ 事業全体で売上・利益を考えましょう

消費税引上げについて、全ての商品で一律に転嫁できれば問題ありませんが、一律に転嫁できない場合には適
正な利益を確保できないケースも想定されます。
そのため、
「事業全体で適正な利益を確保すること」を目標として、今まで以上に戦略的に価格設定や販売計
画を立案していく必要があります。消費税率の引上げをビジネスチャンスと捉え、売上を上げるための方策を改
めて検討し、あわせて、原価や経費の削減にも取り組みましょう。

消費税率引上げ分

事業全体で
適切な利益を確保する

３％超
上げる
価格

売上

既存商品

３％
３％未満

据置き

現状価格

下げる

競合と比較
誰に

利益

数量

販売計画

何を

組合せを
考える

3つの軸で
考える

どのように
既存商品の見直し
新たな収入源の確保
新たな商品展開

原価・経費

コスト削減

※事業全体として税率変更に見合った適正な転嫁をしていれば、便乗値上げには当たりません。

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

2月・・・05日・21日
3月・・・05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〜午後３時までです
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ポイントその２ 商品・サービスの価格を見直しましょう

「値上げしても需要はあるか？」
商品価格にメリハリをつける 価格の見直しは「利益の大きい商品は何か？」
「競合相手の動向は？」等の観点からメリハリをつけて行いましょう。

消費税率５%

毎日食べる「食パン」
人気商品の「メロンパン」
ついで買いが多い「あんパン」
250円（税込）238円（本体価格） 200円（税込）190円（本体価格） 150円（税込）143円（本体価格）

⬇

⬇

⬇

税率どおり３%転嫁

集客のため販売価格を据置

減収分を確保するため値上げ

消費税率８% 257円（税込）238円（本体価格） 200円（税込）185円（本体価格） 160円（税込）148円（本体価格）

既存商品を見直す

既存商品の価格をそのまま変更するのではなく、商品の提供方法や、組合せなどを変更
することで、既存商品の付加価値を高めていきましょう。

既存商品見直しの着眼点（スーパーマーケットの例）
ニーズに合わせた加工

ニーズに合わせた発掘

有償サービスの開始

◦便利
（カット野菜）
◦地元生産者からの仕入れ
◦お買上げ商品の調理サービス
◦少量適量サイズ
（一人前の惣菜） ・オーガニック野菜の仕入れ
・宅配サービス
◦小分け商品
（食べきりサイズ）
・食の安全を特長とした品揃えの拡大
◦セット販売
（バーベキューセット）

新たな商品展開を考える

LOBO調査とは？

新商品開発など、新たな商品展開を行うことで、従来の価格にとらわれない価
格設定が可能となります。

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25年12月分 〜業況ＤＩは、
大幅改善。先行きはコスト増で懸念を払拭できず〜
●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

14.6

14.0

0.4

▲11.1

▲2.4

▲4.3

▲16.2

▲10.6

▲8.7

▲26.8

▲24.2

▲19.4

▲18.8

▲9.1

▲18.8

建 設 業

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

上野商工会議所

12月の 全 産業合計の業 況ＤＩは、▲7.4と、前月から+5.4ポイントの大幅 改善。91年
８月（▲4.4）以 来の水準となった。建設業の活況に加え、製 造業でも、自動車関連の好
調が幅広い業種に波及しつつあるほか、消費者のマインド好転や冬の賞与増に伴い、高価
格 帯 商品 へ の志向が 強まるなど、受 注・売 上の増加を背景に、中 小企業 の 景 況 感は回復
基調が続いている。他方、仕入や人件費、電力料金などのコスト負担が増す中で、価格転
嫁の 遅 れや、生 活必需品に対する消費 者の根 強い低 価格志向により、業 況改善が進まな
い企業もみられ、景気回復の実感はまだら模様となっている。
先 行 きについては、先 行 き見 通しD I
が ▲11.0（ 今 月 比 ▲3.6ポイント） と、
悪化が見込まれるものの、
「好転」から
「不変」への変化が主因であり、実体は
ほぼ横ばい。建 設 業や自動車 などの 製
好調
まあまあ
不振
特に不振
造 業によるけん 引に加 え、消 費 税引き
（50＞DI≧25） （25＞DI≧0） （0＞DI≧−25） （−25＞DI）
上げ 前の駆け込 み 需要から、回復 基調
が 続くことを 期 待。他 方、コ スト増 加
※DI値＝（好転した企業割合％）−（悪化した企業割合％）
分の価格転 嫁が遅れている状 況が続い
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
てい るほか、消 費 税引き上げ を見 据え
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
て消 費を手 控 える動きが予 想されるな
多いことを示す。
ど、先行きへの懸念も伺える。

会員の動き

商工業者数

H25年12月末会員数

組織率

2,771件

1,514件

54.63%
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会議所の動き
2013年全国そろばんコンクールを実施 平成25年12月15日㈰
ハイトピア伊賀５階 多目的大研修室においてそろ
ばんコンクールを実施しました。小学校１年生から一
般の方まで76名が参加しました。
この大会の結果は、全国集計され各部門100位に入
賞すると賞状が贈られます。前年は、上野地区から５
名の方が入賞を果たしました。

今回の最高得点者賞は、三田小学校４年生 大西那
弥さん（小学校４年生以下の部）と鞆田小学校６年生
和田志穂さん（小学校５年生以上）でした。おめでと
うございます。
１年に１回のコンクールですので、１年毎の成長を
感じるいい機会になるのではないでしょうか？来年も
多くの方に挑戦してもらえればと思います。
〜各部門金賞１位のみなさん〜
☆小学校１年生以下の部
的場 咲希さん
☆小学校２年生の部
服部 みゆさん
☆小学校３年生の部
福永 有彩さん
☆小学校４年生の部
大西 那弥さん
☆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
☆中学生の部
加藤 倫杏さん
☆高校生・一般の部
山出 利美さん

第４回忍者文字による書き初め大会開催 １月５日㈰
忍者文字による書き初め大会を伊賀上野城内大広間
で開催しました。
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、さ
らに岡本栄市長にもご参加いただきました。
また、当会議所観光部会に所属する和菓子屋さんの
ご協力のもと、“ぜんざい” の振る舞いも行い参加者一
同に堪能して頂きました。

当会議所観光部会としては、今回も盛況だったので
「忍者文字を書く」ことをイベントとして継続事業と
していきたいと思います。
なお、書きあげた作品は、１月末まで伊賀上野城に
て展示されました。

今なら、
純新規取扱分のみ
金庫事務取扱手数料無料
（平成26年3月31日迄）

業務部
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059−354−9971

女性会だより 伊賀市に寄付

平成25年12月24日㈫

天神祭期間中開設いたしました「だんご茶屋」収益
金の一部３万円を伊賀市へ寄付しました。空き店舗を
利用しての地域活性化と、お祭りにお越しいただいた
観光客や地元のみなさんへのおもてなしを目的として
だんご茶屋を開設し、皆様のご協力のおかげをもちま
して、伊賀市への寄付も今回で11回目となりました。
寄付金は子育て包括センター託児室の遊具や空気清浄
器など次世代を担う子ども達に役立つよう使われてい
ます。

女性会入会ご案内

〜女性の視点から、伊賀を元気にしようとがんばっています〜

上野商工会議所女性会は、自身の資質向上・地域活性化、地域貢献を目的に、女性パワーを全開に元気に
活動しています。
【活動状況】 ５月 総会（研修会）、秋頃 視察研修、２月 新春懇談会 天神祭におけるだんご茶屋開設、
研修会実施、 その他全国大会への参加、県下女性会との交流、様々な事業に参加しています。
【入会資格】 上野商工会議所会員企業の女性経営者またはこれに担当する女性
【年 会 費】 4,000円
お問い合せ 上野商工会議所女性会 ☎21-0527

青年部だより 『新年懇親会』開催

１月８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市長、空森市議会
議長、木津会頭、石橋副会頭、田山副会頭、堀川副会

頭、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、小丸会長から青年部事業につきまして報告を
行いました。また、夏のにぎわいフェスタ協力事業実
行委員会、NINJAフェスタ協力事業実行委員会、三
重県連出向委員会、情報通信技術推進委員会、会員発
掘PR委員会、親睦・交流事業実行委員会、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行
いました。
また、今年度は青年部設立25周年ということで、
11月４日に行われましたハイトピア伊賀駅前広場完成
グランドオープンイベント『わざとすべ〜夢の体験〜』
の報告をスライドショーを使ってさせていただきま
した。
その後、辻次年度会長から、次年度三役の紹介を行
い、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、相互の懇親を深めることが出来ました。

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

上野商工会議所ニュース
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『まちゼミセミナー』開催
平成26年１月21日（火）に「まちゼミセミナー」を開催し
ました。
「まちゼミ」とは、商店街のお店の店主やスタッフが講
師となり、各お店の専門的な知識や技術やコツを無料で紹
介する少人数制のゼミナールです。お店の存在や特徴、店
主のこだわりや人となりを知っていただくとともにお店と
お客様との交流を通じ、信頼関係を築くことで、お店のファ
ンづくりを推進する取り組みです。お客様にとっては、店
舗に来ていただくきっかけづくり、新規顧客やリピーター
を含めたファンづくりにつながる事業です。
今回は、講師に松阪まちゼミの会会長／㈱金児商店の金児達也様をお招きし、松阪市での事例やまちゼミを実
施する上でのポイント等をお話しいただきました。
松阪市では17店舗を集め、平成25年２月に第１回「まつさかまちゼミ」が開催され、平成26年２月に第３回目
が開催されます。
セミナーでは、まちゼミを開催するメリットとして、①新たなファンづくりが出来る事、②受講者の声が聞け
る事、③自店の成長及び店舗の見直しが出来る事とし、店主の魅力を伝えてファンを増やしていく事が将来的に
は商店街の活性化につながるとし、また、ゼミの運営方法等々お話しいただきました。
参加者は活発に質疑や意見交換を行い、意識を高めてもらう上で貴重な機会になったのではないかと思います。

24

26

23

19 18 18 17 15 15 14

73

12

20

25

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

キヤノン製品
取扱パートナー

10

世界最速！ローコスト！
フルカラープリンター
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２・３ 月 主 な 事 務 局 行 事

25

２月
１日・伊賀学検定受験対策セミナー
３日・記帳継続相談会
・郷土産業部会役員会

５日・県連会頭会議 津( )
６日・中小企業相談所強化策検討専門チーム第１回
全体会議（津）
７日・女性会新春懇談会
・建設業部会役員会
８日・鳥羽商工会議所青年部設立 周年記念式典
９日・第２００回珠算検定試験
日・中心市街地活性化協議会進行管理ＰＪ会議
・伊賀学検定委員会
日・記帳継続相談会
・青年部例会
日・三重大伊賀連携フィールド運営委員会
日・共済還元事業 観劇ツアー（大阪）
日～３月３日・伊賀上野城下町のおひなさん
日・正副会頭会議
日・中心市街地活性化協議会第２回全体会
日～ 日・逸品個別ヒアリング
日・第 回３級販売士検定試験
・青年部三役会
日・第１３６回簿記検定試験
・第９回伊賀学検定試験
日・異業種交流懇談会
・総務財政委員会
日～ 日・工業部会視察研修（浜岡原発）
・合同就職セミナー

日・中心市街地活性化協議会進行管理ＰＪ会議

３月
４日・三重県商工会議所連合会総会（津）
６日・常議員会議

日・中小企業ＢＣＰセミナー

日・異業種交流懇談会

日・通常議員総会

27 24 14 11

年男

にきく

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

１．杉

島

勝

２．昭和17年12月20日

午

３．東部自治協議会

健康法：1日に1時間歩く
５．自治会長の責任遂行
６．和を以って徳となす

髙 一 三

７．忍者と芭蕉

伊賀肉と伊賀米

８．私の二人の兄

２．昭和５年６月29日

３．伊賀電機工業㈱
４．ゴルフ

楽しくお酒をたしなむ
と献血に頑張りたい。
６．一生懸命
１．石

７．いろいろな素材に恵まれていること

原 和 夫

８．特になし

２．昭和29年５月21日

３．南税理士事務所

税理士

３．㈱堀川商店

４．趣味：音楽鑑賞

ドライブ

４．趣味：新聞や雑誌の読み漁り

代表取締役社長

当たらない競馬予想
健康法：深呼吸

６．ありがとう

５．一意専心

７．歴史的な遺産や人物が多いところ

６．誠心誠意

８．失敗を恐れず新しいことにチャレンジし
ている人

２．昭和41年５月29日

７．おいしいお米やお肉

１．堀 川 紘 一 郎

８．真っ直ぐに生きている人

２．昭和53年１月13日

決算・申告実務研修会

「わかりやすい会社の決算・申告の実務」

日

時

平成26年３月６日
（木） 13：30〜15：00

場

所

ハイトピア伊賀

講

師

上野税務署 法人課税部門 上席国税調査官

３階

新 設 法 人 説 明 会

受講料

法人会員：無

料

非会員：2,000円

※事前申込必要

応接会議室
主

催

一般社団法人

伊賀法人会

時

平成26年３月18日（火） 13：30〜15：00

受講料

無

場

所

ハイトピア伊賀

主

催

上野税務署

☎21-0950

講

師

上野税務署 法人課税部門 上席国税調査官

後

援

一般社団法人

伊賀法人会

ＯＡ機器
デジタル複合機
オフィス家具
オフィスサプライ

３階

☎24-5774

「新設法人のための税金」

日

教育機器

代表取締役

犬の散歩

５．健康に留意し（タバコはやめます）仕事

健康法：早寝早起

俊 一

さわやか園老人

ホーム理事長職務の遂行

５．運動不足なため「肉体改造」

１．南

理事長

４．趣味：全くなし

１．今

３．㈲ヘアーサロンスギシマ 役員
４．旅行 スポーツ観賞
何もしないのも私のエネルギー
ゆっくりゆっくり歩こう
５．去年理容業界に長年の貢献に対して厚生
労働大臣表彰を頂きました。年男として
尚一層頑張らねばと思います。
６．誠心誠意
７．観光名所の多い所である住み易い町
８．川崎秀二 筋金入りの政治家

会長

さわやか園老人ホーム

ホールB

料
☎24-5774

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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ご活用 ！ 上野商工会議所３階フロアー Information
〜中心市街地のにぎわいの拠点〜
下さい！
会議・講演会

展示スペース

コミュニティ情報プラザ
空間を自由にレイアウト。
いろいろなシーンにご利用
いただけます

少人数から大勢まで、人数や目的に合
わせてご利用いただけます。

パーティ・コンサート

パソコンからワイヤレスでプロジェク
ターへ投影できるwivia（ワイビア）
を採用。もちろんスクリーン・照明・ キャスター付展示パネルで自由自在。
スピーカーなどもご利用いただけます。 ご希望のレイアウトに。

パブリックビューイング

着席・立席スタイル両方に対応。ロー
大勢で集まって、大型スクリーンでス
ルスクリーンでミニステージに大変身。 ポーツ観戦が楽しめます。
【使用例１】

平日 13時〜17時

研修会（約30名）
＠ホールＢ
使用料 ¥5,400

※プロジェクター、スクリーン、マ
イク等は無料でご利用いただけま
す。PCの貸出もしております。

【使用例２】

ロビー・ギャラリー

映画、写真などの常設展・企画展・市
民サークル展に。

【使用例３】

日曜 14時〜16時

金〜日曜 9時〜16時

＠コミュニティフロア
使用料 ¥6,480

＠ホールＡ
使用料 ¥36,720

コンサート（約40名）
※ピアノ¥1,050でご利用いただ
けます。セッティング、リハー
サル時の使用料はかかりません。

展示会（３日間）

※使用時間の料金のみです。事前
準備、片付け時の部屋代は頂い
ておりません。

【使用例４】

平日 9時〜12時

勉強会（約15名）

＠セミナールームＡ
使用料 ¥2,160

※プロジェクター、ホワイトボー
ド完備の少人数での打合せ等に
最適なお部屋です。

秋深まるこの季節︑書店に立ち寄れば来年のカレ
ンダーや年賀状そして手帳が並んでいる光景を目に
する方も多いと思われます︒数多く陳列している手
帳から自分好みの手帳を探すのは難しいので見た目
で買ってはいませんか？そしてそれはしっかり使い
こなせていますか？手帳にはその時の自分に合った
タイプが必ずあります︒私も学生時代は学生生活に
あ っ た 手 帳 を︑そ し て 社 会 人 に な れ ば そ の 仕 事 に
あった手帳を使用しています︒
本書はどんな手帳が自分に合うのか︑何を基準に
選べば良いか分らないという問題に対し分り易く記
載されています︒
一度現在使用している手帳は自分に合うのか見つ
め直す手助けになると思います︒

情報提供 宮脇書店 伊賀上野店
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今月のおすすめの１冊

「結果を出す人の手帳術」
学習研究社刊 定価980円（税込）

本 のある暮らし

※冷暖房をご使用の場合は、基本料金の20％割増申し受けます。 ４月１日からの使用料金です

