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おめでとう 新社会人のみなさま
第56回

新規学卒就職者激励会＆教育セミナー開催

今春伊賀市内の企業に就職した方々の激励会及び教育セミナーを、上野商工会議所・伊賀市商工会の主催より、
４月15日
（火）
～ 16（水）
の２日間にわたり開催致し、地元企業27事業所より63名が出席されました。
第１部

式典は、木津会頭の「皆様のお仕事は、上下の差はありません。どのお仕事も打ち込めば打ち込むほ

ど、奥が深く幅も広がっていく。様々な試練が待ち受けているが、自分の力を向上させるための機会と受け止め、
全力で進み自分を磨き、鍛えていただきたい。
」との挨拶で始まり、岡本市長・田山市議会議長より、新入社員
へのお祝いの言葉がありました。新入社員を代表して、（社福）伊賀市社会事業協会

奥澤義人さんが、誓いの言

葉を述べました。
第２部

教育セミナーでは、～みなみトレーニングラボ～南紫津子先生より、気持ちの良い返事・挨拶・身だ

しなみ・良い印象を与える話し方・敬語とビジネス慣用表現などのビジネスマナーを学び、２日目には、接客応
対・訪問マナー・指示の受け方・メモの取り方・電話応対の基本など、実践を交えながら学びました。
さらに本年度は、全員が電話応対検定（もしもし検定）４級を受験しました。

電話応対
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身だしなみチェック

「 誓いの言葉 」

寒く、長かった冬もよう
やく終わり、うららかな陽
気を感じるようになった今
日の良き日、本年度就職い
たしました私たちのため
に、このように盛大な歓迎
の集いを催していただきあ
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
関わりませず、ご出席いた
だきましたうえ、ご丁寧な
祝辞並びに激励の御言葉を頂戴いたしました。私
たち一同は、
感謝と感激に胸を躍らせております。
今日の日本は、いまだ東日本大震災による復興
の遅れの影響が影を落としている中で、政府は、
経済を成長軌道に早期に復帰させるため「好循環
実現のための経済政策」の迅速かつ着実な実行に
取り組んでおりますが、実体経済の持続的な回復
にはいまだ至っておりません。
私たちはバブル崩壊の直後に生まれ、きびしい
社会の中で、両親をはじめ、沢山の方々に支えて
いただき、ここまで育ってまいりました。社会人
としてスタートを切った私たちは、今日の感激と
今までお世話になった方々に対する感謝の想いを
豊かな自然と歴史文化溢れる伊賀の地において、
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。
甚だ、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。

平成二十六年四月 十 五 日

奥 澤 義 人

社会福祉法 人 伊 賀 市 社 会 事 業 協 会

この春、社会人となるあなたへ、母からの言葉を
贈ります。
生まれ育った町を離れ、社会人として働き始める
あなたのことを考えた時、母は、小さい頃から今ま
でのあなたの姿を思い浮かべ、ここまで大きく育っ
てくれたことに感無量の思いです。同時に、自分が
年をとったこと、母としての役割を一つ終えた寂し
さが、こみあげます。また、これからはまず一人で
何事にも立ち向かい、生きていくあなたへの、少し
愚かな母としての心配もあり、いろいろな気持ちが
こみあげてきて、胸が一杯です。

強が仕事だ」などと言って、あなたに勉強を強要し
すぎたのではないかと反省もしています。母も３年
前新しい仕事に就き、時期を同じくして起こった東
日本大震災から日本が復興へと努力してきたこの３
年間に、たくさん新しいことを学び、感じることが
ありました。そこで気づいたのは、人と人との絆で
あり、仲間の大切さでした。あなたも新しい職場で、
社会人として一から学び始めるのですから、喜びよ
りも、たくさんの苦労に出会うと思います。どんな
苦しい時でも、自分自身が仕事や人に対して誠実で
あり、謙虚であればきっと助けてくれる人が見つか
るでしょう。どうか職場の仲間や、新しく住む地域
の人、かけがえのない友達とのつながりを大切に、
一つ一つ階段を登って下さい。そして今度は自分が、

これまであなたの父から、
「いい加減、やめてお
けよ」と言われながらも、心配のあまり、ついあな
たの歩く先へと回り、その道を歩きやすいよう、一
生懸命箒で掃いて回るかのごとく、おせっかいを焼

誰かを助けることのできる力を身につけてほしいも
のです。
あなたの歩く姿に手を貸すことはしないで、見守
りたいと思いますが、本当に困ったときは、必ず父

いてきた母でした。これからはそれを止め、あなた
を見守ることにしたいと思います。

と母に相談してください。私たちは、いつでも無条
件にあなたの味方です。卒業、おめでとう！

これまで母は少し干渉しすぎましたね。学生は「勉

伊賀市人権生活環境部

人権コラム「社会人となるあなたへ」

（本社）

〒518-0838 伊賀市上野茅町2706

☎0595（82）0893

☎0595（63）1335

ショールーム「フラム」
☎0595（26）6855

家 庭 用 燃 料 電 池 コ ー ジェネレ ー ション システム

エ ネ フ ァーム

または、お近くのサービス店まで！
！

http://www.ueno-gas.co.jp
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部会活動ご案内 ぜひご参加ください
工業部会

〜何かいいことがありそう！
交流の場が広がります〜

役員会

５月15日
（木）16：00〜17：00
商工会議所 応接会議室

１．平成25年度事業報告並びに収支決算報告について
２．平成26年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
３．
「部会総会及び講演」並びに懇親会について
４．８月開催の新就職者対象の勉強会について
５．11月開催の中堅社員対象の勉強会について

金融理財部会

役員会

５月16日
（金）13：30〜

１．平成25年度事業報告並びに収支決算報告について

商工会議所

２．平成26年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
３．視察研修について

応接会議室

食品工業部会

役員会

５月22日
（木）14：00〜
商工会議所 応接会議室
社会文化部会

役員会・総会

６月３日
（火）
役員会
10：00〜10：45
総 会
10：45〜11：15
講 話
11：30〜12：00
懇親会
12：00〜13：30
商工会議所 ホール
交通運輸部会

１．平成25年度事業報告並びに収支決算報告について
２．平成26年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
講話 「芭蕉生誕370年にちなんだお話」

役員会

５月22日
（木）11：30〜
昼食懇談会 12：00〜12：30
商工会議所

１．平成25年度事業報告並びに収支決算報告について
２．平成26年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
３．視察研修について

応接会議室

１．平成25年度事業報告並びに収支決算報告について
２．平成26年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
その他

部会長会議
５月29日
（木）10：00〜11：30

１．平成26年度部会配分について

商工会議所

２．部会別会員推進について
その他

応接会議室

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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三重県伊賀市小田町743-2

会議所の動き
芭蕉翁生誕370年協賛事業「伊賀の里魅力満載ウォーキング」開催 ４月６日㈰
JR関西本線の利用促進と沿線の魅力を知っていた
だく為、ウォーキングを開催致しました。当日受付で
60名の参加者がありました。
今年は芭蕉翁生誕370年にあたり、その協賛事業と
して、コースは『芭蕉翁生家』『さまざま園』『上野天
神宮』
といった芭蕉翁ゆかりの地を巡りました。また、
伊賀上野語り部の会の方に同行していただき、コース
沿線にある登録文化財の水源地や伊賀上野城といった
名所の奥深い話に参加者は耳をかたむけていました。
当日は、雨で肌寒かったにも関わらず市内外より多
くの方に参加いただき、有意義なウォーキングとなり
ました。

青年部だより 『青年部通常総会・卒業式』開催！

４月９日㈬

上野商工会議所ホールに於いて、平成26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25年度事業報告並びに
収支決算報告について、第２号議案＝役員改選につい
て、第３号議案＝平成26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、
辻会長のもと、正式に新体制が発足しました。
また、平成25年度を以って６名の方々が卒業されま
した。長年に亘り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。

女性会だより 女性会新入会員募集！
〜出会いと学び〜女性会に入会しませんか？
当女性会では、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に69名が元気に活動してい
ます。
入会資格
上野商工会議所の会員事業所の方で以下の方

①女性経営者・代表者
②法人並びに団体所属の女性の方
③個人企業で経営に携わっている女性
年会費 ４, ０００円
問合せ先 上野商工会議所女性会
TEL 21-0527 FAX 24-3857

「伊賀上野逸品フェア2014」開催！

５月18日㈰～５月31日㈯まで（逸品巡りツアー：５月19日㈪～５月28日㈬まで）

まちや商店・商店街の活性化について多くの試みが
されています。その中でも「一店逸品運動」は、お客
様の価値観や購買行動が大きく変化していく昨今で、
中小小売サービス業に一つの方向性を示している運動
といえます。
「逸品」とは、お店の売る姿勢を明確に示した売り
筋商品、すなわちこだわり・目玉商品であり、顧客の
潜在ニーズを掘り起こす提案型商品です。毎年研究会
を立ち上げ、自ら発掘・開発した商品を考案しています。
今年度は17店舗が参加し、その成果を５月に一店逸

品の発表会としてフェアを開催し、同時に逸品巡りツ
アーも行います。
皆様の来店をお待ちしています！
逸品運動参加事業所
㈲西尾デンキ・酒の関所 なべ重・西田はきもの店・
紅屋結納店・㈾糸源・むらい萬香園・㈱マツオカ電器・
カフェ フランセ・榎ふとん店・ヒルホテルサンピア伊賀・
森下ふとん店・喫茶・軽食シャコンヌ・桃青庵ふじさき・
フラワーブティックこさか・九庵・西澤のコロッケ・
㈲フラワー松井
上野商工会議所ニュース
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会員 ひろば
一般財団法人 滋賀保健研究センター

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀営業所：伊賀市服部町341-1 ☎0595-22-8107 FAX0595-22-8109
財団本部：滋賀県野洲市永原上町664番地 ☎077-587-3588 FAX077-587-5441

一般財団法人滋賀保健研究センターは、2014年４月１日より伊賀市
服部町に営業所を開設致しました。地元に定着し貢献できるよう、今
春から上野商工会議所に入会致しました。
当センターは、1980年の財団設立当初から「産業労働者、学童、地
域住民への健康診断、作業環境測定等」を目的として「安全で親切な
保健サービスを提供し、正確な結果を迅速に報告」して参りました。
新営業所におきましても、同じ理念のもと、三重県内における巡回健
康診断サービスを提供して参ります。
滋賀保健研究センターでは、各種健康診断（巡回での定期健康診断・
特殊健康診断・特定化学物質健康診断・がん検診等）を行っております。
各種健康診断です。お気軽にお問合せください。
まだまだ未熟ですが、さらなる向上を目指し邁進してまいります。
皆様のお引き立てよろしくお願い致します。

ご存知ですか？

保証人のこと

病院へ入院する、アパートやマンション等借家へ入居する、子供が就職する等の際、相手か
ら必ずといってよい程、保証人が求められます。 「さあ、誰に保証人になってもらおうかな？
高齢の一人暮らし、保証人になってもらおうにも誰もいない…。」このようなことで悩んでお
られる人も多いのではないでしょうか。
そもそも保証人とは何なのでしょう。法律での規定や条件はありますが、簡単に言えば次の
ようなものです。金融機関や第三者と金銭の貸借（これを金銭消費貸借といいます）の時に、
債権者が保証人を要求するのが卑近な例ですが、これは債権者が借金を弁済しなかった時に、
債権者が保証人に請求するもので、一般に広く知られています。また、就職時にも身元保証人
を求められる事が多々ありますが、これは「身元保証ニ関スル法律」によって事業主が保証人
を求めるもので、保証期間は特約がなければ３年で通常５年で（同法第２条）その者が雇用さ
れている間、ずっと続くものではありません。身元保証の期間と成年後見の期間とは全く別の
ものであり、混同しないで下さい。
保証人について法律で規定しているのはこれだけで、それ以外については法律の規定はあり
ません。とはいうものの、慣例で数多くの保証人要求事例があるのが、現在社会通念となって
います。
法律にないから拒否するといっても通りませんが、一応この事も知っておくと何かの役に立
つことがあるかもしれません。
社会文化部会
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部会長

中田洋二

日本商工会議所 第119回通常会員総会を開催
日本商工会議所は、３月20日（木）第119回通常議員総会を開催し、当所から、木津会頭・木戸専
務理事が出席し、全国から約800人の役員・議員の出席がありました。総会において、第29期（平成
26年度〜28年度）行動計画・平成26年度事業計画・収支予算が決定されました。
三村会頭は、
「昨年11月の就任以来、被災地域やその他９ブロックの商工会議所を訪問し、様々
な取組みを拝見しました。いろいろな現実を目の当たりにしましたが、いずれの場面においても、
商工会議所が熱意をもって取り組んでいることに喜びを感じるとともに、地域から大きな期待を寄

第 期行動方針

せられている任務の大切さを改めて実感しました。」と挨拶され、基本的な取組方針を述べられま
した。
【基本的な取組方針】
29 １ 復興の加速化と福島の再生
２ 成長に向けた基盤の早急な整備
３
４

成長の重要な原動力となる中小企業の活力強化と地域活性化
ネットワークの最大活用による商工会議所活動の推進

商工会議所会費

口座振替は6月10日（火）です

平成26年度前期分会費・特商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」のお知らせを納付させていただき、
6月10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
用紙〉を送付させていただきますので、6月9日までに最寄りの金融機関（納付書に記載）
からお振込みいただくか、当日窓口での納付をお願いいたします。

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
担をなくすため、お早めにお申込みください。

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。
（TEL21‑0527）

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H26年3月末会員数

組織率

2,771件

1,496件

53.99%

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！
！

消費税転嫁対策のポイント

相談はいつでもどこでも…

税

務

労

務

経

営

中小企業の価格転嫁をサポート！

平成25年10月1日より「転嫁対策特別措置法」がスタートしています
消費税の円滑かつ適正な転嫁を目的として、転嫁対策特別措置法が成立しました。平成25
年10月１日から施行され、平成29年３月31日限りで効力を失う時限立法です。

また、公正取引委員会、消費者庁、財務省から、この法律の解釈や具体例について示したガ
イドラインが公表されました。ガイドラインは、次の内閣府のHPでご確認ください。

http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html
転嫁対策特別措置法の4つの特別措置

❶消費税の転嫁拒否等の行為（減額、買いたたき等）が禁止されています
❷消費税分を値引きする等の宣伝や広告が禁止されています

❸「総額表示」義務が緩和され、「外税表示」
「税抜価格の強調表示」が認められています
❹中小企業が共同で価格転嫁すること
（転嫁カルテル）や、表示方法を統一すること（表示
カルテル）が認められています

政府に消費税の価格転嫁に関する総合相談センターが設置されています
政府（内閣府）では、消費税の価格転嫁に関する相談を受け付けています。転嫁拒否など転
嫁対策特別措置法に違反する疑いのある行為については、相談者のご意向により、センターか
ら担当省庁へ通知されます。

消費税価格転嫁等総合相談センター（内閣府）
http://www.tenkasoudan.go.jp

電話番号：0570-200-123（通話料がかかります）

消費税の転嫁拒否等の行為
（減額、買いたたき等）
が禁止されています
特定事業者（買い手）が、特定供給事業者（売り手）から受ける商品または役務の供給に関

して、消費税の転嫁拒否等の行為をすることが禁止されています。

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9月30日迄）

業務部
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059−354−9971

「特定事業者」が取締りの対象です
規制の対象となる「特定事業者」と保護の対象となる「特定供給事業者」は、２つの組み合
わせで決まります。

●「特定事業者」と「特定供給事業者」の関係
特定事業者

特定供給事業者

（買い手）

Ａパターン

大規模小売事業者

（売り手）

は資本金の大きさは
関係ありません

Ⓐ

大規模小売事業者
（※）

Ⓐに持続して商品または
役務を供給する事業者
「継続して」
とは、事業者間に継続的
取引関係がある場合を指します

Ｂパターン

大規模小売事業者
以外

Ⓑ

から継続して
商品または役務の
供給を受ける
法人である事業者
（Aを除く）

Ⓑも資本金の大きさは関係ありません。中小企業も
法人であれば特定事業者にあたる可能性があります

Ⓑに継続して
商品または役務を供給する
次の事業者

・個人である事業者
・人格のない社団等である事業者
・資本金等の額が３億円以下である
事業者

Ⓑと の資本金の
大小は問いません

（※）
大規模小売事業者とは、一般消費者が日常使用する商品の小売業を行う者で、前事業年度における
売上高が100億円以上である者（もしくは一定規模の店舗面積のある店舗を有する者）をいいます。

禁止される転嫁拒否等の行為は次の４類型です
特定事業者が、平成26年４月１日以後に特定供給事業者から受ける商品または役務の供給
に関し、次の４類型の行為を行うことが禁止されています。
❶減額または買いたたき
❸本体価格（税抜価格）での交渉の拒否

❷商品購入、役務利用または利益提供の要請
❹報復行為

第135回 中小企業景況調査 （2014年1‑3月期）
（2014年1‑3月期）
<トピックス>
今期の原材料・商品仕入単価DI（
「上昇」−「低下」前年同期比）は、（前期36.0→）39.4（前期差3.4ポイント増）
と５期連続でプラス幅が拡大した。一方、売上単価・客単価DI（同）は、
（前期▲14.9→）▲12.5（前期差2.4ポイン
ト増）
、採算（経常利益）DI（同）は（前期▲25.1→）▲22.6（前期差2.5ポイント増）といずれもマイナス幅が縮小
するなか、今後も円安による原材料価格等の上昇を注視する必要がある。
※D I 値＝
（好転した企業割合％）
−
（悪化した企業割合％）

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多いことを示す。

（本発表資料のお問い合わせ先およびホームページ）
独立行政法人 中小企業基盤整備機構経営支援情報センター
☎03‑3433‑8811㈹
http://www.smrj.go.jp/keiei/chosa/keikyo/index.html
上野商工会議所ニュース
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おめでとう！ 珠算能力検定試験 〜１級満点合格〜
２月８日
（日）
に実施しました、第200回珠算能力検定試験において、和田志穂さん（鞆田小学校６年）・福永沙
梨菜さん（西柘植小学校５年）のお二人が１級満点合格を果たされました。お二人とも１級には以前に合格され、
すでに段位も取得されていますが、今回は１級満点合格を目指して再挑戦し、見事その目標をクリアされました。
なお、第200回の検定データでは１級受験者11,125人のうち、合格者は3,574人で合格率は32.1%。うち、満点合
格者は55人で、満点合格率はわずか0.49%でした。１級満点合格は、第143回（平成７年2月12日実施）以来、19
年ぶりの快挙となりました。

５月
１日〜６月 日・アクサ春のキャンペーン
２日・正副会頭会議
８日・ 日・ 日・経営計画作成セミナー
９日・青年部 東海ブロック役員会
日・三重県珠算連盟連合会総会
日・総務財政委員会
・商店会連合会三役会
日・工業部会役員会
日・ユーザ協会三重支部理事会（津）
日・伊賀上野一店逸品フェア内覧会
日～ 日・伊賀上野一店逸品フェア
日・組織強化委員会
日～ 日・伊賀上野一店逸品巡りツアー
日・ 日・経営計画作成個別相談会
日～ 日・全国専務理事・事務局長会議（長崎）
日・労働保険事務組合理事・役員会（津）
・異業種交流懇談会
日・会員サービス委員会
日・部会長会議
日・県下専務理事会議（津）
・商店会連合会理事会・総会
６月
６日・第１回定例常議員会議
日・工業部会総会
日・異業種交流懇談会
日・通常議員総会
30 29 27

26 21 19 19 19 18 17 16 15
23 21 28

13 11

31

12
14

30

５・６ 月 主 な 事 務 局 行 事

社会保険相談会

20 16

健康保険・厚生年金のご相談に応じています

５月・・・７日・ 日
６月・・・４日・ 日

時〜午後３時までです

毎月第１水曜日と第３金曜日

※社会保険相談は午前
10

24 23 16

上野商工会議所特定退職金共済制度事務経費改定のお知らせ
特定退職金共済制度の掛金は、ご納付いただいた掛金から制度の運営に必要な事務経費をいただいております
が、平成26年５月１日より事務経費を見直しさせていただきました。
改定の内容
事務経費
加入期間

１口につき月額50円⇒40円に引き下げ運営させていただきます。
23年11 ヶ月⇒20年５ヶ月になります。

又、事業所の従業員様が退職され上記期間に満たない場合、元本割れいたしますので、お知らせいたします。
詳しい内容につきましては、アクサ生命推進員がお伺いし、ご説明させていただきます。
今後共、会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※平成26年10月に、共済にご加入いただいている事業所様を対象に、観劇バスツアーを計画しております。詳細
につきましては、後日ご案内させていただきます。

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

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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自動車税は納期限までに納めましょう！
今年は6月2日
（月）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
コンビニエンスストア、インターネットを利用してクレジットカードでも納付できます。

【先月号解答】
A：1 B：9 C：4 D：8 E：5 F：6 G：2 H：3 I：7
【解き方一例】

２つの計算式をヒントに
A〜I左のマスを全て埋め
てください。

※1〜9までの数字が入ります。
同じ数字は入りません

A

D

ヒント

Ｂ×Ｆ×Ｉ＝126
Ｇ＋Ｈ＝Ｂ

研
日

時

場
講

所
師

修 会

G

B

Ｂ×Ｆ−Ｃ＝50（１）
Ａ＋Ｉ＝Ｄ（２）

C

E

F

H

I

5

●式（１）は７×８−６（ａ） ６×９−４（ｂ）のどちらか。
●（ａ）の場合、残りの数は１、２、３、４、９。式
（２）を満たす
ものは１＋２＝３ １＋３＝４の２パターン。
●Ｆ（７か８）＜Ｉこの解はないので（ｂ）は不成立。
●（ｂ）の場合、残りの数は１、２、３、７、８。式
（２）を満たす
ものは１＋２＝３ １＋７＝８の２パターン。
●Ｆ（６か９）＜I この場合、Ｆ＝６、Ｉ＝７となる。ゆえに、Ｂ＝
９、Ｃ＝４、Ａ＝１、Ｄ＝８。
●残りの数は２と３。Ｇ＜Ｈなので、
Ｇ＝２、Ｈ＝３。

「わかりやすい会社の決算・申告の実務」

平成26年６月９日
（月）
13：30〜15：00（予定）
ハイトピア伊賀 ３階 ホールB
上野税務署 法人課税部門 上席国税調査官

受講料
主

催

法人会員：無料 非会員：2,000円
※事前申込が必要です
一般社団法人 伊賀法人会 電話 24-5774
FAX24-5796

新入職員の紹介
森喜

優（もりき

ゆう）

４月に上野商工会議所に入所さ
せ て い た だ き ま し た。 早 く 商 工
会議所の仕事を覚えていきたいと
思っています。どうぞよろしくお
願いします。

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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お役に立ちます！共済情報

会 員 事 業 所 の た め の 安 心 共 済

5月1日（木）
〜6月30日（月）

推進期間

生命共済の特徴

1
2
3
4

割安な掛金で幅広い保障
※掛金は

Aコース1480円／月額から

毎年収支計算して剰余金が
あれば配当金も！

〜私達共済推進員に
ご相談ください〜

１年自動更新で医師の診査
はありません
商工会議所独自の給付制度
が充実しています

加入事業所には、ランチバイキングにご招待。
日時：7月14日
（月）11時〜12時30分 場所：モクモク手づくりファーム

生命共済制度
ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
平成26年3月10日〜4月10日集計

①
②
③
④
⑤

提供 宮脇書店 上野店

終物語
（講談社）

学年ビリのギャルが１年で偏差値を40上げて
慶應大学に現役合格した話（角川GP）
これでいいのか三重県
（マイクロマガジン社）

里山資本主義
（角川GP）

長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい
（アスコム）
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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

今月のおすすめの１冊
「村上海賊の娘
新潮社

上・下」

上下巻共 定価1,728円（税込）

今月のオススメは先日本屋大賞に選ばれた「村上海
賊の娘」です。著者の和田竜先生は「のぼうの城」な
ど歴史小説を数多く手がけており現代における歴史小
説の第一人者でもあります。
さて皆さんは戦国時代の戦と言えば何を想像します
か？ほどんどの人は槍や騎馬あるいは鉄砲などの陸地
戦を想像し海の戦はあまり想像しないと思います。し
かし戦国時代にも海の戦は有り織田信長も海での戦を
何度か経験しています。
表題の村上海賊は織田方の宿敵である本願寺や毛利
と手を組んでおり瀬戸内海の海を支配しており信長に
とっては憎き敵。天下統一の為には倒さずにはおけな
い相手となり、そしてついに第一次木津川合戦（大阪
湾木津川）で両者は相対します。
本書はそんな織田信長軍に戦いを挑んだ壮大な海の
戦。主人公の豪快さが読む人を引き付けます。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

