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上野地区景況調査結果

〜改善の先行き見通し〜

上野商工会議所中小企業相談所は、平成25年７月〜12月期の企業景況調査を実施しました。現状について「変
わらない」と考える方が全体の約４割を占め、「良い」と考える方の割合が少し増え、「悪い」と考える方の割合
も少し減り、改善傾向が見えます。先行きについても「変わらない」と考える方が全体の約３割を占め、「良い」
と考える方の割合が少し増え、「悪い」と考える方の割合も少し減り、全体的に改善の見通しを予想しています。
また、経営上困っている問題点として、製造業以外にも建設業や飲食業でも「原材料高及び不足」との回答が増
えてきています。
◎調査対象

上野商工会議所会員企業から任意抽出した280企業

◎回収状況

84企業
（回収率26.3％）※三重県下2,300企業

◎概要
前回調査（平成25年１月～６月）とDI値
（良い割合－悪い割合）で比較した表が表１で、各項目の詳細が表２～
表６です。
上野管内では、「良い・やや良い」が21.5％（前回16.4％）、「やや悪い・悪い」が36.9％（前回45.2％）、DI値が△
15.4（前回△28.8）で13.4ポイントの改善となった。
今後の見通しは全体では、
「良い・やや良い」が16.7％（前回13.7％）、
「やや悪い・悪い」が36.9％（前回39.7％）で、
DI値は△20.2
（前回△26.0）となり5.8ポイントの改善の見通しとなった。
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現状維持
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上野商工会議所の地域活性化センター内に設置された「三重大学伊賀連携フィールド」は、三重大学、
上野商工会議所及び伊賀市が連携して、教育・文化・研究の推進を図るとともに、地域振興上の諸課題等
に適切に対応することにより、三重大学における教育・研究を推進し、伊賀地域の充実・発展に貢献して
いきます。

三重大学による忍者研究の取り組み
三重大学人文学部

山 田 雄 司

三重大学伊賀連携フィールドの二つの柱のうちのひとつが、忍者文化に着目した
地域活性化の取り組みです。忍者はアニメなどとともにNinjaとして今や世界中に
広まり、
日本文化の一つとして多くの人々を魅了しています。
これまで、
商工会議所、
市・県、観光協会などによって忍者に関するさまざまな活動が行われ、忍者の聖地
としての伊賀が認識されつつあることは大変嬉しく思います。
私どもは、大学という特質をいかした取り組みをしようと、忍者の学術的研究を
根幹にすえて活動を行っています。
まず第一に、学生とともに伊賀流忍者博物館所蔵の忍術書の写真撮影を行い、そ
の翻刻や内容の検討を行っています。これまで、忍者は記録を残さないことから、
忍者の学術的研究は困難であると思われていましたが、秘蔵されてきた資料も数多
くあり、新たな忍者像を構築できそうです。
第二には忍者関係資料データベース（日本・海外）の作成です。著書・論文・映画・
テレビ番組・小説・アニメ・ゲームなど、忍者に関する作品は数多くあります。こ
れらを一覧にして、一部を大学のホームページで公開しています。
その他の取り組みとしては、毎月の忍者・忍術学講座、伊賀忍者古文書講座・英
語講座、公開トークイベント、モンゴル忍者講座、中国・韓国との国際シンポジウム、
伊賀忍者史跡めぐり、留学生研修などを行い、市民の方をはじめ数多くの参加者を
得て、メディアでも大きく取り上げていただきました。
今後はこれまでの取り組みを進めるのとともに、新たに三重大学伊賀拠点との共
同プロジェクト「忍者“Ninja”の知恵を活かした人にやさしい循環型社会の構築」
を進めていきます。また、東京での講座開催、全国での忍者展、諸外国との共同研究・
シンポジウムの開催を考えています。伊賀の魅力を再発見し、日本文化としての忍
者をさらに広めていこうと考えていますので、より一層のご支援をよろしくお願い
いたします。
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会議所の動き
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㈮
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100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 2014」
を開催しました。
まず最初に株式会社グローバルグロー・イマジン代
表取締役の澤ナカバ氏に「個性を活かすマーケティン

グプロモーションについての基調講演をしていただき
ました。その後、三重県工業研究所からの研究成果・
実践報告では、地域産品の利活用推進の取組について
特許製法によるドライ梨の製造経緯についてやドライ
梨のを使用したお菓子作りの実践事業者からの発表等
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などの出展、試食が17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Ｐ
Ｒ、情報提供の場としても良い機会となりました。
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。

新春講演会〜観光からまちづくり〜 １月24日㈮
（公財）
日本電信電話ユーザ協会との共催で新春講演
会を開催しました。本年度は『ななつ星in九州』で話
題の九州旅客鉄道㈱代表取締役社長 唐池恒二氏をお
迎えし、
「観光からまちづくりへ」のテーマでご講演
いただきました。
JR九州が運行している人気の観光列車『あそぼ～
い！』
『指宿のたまて箱』『Ａ列車で行こう』は運行地
域に基づいたデザインと沿線地域が持つ文化・特色・
素材からなる物語のある列車です。10月15日に運行を
開始したクルーズトレイン『ななつ星in九州』も地元
が大変盛り上がっています。沿線の方々のお客様をも
てなそうとする心、運行を契機に新たなまちづくりを
していこうという機運が、ひいてはまちづくりの成功
へと繋がっていくのです。
まちづくりのポイントは・地域の共同体意識・おも
てなしの心を表現・デザインと物語です。まちづくり
には “気” を満ちあふれさせることが重要でありそれ

には、
「スピードとキレのある動き」「明るく元気な声」
「隙を見せない緊張感」「向上しよう、成長しようとい
う貪欲さ」であると唐池社長は語られました。
当日は約180人の観客を迎えての盛大な催しとなり
ました。

会員サービス委員会開催 １月23日㈭
会員の方の情報誌としての上野商工会議所ニュース
を４月号から重要な内容は今迄通り発信しますが、法
律や健康等を内容とした記事の連載を開始し、これ等
に対する相談及び回答を中心に双方向にした記事、更
に適宜に商機を掴んで頂く為にJETROのニュースも
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充実させる予定です。
又、会員の方の地域の出来事や生活情報等もお寄せ
下さい。皆様から投稿のあった記事を掲載し、会員の
方々とともに更に親しみのある会報誌に育てていく所
存です。 文責 会員サービス委員会委員長 中田洋二

社会文化部会 『寄せ植え教室』開催

２月19日㈬

伊賀市川東春日神社前作業場にて、NHK「趣味の
園芸」に出演されている育種家 奥隆善様を講師にお
むかえし、
『寄せ植え教室』を開催いたしました。
プリムラ ポリアンサ・ルピナス・ビオラなど多種多
彩な草花を題材として、伊賀の風土やその気候に合っ
た植え方、鉢・土の選び方から、花々の種類や植物の
性質が似ている花や、雄蕊・雌蕊の受粉に気をつけて
寄せ植えするなどの寄せ植えのコツのお話をうかが
い、実際に題材を使っての実践を行い、楽しく講習を
受講しました。
先生から花は私たちの生活を心豊かなものとする上

でなくてはならないものですとの言葉に、参加者一同
は共感し、大変有意義な時間となりました。

第９回『伊賀学検定』実施！県内外から125名が挑戦！！ ２月23日㈰
伊賀の歴史や文化を受け継ぎ、伊賀の心を育み伝え
ていく事を目的に行っていますご当地検定「伊賀学検
定」が２月23日行われました。
当日検定では、
10歳の子供から84歳の年長者までが、
“芭蕉翁が生誕して今年で何年になる？”（答え370年）
などの、芭蕉翁・伊賀上野城・伊賀忍者・祭・文化
財・歴史・文学・自然・生活文化・雑学の伊賀に関係
する問題に、
楽しみながら取り組んでいただきました。
又、今年は、藤堂藩などを通じ、伊賀とゆかりがあ
る東京で、伊賀のファンを開拓するために、県の首都

女性会だより 新春懇談会開催

圏営業拠点「三重テラス」でも検定試験並びに「伊賀
市長講演会」を開催しました。
伊賀市長は「知っていますか伊賀のこと」と題し、
講演されました。
なお、講演会の模様は、ハイトピア伊賀３階とイン
ターネットによる聴講中継がされ伊賀でも拝聴して頂
くことができました。
また合格発表は、３月17日（月）に上野商工会議所の
HPにて掲載します。

２月７日㈮

ヒルホテルサンピア伊賀にて毎年恒例の新春懇談会
を親睦委員会が中心となって開催し、来賓に木津会頭、
木戸専務理事、川端事務局長をお招きいたしました。
昨年の仙台全国大会で、全国商工会議所連合会表彰
規則第４条に基づく表彰状授与式も行われ、永年女性
会活動に寄与された、中村昌子様、東美恵様、三好博
子様に表彰状が授与されました。おめでとうございま
した。
講演会では、玉瀧寺前住職・龍谷大学名誉教授 戸
上宗賢様に「とかくこの世は…」と題してお話しいた
だきました。この世は生きにくいのか、生きやすいの
か、生き様も感じ方も人生はひとそれぞれであり、限
りある命その日を大事にして生きていく事が大事では
ないかという事を感じました。
その後、The Basyoメンバーの踊り披露のオープニ

青年部だより 『２月例会』開催！

ングで昼食懇親会がはじまり、おいしい昼食の後、音
楽療法士『華音』の恒岡佳代様、杉本久美様に「音楽
でリフレッシュ」として会員全員で、皆が知っている
歌を歌い、特別楽器をひけなくても、それぞれ簡単な
楽器を持って音楽に合わせて奏でてみたりと、楽しく、
癒しの時間を持つことが出来ました。その後親睦委員
企画のビンゴゲームで盛り上がり、会員が親睦を深め
有意義な一日となりました。

２月12日㈬

今月の例会はＢＢ委員会の担当で、委員会例会を開
催致しました。
まず、はじめに「次年度事業」
「次年度体制」につ
いて辻浩希次年度会長より説明を行いました。その後、

平成27年度に伊賀市にて開催予定の「東海ブロック大
会」に向けて、次年度の新しい委員会にわかれて協議
いたしました。
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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
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納税資金と資金繰りに注意しましょう！

消費税転嫁対策のポイント

仕入・諸経費や消費税納税額が増加します
消費税率が引き上げられれば、利益は変わらない場合でも、
「納税額の増加」や「仕入・諸
経費に係る資金の増加」を招きます。消費税率引上げに備え、
万全の資金繰り対策が必要です。
<売上1,000、仕入800の場合>

5%
税込

うち消費税

売上

1,050

50

仕入

840

40

210

10

8%

仕入額が増加！
納税額が1.6倍に！

税込

うち消費税

売上

1,080

80

仕入

864

64

216

16

消費税の滞納に気をつけましょう
「平成24年度租税滞納状況」
（平成25年7月、国税庁）によれば、消費税は、滞納が最も多
く発生している税目となっています。その背景には、消費税は利益の有無や大小にかかわらず
納税義務が生じること、また、日々の取引で発生している消費税が運転資金として使われてし
まい、中間申告時や期末の納税時点で手許に納税資金が残っていないことなどが原因として考
えられます。
税金の滞納は、経営に大きな影響をおよぼしますので、資金繰りに万全を期する必要があり
ます。

消費税の滞納は経営に大きな影響を与えます！
◦延滞税の発生により、さらなる資金繰りの悪化を招く
◦納税証明書が出ないため金融機関からの借入れが困難に
◦取引先を含め、社会的信用を失う恐れがある

商工会議所へ早めの相談を！
！
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万全の資金繰りをするには
１．資金繰り表を作成しましょう

売上や仕入等の計上とは別に、入金や出金のタイミングについて把握できるように、資金繰
り表を作成しましょう。特に、資金繰りが厳しい会社ほど、
「月次」⇒「週次」⇒「日次」の
ように、きめ細かな期間で把握する必要があります。

２．
十分な運転資金を確保しましょう

回収サイトや支払いサイトを把握し、改善させることで、運転資金を確保しましょう。ただ
し、回収サイトや支払いサイトの改善は取引先への影響も考慮して慎重にご検討ください。

【十分な運転資金確保のための改善策】
◦売掛金の回収期間を短縮し、早期現金化を図る
◦買掛金の支払期間を延長し、手許資金を維持する
◦適正在庫の把握に努め、現金支出を減少させる

３．納税資金の確保のための制度を活用しましょう

金融機関の「納税準備預金」や「任意の中間申告制度」を活用して、計画的に納税資金を確
保しましょう。
〜小規模事業者の皆様が活用〜

マル経融資制度が40年を迎えました

木津会頭に感謝状の伝達
日本政策金融公庫の融資制度として昭和48年に創設以来、「小口・低金利・無担保・無保証人」で小規模事業向
けの信用あるマル経融資制度が創設40周年を迎えました。２月17日に日本政策金融公庫から感謝状が伝達されま
した。

LOBO調査とは？

LOBO調査1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26年1月分 〜業況ＤＩは、一段の改善。先行きはコスト増や駆け込み需要の反動への懸念も〜
●産業別業況DI値（前年同月比）の状況（全国）
12月

1月

3ケ月見通

14.0

18.4

▲0.4

▲2.4

1.9

▲3.8

▲10.6

▲9.1

▲10.9

▲24.2

▲14.3

▲7.3

▲9.1

▲10.4

▲14.7

建 設 業

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

１月の全産業合計の業況ＤＩは、▲3.1と、前月から＋ 4.3ポイントの改善。住宅着工な
どが 好調な建 設 業がけん引したほか、自動車関連の業 績改善が幅 広い業 種に波 及してい
る。また、高価格 帯 商品 へ の志向の強まりに加え、消費 税引き上げ 前の駆け込 み 需要が
出始めており、中小企業の景況感は、売上・受注の増加を背景に、一段の改善がみられる。
他方で、仕入コストや電力料金に加え、人材確保の困難さから人件費の負担も増大する中、
販売価格への転嫁遅れにより、売上増に見合う収益があがらないとの声もあり、景気回復
を実感できない状況もみられる。
先行きについては、先行き見通しＤＩ
が ▲7.4（ 今 月 比 ▲4.3ポ イ ント） と、
悪 化を見 込む。消費 税引き上げ 前の駆
け込 み 需 要 などにより、３月まで 堅 調
な 推 移が見 込まれる一方、家 計へ の 負
好調
まあまあ
不振
特に不振
担 増に備えた 消費手 控 えの動きも予想
（50＞DI≧25） （25＞DI≧0） （0＞DI≧−25） （−25＞DI）
さ れる。また、業 況 改 善 を けん 引して
※DI値＝（好転した企業割合％）−（悪化した企業割合％）
きた建 設 業や製 造 業でも、価格転 嫁の
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
遅 れによる収 益 悪 化に加え、４月以 降
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
の反 動 減 へ の 懸 念 の 声 が 高 まるな ど、
多いことを示す。
先行きに対して慎重な見方が伺える。
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〜平成26年度検定試験のご案内〜
上野商工会議所では、日商ならびに東商の各種検定試験を実施しています。商工会議所の
検定試験は、全国統一の基準により実施している『公的試験』です。多くの企業から高い評
価と信頼を得ております。
商工会議所検定で、あなたの思いや能力をカタチにできる知識を習得しましょう。

簿

記

財務が読めれば、会社の経営状態
も読める。今や簿記は、財務・経
理部門のための資格ではなく、部
門を超えて全社員が修得すべき教
養になりつつあります。即戦力に
なる資格です。
【試験日】
第137回 ６月８日
（日）
第138回 11月16日（日）
第139回 ２月22日（日）

販売士

流通業界唯一の公的資格。販売・
接客技術、在庫管理、マーケティ
ング、労務・経営管理など幅広い
専門知識が身につく、営業、企画
業務などにも人気の資格です。
【試験日】
第74回 ７月12日（土）
第42回 10月１日（水）
第75回 ２月18日（水）

日商PC

パソコン操作ができるのはあた
りまえの時代。日商PC検定は、
「仕
事で使える」実践的なパソコンス
キルが身につきます。キャリア
アップには欠かせない資格です。
下記へお問合せ下さい。
MUCカレッジ
tel 0595‑23‑4400
ダブルクリック
tel 0595‑24‑2410

◎4月より簿記検定3級試験対策講座始まります。詳しくは、チラシをご覧ください。

Let s try !

そろばん

そろばんを学ぶことで、右脳を鍛
えることができます。また、計算
力や暗算力だけでなく、集中力や
記憶力も養うことができます。お
子様だけではなく、大人の方も脳
トレにどうぞ。
【試験日】
第201回 ６月22日
（日）
第202回 10月26日
（日）
第203回 ２月８日
（日）

カラーコーディネーター

ビジネスに役立つ実践的な色彩の
知識を学べます。知識を身につけ
れば、ファッションやデザイン業
界だけでなく多くのビジネスシー
ンでその効果を生かすことができ
ます。
【試験日】
第36回 ６月15日
（日）
第37回 11月30日
（日）

詳細はホームページをご確認ください。
上野商工会議所

http://iga-ueno.or.jp

日本商工会議所

http://www.kentei.ne.jp

東京商工会議所

http://www.kentei.org

福祉住環境コーディネーター

高齢者や障害者に住みやすい住環
境を提案するために、医療・福祉・
建築についての体系的な知識を学
ぶための検定です。シニアビジネ
スに携わる方はもちろん、身近に
介護が必要な家族がいる方にもお
すすめです。
【試験日】
第32回 ７月６日（日）
第33回 11月23日（日）

eco

国際的な政治動向から環境破壊の
メカニズム、生活者として持つべ
き心構えまで、eco検定では幅広
い知識を習得することができま
す。習得した知識を活かす場は多
様です。
【試験日】
第16回 ７月27日（日）
第17回 12月14日（日）

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9月30日迄）

業務部
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059−354−9971

会員募集中！
（公財）
日本電信電話ユーザ協会会員
ユーザ協会は、情報通信サービスを総合的な視野で捉える利用者団体として1976年に設立された財団法
人で、平成24年７月２日から公益財団法人として認定されました。26年度事業として、視察研修、新入社
員研修会、新春講演会を予定しております。年会費は2,000円です。

会

員

特

典

割引サービス

最新情報の提供

●ドコモ携帯（法人契約）基本料、通信・通話料
の割引
●電話帳、iタウンページ広告料の割引
●ホテル・旅館宿泊費割引

●ＩＣＴ情報誌「テレコム・フォーラム」の毎月
無料配布
●「ＩＣＴよろず相談窓口」無料活用
●「ＩＣＴ関連セミナー」「経営・経済関連セミ
ナー」の無料聴講

研修会等の開催

ICT技術UP

●電話応対コンクールへの参加（無料）
●電話応対・ビジネスマナーセミナー（会員特価）
●企業電話応対コンテスト（会員特価）
●「もしもし検定」受講（会員特価）

●Word、Excel等のパソコンセミナー（会員特価）
●スマホ・ブログ研修
●ホームページセキュリティ診断等（会員特価）
●「.Com Master」技能検定受検（会員特価）
●HP開設の新規作成（初期費用10%割引）

詳細については、ホームページhttp://www.jtua.or.jpをご覧下さい。
ご入会のお問い合わせは （公財）
日本電信電話ユーザ協会 三重支部
上野地域事務局
（上野商工会議所）

2014年1月スタート！

TEL 059-213-1110
TEL 0595-21-0527

電話応対技能検定

もしもし検定４級試験

毎月第一水曜日に実施！

検定料

1,080円

※4 級は、講習なしの筆記だけの試験です
※1 級〜3 級は規定の講習後、実技並びに筆記試験があります

電話応対はビジネスの基本。
日本語の知識、マナーまで学べる
「もしもし検定」を活用してみませんか。

４級試験は、こんなときにオススメです！
新入社員の社員教育に
ビジネスマナー、個人情報保護法も学べます
技能検定資格になります

◎4/15〜16開催の新入社員セミナーにご参加の方は、もしもし検定４級試験を受験していただくことができます。

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

世界最速！ローコスト！
フルカラープリンター
上野商工会議所ニュース
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「ハイトピア伊賀」３階
上野商工会議所 貸事務所への
入室を募集します。
伊賀鉄道上野市駅と三重交通バスターミナルに隣接し、伊賀の中心市街地に
位置する当館は、ビジネスの拠点としてご利用いただけます。

面積

8.3 坪

１室募集

詳細につきましては上野商工会議所（川端・釜井）までお問い合せ下さい。

【お問い合せ先】TEL： 0595-21-0527

FAX： 0595-24-3857

申込期日：平成26年３月14日（金）午後５時まで
お申込多数の場合は、後日ヒアリングさせていただきます。

企業・商品・サービスなどのPRに
ご活用ください

会報広告を募集しています
発 行 日

毎月５日発行（年10〜11回）

発行部数

約1,800部

配 布 先

会員事業所・各官公庁関係機関・各地
商工会議所など

広告の種類

募集対象は会員事業所に限ります。

A

縦4.5㎝

横17.6㎝

１回 8,000円

B

縦4.5㎝

横 8.8㎝

１回 4,000円

※お申し込み・お問い合わせは広報担当まで

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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会員限定・掲載無料

あなたの事務所を紹介しませんか？
このコーナーは、企業の商品情報・ユニーク
サービス・イベント情報などを無料で掲載でき
る、会員企業の自薦による情報発信コーナーです。
掲載をご希望される方は当所総務課までご連絡
ください。
注 意 事 項
１．掲載は、当所会員事業所に限ります。
２．掲載の有無に関わらず、原稿・写真データ
は返却いたしません。
３．掲載情報の詳細や取引に関しては、取引当
事者間で直接連絡・交渉願います。（万一、
トラブル等が生じた場合は、当所では責任
を負いかねますのでご了承ください）

三重県伊賀市小田町743-2

会議所の新しい仲間です （敬称略）
部

会

名

事 業 所 名

代表者名

社 会 文 化 栗本了一税理士事務所

住

所

業

了一 伊賀市上野茅町2725 2F-A室

税理士業

社 会 文 化 特定非営利活動法人アイ・コラボレーション伊賀 山崎

善一 伊賀市中友生1240

HP作成、IT関連事業

社 会 文 化 小林正朋税理士事務所

小林

正朋 伊賀市上野西大手町3680-5

税理士業

前田

真二 伊賀市猪田594-2

建設・内装工事業

上山

浩 伊賀市法花3618

建

設

栗本

（平成25年11月１日〜平成26年３月６日）

業 西広軽天工業

食 品 工 業 農業生産法人㈱夢活菜

種

水耕栽培野菜の生産販売

商 業 部 会 コトブキコーポレーション 細渕寿美雄 伊賀市陽光台2014-2

事務機販売・メンテナンス

特 別 会 員 ㈱福岡醤油店

醤油・味噌製造販売

川向

啓造 伊賀市島ヶ原1330

（平成26年4月１日〜）
部

会

名

事 業 所 名

代表者名

住

所

業

種

食 品 工 業 前田農園

前田

食 品 工 業 和菓子工房まっちん

町野

仁英 伊賀市上野車坂町615-43

和菓子製造販売

社 会 文 化 ㈱ユーテクノ

大西

清次 伊賀市上野恵美須町1684

人材派遣業

社 会 文 化 FGPダンススクール

日根野ちよ子 伊賀市上野赤坂町275

ダンススクール

社 会 文 化 （医）松本胃腸内科

松本

収生 伊賀市荒木534-2

診療所

社 会 文 化 （一財）滋賀保健研究センター 伊賀診療所 大道

重夫 伊賀市服部町341-1

健康診断等

社 会 文 化 全日本和装作法伊賀学院 森西

明美 伊賀市木興町3257

和装着付、マナーの指導

観 光 部 会 ビストロ

サンク

洋 伊賀市羽根430

農業（梨・米・野菜）

阪本

勝治 伊賀市四十九町2905-1

フランス料理

観 光 部 会 九重

川口

佳子 伊賀市上野西日南町1770

飲食業

サービス部会 鳥佑

杉本

米寿 伊賀市下友生2677

焼き鳥、ラーメン

上野商工会議所

教育機器

組織率

2,771件

1,508件

54.42%

31 28 27 24

20 19 15 14 12 11

３・４ 月 主 な 事 務 局 行 事

オフィスサプライ

16

H26年１月末会員数

３月
１日・青年部３月例会（大阪）
・中心市街地活性化協議会視察研修（犬山）
３日・第１回組織強化委員会
４日・三重県商工会議所連合会総会（津）
６日・常議員会議
日・ 中心市街地活性化協議会進行管理ＰＪ会議

オフィス家具

15

商工業者数

日・青年部例会
日・中小企業ＢＣＰセミナー
日・建設業部会視察研修（京都）
日・青年部三役会・新旧合同役員会
日・日商議員総会（東京）
・県連ＹＥＧ第６回役員会（亀山）
日・異業種交流懇談会
日・通常議員総会
日・東海ブロックＹＥＧ臨時会員総会（桑名）
日・県下専務理事会議

デジタル複合機

４月
６日・忍びの里ウォーキング
日・ 日・新入社員歓迎の集い

ＯＡ機器

社会保険相談会

18

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

３月・・・５日
４月・・・２日・ 日

毎月第１水曜日と第３金曜日

※社会保険相談は
午前 時〜午後３時までです

10

会員の動き

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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中!!

受付

第5６回

新規学卒就職者激励会＆セミナー開催

今春、各企業で迎えられます新入社員の皆様の歓迎の集いを開催いたします。第１部は式典、第２部は
教育セミナーです。本年新たに電話応対技能検定（もしもし検定）
４級をセミナー受講の確認も含めて実施
致します。貴社の新入社員研修教育の一つとして、是非ご活用下さいますようご案内いたします。
と

き

平成26年４月15日（火）〜 16日（水）

と こ ろ

ハイトピア伊賀３階

上野商工会議所

参 加 費

参加者１名につき（テキスト代、電話応対技能検定料、昼食代２日分含む）
会員（上野商工会議所、伊賀市商工会、ユーザ協会）6,000円 非会員

持 ち 物

筆記用具・手鏡

申込締切日

３月20日（木）

お問合せ

上野商工会議所総務課

TEL 21−0527

12,000円

FAX 24−3857

【第１部】 式
典 15日 午前９時〜午前９時45分
【第２部】 教育セミナー 15日 午前10時〜午後５時
16日 午前９時〜午後４時

講師 （公財）日本電信電話ユーザ協会 認定インストラクター
〜みなみ トレーニング ラボ〜 南 紫津子先生
（15日） □ビジネスマインド
プロフェッショナルの求められる資質
□ビジネスマナーの基本
印象づくりの重要性
（16日） □ビジネスコミュニケーション 良い関係づくりの基本
□電話応対技能検定（もしもし検定）４級実施
□まとめ 研修の振り返り、確認

今月のオススメ本は地元︑伊賀忍者を特集した﹁忍者
の教科書﹂です︒
忍者と言えばどんなイメージがありますか？手裏剣を
投げて相手を倒したり︑煙玉を投げて敵の視界から消え
るなどの姿を想像すると思います︒私も同じ意見です︒
しかし実際は他国に出向き様々な職業に扮し︑情報収
集を行う仕事を得意としてきたそうです︒その情報を近
隣諸国に売り伊賀の里を守ってきた歴史があります︒
情報を得る為には目立たないように努めるのが基本で
すので徳川家康を助けた服部半蔵以外なかなか資料が出
てこないのも必然かも知れません︒
そんな忍者の歴史を地元伊賀で活動する忍者研究会が
地元だからこそ出来る力を持って作られたのが本書で
す︒地元の皆様︑本書を読んでもっと忍者に詳しくなり
ましょう！
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今月のおすすめの１冊

「忍者の教科書」
笠間書院刊 定価630円（税込）

本 のある暮らし

テーマ（目標）を持つ

