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上野商工会議所が実施するイベント等の事業に関する
リスクマネジメント・ガイドライン策定
１．上野商工会議所のイベントに関する「基本的な考え方」
当所では、上野天神祭や市民夏のにぎわいフェスタのような大規模イベントから、小規模イベントまで年間を
通じて多岐にわたって様々な事業を実施しています。
その一方で、突然の豪雨や台風等の影響で中止となる事例や、福知山の花火大会においては、露天商の火気操
作の単純ミスによる爆発事故が発生するなど、当所のイベントをはじめとする事業は高まるリスクに晒されてい
る状況です。
当所の大きな使命は「地域活性化」です。そのため、事業に潜むリスクの存在を認識しつつ、地域を元気にす
るイベントを行っています。
こうした中、日本商工会議所の方針を踏まえ、当所ではイベントを実施する場合、参加者の安全に配慮する義
務（安全配慮義務）を果たすことと、
「事前」に様々なリスクを洗い出し、安心・安全なイベントの実施に向け
て総合的なリスクマネジメントの強化・徹底を図り、リスク低減に向けた適切な対策を講じてまいります。

２．イベント実施において遵守する３つのポイント
（１）「単独主催」は、慎重に検討・対応します。
～地域活性化イベントは行政等と実行委員会形式で開催します～
（２）事前準備から実施時の運営、事故後対応に至るまで万全を期します。
～事故の影響を最小限に止めるため、リスクマネジメントを強化します～
（３）損害賠償等に対応するリスクファイナンスを整備します。
～商工会議所向けの包括的なイベント保険に加入します～

３．運営形態別の責任度合の考え方
イベントを実施する場合、
「運営にどこまで関与したか」によって、責任の度合いが決まることから、上野商
工会議所としては次のように取組みます。
①主催について
上野商工会議所が全ての責任を負うことになるので、単独での「主催」は、慎重に検討します。
②共催について
責任の所在が曖昧にならないように役割分担を行います。
・行政等が主催者で、上野商工会議所が「共催」する
上野商工会議所は「一部の責任」を負うことになります。

・上野商工会議所が行政等と「共催で主催」する。
共同主催の場合、責任の度合いは共同主催者の数での按分となります。
③実行委員会形式について
実行委員会が主催のイベントの場合は、実行委員会が責任を負うことになるので、イベント実施計画や運営
マニュアル等を作成し、事前に役割分担を明確化します。
④後援、協賛について
イベントに関する責任は生じません。

４．包括的なイベント保険の概要
上野商工会議所が実施するイベントの大小や種類に係わらず、リスクファイナンスを含めた総合的なリスクマ
ネジメントに取り組むため、平成26年６月１日から保険に加入します。
◇保険制度の特徴
商工会議所が実施するイベント等の事業において、参加者がケガをした場合、商工会議所が負担する様々な
費用（法律上の賠償責任、法的責任の有無を問わずに遺族等へのお見舞い金等）を補償する。
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「伊賀のひと・もの・まち・くらしの再発見」

市民夏のにぎわいフェスタ2014開催
と

き

ところ

平成26年8月24日㈰ 正午〜午後9時（雨天決行）
上野銀座通り・本町通り・中之立町通りの一部

楽座出演者・伊賀の産業展出展者募集！！
楽

伊 賀 の 産 業 展

座

日頃の活動成果の発表の場としてどうぞ！
趣味の会から企業PRまで幅広く参加募集
●内容
参加規程に準ずる
例 大道芸（飴細工、綱渡りなど）
各種展示（写真、絵画、盆栽など）
趣味の会（囲碁、将棋、お茶会など）
パフォーマンス（落語、似顔絵など）
●参加料
原則無料

伊賀市の製造業を中心とした産業のPR、振興を
計るために、市民夏のにぎわいフェスタ会場に
おいて、伊賀の産業展を開催します。ふるって
ご応募ください。

※出店内容により有料となります

●締切
平成26年６月20日（金）

楽

市

一味違ったあきないを一日楽しんでください！

お申込み・受付は終了いたしました。
多数のお申込みありがとうございました！！
参加申し込み・お問い合わせは…TEL21−0527 FAX24−3857（月〜金曜日9：00〜16：00）
市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会事務局（上野商工会議所内）

みんなで『市民夏のにぎわいフェスタ』を盛り上げましょう！！
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部会活動ご案内 ぜひご参加ください
郷土産業部会
役員会
と き
ところ

商業部会
総会 並びに 消費税転嫁対策セミナー
と き ６月23日
（月）15：00〜
ところ 商工会議所

６月６日（金）10：00〜
商工会議所 セミナールームB

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．総会・伊賀市議会産業建設常任委員会との懇談会について
工業部会
総会及び講演 並びに 懇親会
と き ６月16日（月）15：30〜
ところ ヒルホテルサンピア伊賀３F 伊賀の間
総 会 15：30〜
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
講

演

16：00〜
『企業の地震被害と地震防災の動向について』
師 ㈲キュービック静岡 リスクマネジメント事業部
部長 西田真義氏

懇親会

17：30〜

〜何かいいことがありそう！
交流の場が広がります〜

会

費

5,000円

食品工業部会
視察研修
と き ７月４日（金）

愛知県方面

予定

金融理財部会
視察研修
と き ７月９日（水）
三重県津市（石水博物館、川喜多半泥子廣永
窯、MieMu（県立博物館））見学予定

総 会 15：00〜
１．平成25年度事業報告並びに決算報告について
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
消費税転嫁対策セミナー 15：30〜
テーマ『お客様の心に寄り添う接客術』
講 師 前田京子氏（LeapCreation前田京子事務所
懇親会
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料亭旅館 三田清

建設業部会
役員会・総会 並びに 懇談会
と き ７月11日
（金）10：00〜
ところ 商工会議所 ホール
役員会 10：00〜
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
総 会 10：30〜
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
懇談会 11：00〜 ※終了後、食事を準備しております。
岡本伊賀市長と懇談会
「伊賀市庁舎整備計画に関する意見交換」

女性会だより 芭蕉翁生誕370年事業の踊り出演
４月20日
（日）
、芭蕉生誕370年事業として、芭蕉さ
んゆかりの地ゆるキャラステージ、物産展が駅前広
場で開催され、女性会も『芭蕉ふるさと音頭』『The
BASHO』踊りを披露しました。一日を通してそれぞ
れ１回ずつ披露し、たくさんの方に観ていただくこと
が出来ました。
この踊りは、当所女性会が、芭蕉生誕360年事業で
制作し、10年間踊り続けて参りました。今後も大切に
踊り継いでいきたいと考えております。

18：00〜

代表）

４月20日㈰

会議所の動き
「伊賀上野逸品フェア2014」開催！ ５月18日㈰～５月31日㈯まで
まちや商店・商店街の活性化に対しては多くの試み
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＝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
アーも行いました。
逸品巡りツアー参加者の方々からは、今回始めて行

企業と高校の就職・採用に関する情報交換会

く店や知らない商品が多く発見できて良かったので今
後も参加したい。また、店主との会話や交流が出来て
楽しかったと感想をいただきました。

開催 ５月20日㈫
企業と高校のパイプづくりを目的にした情報交換会
が、今年も上野商工会議所・名張商工会議所・伊賀市
商工会・三重教育委員会の主催で上野フレックスホテ
ルで開催されました。
伊賀地域の企業21社の人事担当者と、県内21の高校
の進路指導担当者が集まり、個別面談方式で来春の就
職に向けて話し合いました。学校側は独自に実施する
キャリア教育や今年の就職者数、学生の就職に対する
意気込みなどを紹介し、企業側は来年の採用予定人数
や求める職種を提示するなど、双方が活発な情報交換
に努め、有意義な交流が行なわれました。

会員 ひろば
FGPダンススクール

（文部科学省後援 日本ストリートダンス認定協議会認定スクール）

あなたの会社やお店を
PR致します！
！
伊賀市中川原503-1 YMCビル３F ☎090-3457-8109 FAX0595-23-0137
E-mail：fgpshinobi@gmail.com HP：http://fgp-igakunoichi.com/

1998年、上野市子供ダンス講座から始まり、ダンススクールをはじめました。踊
ることの楽しさ、上達はもちろん、リズム感、身体能力の向上、挨拶などの礼儀、
ダンスを通してたくさんのことを学んでもらいたいと思います。
2005年からはチアダンス教室を開講、伊賀FCくノ一に所属させていただき、な
でしこリーグのホームゲームでは、子供たちが踊っています。よさこいチーム「FGP
忍」も、はや17年になり、関西各地のイベントに出演し、受賞も多数いただいてお
ります。
エアロビクス、アクアビクス、フィットネスボクシング、企業フィットネス、ま
た中高年対象の健康体操など、インストラクター歴27年。振付師として各方面から
依頼もいただき 小中学校の非常勤講師として指導させていただいてます。日本肥満予防健康協会認定ダイエッ
トアドバイザーや、最近注目の脳を活性化させる「シナプソロジー」認定インストラクターなどの資格をいかし、
子供から高齢者、全ての方の健康指導にも関わらせていただきたいと思っています。
健康運動指導士も在籍しておりますので、各団体様や企業様や個人の運動指導もさせていただきます。
上野商工会議所ニュース
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会議所の動き
青年部だより 上野YEG 駅前忍者広場！

４月27日㈰・５月３日㈯、４日㈰

伊賀上野NINJAフェスタ2014の協賛事業として、
去る４月27日
（日）及び５月３日（土）４日（日）の３
日間、ハイトピア伊賀駅前広場に於いて、
『上野ＹＥ
Ｇ駅前忍者広場』を開催致しました。忍者をモチーフ
とした５種類の試練の中から、３種類の試練をお客様
に選んで頂き挑戦をして頂きました。最後に直径約
180cmの回転式の的に向かって、ゴム手裏剣を打って
頂き、賞品をプレゼントしました。また、その場で写
真を撮り、缶バッジを作成するコーナーも、忍者衣装
を着たお客様には記念になり、特に喜んで頂きまし
た。３日間ともに天候もよく、予想を上回る1653名も
の多くのお客様にご参加を頂き、盛大に開催すること
ができました。企画・運営等大変な部分もございまし
たが、ご参加頂いたお客様の楽しんで頂いている姿を
拝見し、青年部員一同、達成感を味わえる有意義な事
業となりました。

平成26年度 青年部 役員決定
上野商工会議所青年部（上野YEG）本年度スローガン 「進撃の上野ＹＥＧ」
事業方針の重要課題
１．YEG活動のより一層の活性化（研鑽・親睦・
交流）
２．第28回東海ブロック大会上野大会実現に向けた
取り組みを実施
３．新会員増強を積極的に実施
役
会
副

職

名
長
長

会
〃
〃
〃
直 前 会 長
監
事
〃
FC委員会 委員長
KOBAX委員会 委員長
EVO委員会 委員長

氏
辻
山森
松本
中里
岡本
小丸
森野
粟野
藤川
小林
西出

事 業
１．地域活性化事業（NINJAフェスタ、夏のにぎ
わいフェスタ等への参加）
２．研修・研鑽事業（東海ブロック大会、県連大会
への参加）
３．会員親睦事業

名
役 職 名
浩希
タートルず委員会 委員長
悟
FC委員会 理事
誠太
KOBAX委員会 理事
雅紀
EVO委員会 理事
弘樹
タートルず委員会 理事
恵一
東海ブロック大会実行委員会 委員長
真治
会員拡大特別委員会 委員長
仁博
三重県連出向委員会 委員長
貴充
NINJAフェスタ実行委員会 委員長
正朋 市民夏のにぎわいフェスタ協力事業実行委員会 委員長
裕貴

伊賀越株式会社
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伊賀越

検

氏
日置
箱林
杉島
志賀
小澤
松本
中道
樋口
松村
前山

索

名
智啓
穂高
健之
一鉄
隆
誠太
教之
信吾
大栄
泰寛

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

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が
拡大（3万円未満⇒5万円未満）しました
「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大
「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年４月１日以降に作成さ
れる「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
平成26年４月１日以降に作成されるものについては、受取金額が５万円未満のものについて非課税とされる
こととなりました。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者がその受領事実を証明
するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
したがって、
「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事
実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」
などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるとき
は、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

詳しくは

LOBO調査とは？

国税庁ホームページ

www.nta.go.jp

をご覧ください。

LOBO調査4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4月分 〜業況ＤＩは、駆け込み需要の反動から大幅悪化。先行きも不透明感が強い〜
●産業別業況DI値（前年同月比）の状況（全国）
3月

4月

3ケ月見通

11.0

5.9

▲12.1

0.6

0.0

▲25.3

▲5.7

▲20.9

▲27.1

▲6.3

▲38.2

▲49.3

▲17.3

▲14.7

▲22.6

建 設 業

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

４月の全産業合計の業況ＤＩは、▲14.1と、前月から▲9.7ポイントの大幅悪化。仕入コ
ストや電力料金、人件費などの負担増が続く中で、消費税引き上げに伴う駆け込み需要の
反動減により、小売業や卸売業では売上が大きく落ち込んだ。他方で、建設業や輸出が好
調な自動車、飲食・宿泊業などは、足元では受注・売上が堅調に推移しており、業種によっ
て消費税引き上げによる影響にばらつきがみられる。
先行きについては、先行き見通しＤＩ
が▲28.4（今月比▲14.3ポイント）と、
大幅な悪化を見込む。自動車や観光関
連 な ど、堅 調 な 業 種 が みら れる 一方、
好調
まあまあ
不振
特に不振
仕 入コストや電 力料金、人件 費などの
（50＞DI≧25） （25＞DI≧0） （0＞DI≧−25） （−25＞DI）
負担増加分の価格転嫁が進んでいない
ほか、受 注 減 少や 消費 者 のマインド低
※DI値＝（好転した企業割合％）−（悪化した企業割合％）
迷の 長 期化、取引先からのコストダウ
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
ン 要 請 の 強まりな どへ の 懸 念 も あり、
多いことを示す。
先行きに対して慎重な見方が続く。

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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労働保険の事務手続きは労働保険事務組合へ
加入商工会議所の会員事業所限定です

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受け、事業主の皆さんに代わってわずらわしい貴社の労働保険
に関する事務代行をします。当商工会議所に設置しています。

労働保険とは？

委託するメリットは？

◆労働保険とは、労働者災害補償保険（一般に「労
災保険」といいます）と雇用保険をまとめた総称
であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等
に対する保障（労災保険）や、失業した場合の給
付（雇用保険）等を行う制度です。

１．労働保険事務の軽減
➡雇用保険の離職票発行事務などを行い
ます。

◆労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人で
も雇っている事業主は必ず加入することが法律で
義務付けられています。

３．労災保険特別加入制度
➡事業主や役員も労災保険に加入でき
ます。

※この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。

※一人親方の特別加入は、当所では取り扱っておりません。

委託できる事業主は？

委託手数料は？

１．上野商工会議所の会員事業所
２．常時使用する労働者の人数が、
金融・保険・不動産・小売業
卸売・サービス業
その他の事業

➡50名以下
➡100名以下
➡300名以下
の事業所

お気軽にお問い合わせください！
！

２．保険料納付を3回に分割
➡資金繰りが軽減されます。

雇用保険被保険者数

手数料（税込）

０名〜４名

6,480円

５名〜14名

12,960円

15名〜24名

32,460円
43,200円
64,800円

25名〜34名
35名以上

上野商工会議所 労働保険事務組合

TEL 21−0527

事業主のみなさまへ

労働保険（労災保険・雇用保険）の
年度更新はお早めに！
労働保険料（平成25年度確定・26年度概算）の申告・納付は

電子申請は、
6月1日から
可能です。

6月2日（月）
（木）までです。
から7月10日

平成26年

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

6月・・・04日・20日
7月・・・02日・18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
8｜上野商工会議所ニュース 2014.6.5

ミ

ー

ム

ス

M−EMS普及講座のご案内

三重県では、費用負担の少ない環境マネジメント
システム「M-EMS（ミームス）」を推進しています。
関心をお持ちの事業者様は、ぜひこの機会にご参加
ください。
日
時 ６月13日（金） ９：30〜11：30
場
所 伊賀庁舎４階 第６会議室
お問合せ先 一般社団法人 M-EMS認証機構
☎059−221−1605

働いていない若者と生活困窮者支援
伊賀市社会福祉協議会

現在、若者の失業率は非常に高く、高校を卒業し
た学生の半数以上が３年以内に離職しているという
現実があり、国の統計では伊賀地域に約1100人の若
年無業者がいると推計されています。2012年３月の
伊賀市全世帯の総収入データによると、年収300万
円以下の世帯が36.8％、年収100万円以下の世帯も
16.9％と非常に厳しい状況があります。20年30年先
の日本の将来を担う多くの若者たちが働いていない
現状を見て自身の老後が不安になる方も多いのでは
ないでしょうか。
伊賀市社会福祉協議会では、厚生労働省から委託
を受け、
「いが若者サポートステーション（通称：
サポステ）
」を運営しており、若年無業者に対して
就職支援を行っています。キャリア・コンサルタン
トや教員免許等の専門資格を持つ職員が中心となり、
個別の面談だけでなく、コミュニケーション能力の
向上を目的としたグループワークや無料パソコン講

伊賀の昔体験塾
伊賀地域にある街道の歴史や文化のお宝話、和菓
子づくり体験の参加者を募集しています。
日
時 ７月５日（土）・６日（日）14：00〜16：30
場
所 伊賀庁舎3階 中会議室
内
容 講義「歴史街道にまつわる古きお宝と
昔の面影・風景について」
参 加 費 500円（材料代別途）
応募締切 6月13日（金）
お申し込み 伊賀・夢・街道づくり協議会 ☎24-8000
（三重県伊賀地域防災総合事務所内）

座、企業への見学・体験プログラムの実施やハロー
ワークへの同行支援等も行っています。同じ厚生労
働省事業ということもあり、ハローワークとの連携
は強く、ハローワーク内にサポステ担当者が設置さ
れているため、密に連携を取りながら支援しています。
また、国税庁 民間給与実態統計調査（平成24年）
によると、労働者全体の36.2％が非正規労働者であ
り、その非正規労働の平均年収は、男性が226万円、
女性が144万円、全体では168万円となっています。
生活保護受給者も216万人を超え、増加の一途をた
どっております。そういった中、平成26年12月に生
活困窮者支援法が成立し、平成27年度から生活困窮
者を対象として、全国すべての社会福祉事務所で相
談支援事業が実施されることとなりました。当社協
においても先行してモデル的に伊賀市からの委託を
受け、生活困窮者自立促進支援モデル事業を実施し
ています。
両事業とも企業への見学や体験等を行うことで就
労につながる機会が増えます。将来の日本を見据え、
持続可能な社会を構築していくためにもご協力お願
い申し上げます。

中村
晶宣

年度役員紹介

中村糀店

上野ロータリークラブ

会長

（伊賀上野ケーブルテレビ㈱）

茂平

理

▼会長エレクト＝鉃﨑 薫
（㈲丸越建設）
▼副会長＝市川隆成
（天台真盛宗西念寺）
▼幹事＝小坂元治

中井

上野東ロータリークラブ

会長 上野ガス㈱

本城

▼会長エレクト＝松本正博
（㈱上野建築研究所）
▼副会長＝中尾彰克
（伊山瓦協業組合）
▼幹事＝中里芳彦
（㈱中里工務店）

伊賀越㈱

伊賀上野ライオンズクラブ

会長

政彦

▼第一副会長＝荒堀 弘
（名阪設備工業㈱）
▼幹事＝太郎館 学
（敢国神社）

（一社）伊賀青年会議所

南出

理事長 ㈲南出デンキ工業

26

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

059−354−9971

上野商工会議所ニュース
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津営業所

上野分室 〒518-0873 伊賀市上野丸之内 500 ハイトピア伊賀３階
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TEL 24-1724

日商PC検定
PCは使えればいいという
時代は終わりました

試験日、申込方法については、ネット試験会場

「MUCカレッジ」
（TEL：0595‑23‑4400）または
「ダブルクリック」
（TEL：0595‑24‑2410）
にお問い合わせください。

日商PCでITスキルを向上し
ライバル企業に差をつけよう！

● 作る社員によって体裁がバラバラ

日商PCは他のパソコン検定とは異なり、仕事に直

● 高度な作業を頼むとミスも残業も増える

結した実践的な技術が学べます。検定試験は以下の３

● 提案資料にまったく説得力がない…などなど

種類あり、それぞれの試験で１級、２級、３級、Basic
とレベルが選べます。

「PCは 使 え る け ど 皆 バ ラ バ ラ で」
という企業様は少なくないでしょう。
でも我流のままでは何年たっても的確
で効率良い業務は望めません。
そろそろ社員全員のPCスキルを見
直してみませんか。

デ ー タ 活 用

Microsoft ExcelⓇを使って表計算やデータ
分析、データベース作成などを学びます。

プレゼン資料作成

Microsoft PowerPointⓇで説得力あるプレ
ゼン資料作成を習得します。

作

商工業者数

H26年4月末会員数

組織率

2,771件

1,514件

54.64%

６・７ 月 主 な 事 務 局 行 事

６月

３日・社会文化部会役員会・総会

・サービス部会役員会・総会

４日・第２回専門スタッフ研修会（津市）

５日・第６回ガイドライン作成ＰＪ会議（津市）

６日・第１回定例常議員会議

・郷土産業部会役員会

日・第１回県下中小企業相談所長会議（津市）

８日・第１３７回簿記検定試験

回カラーコーディネーター検定試験

36

日・記帳継続相談会

日・第

日・工業部会総会

18 16 15 13 10
日・伊賀学検定試験第２回委員会

・県女連第１回理事会

22

日・第２０１回珠算能力・暗算検定試験

会員の動き

・第１１１回段位認定検定試験

23

日・異業種交流懇談会

・商業部会総会・セミナー

日・通常議員総会

日・第１回東海ブロックＣＣＩ青年部連合会会

上野商工会議所

28 24
員総会・懇親会

32

30

日・第３回県下専務理事会議

７月

６日・ 第 回福祉住環境コーディネーター検定試験

日・建設業部会役員会・総会

回販売士３級検定試験

・恋のハッピー大作戦（婚活事業）

74

Microsoft WordⓇを使って正しいビジネス
文書の作成・取り扱いを学びます。

書

※プレゼン資料作成には Basic レベルはありません。

12 11
日・第

回エコ検定試験

16

日・記帳継続相談会

日・第

日・ 第１回県連通常会員総会（津市）

・異業種交流懇談会

28 27 18

成

文

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

Ｂ×Ｆ×Ｉ=126（１）
Ｇ＋Ｈ=Ｂ（２）

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

B

C

Ｂ>Ｅなので、Ｂは６以上。
式（１）より、
126は、6×21、7×18、9×14
のいずれか。

D

E

F

ＢくＣなので、Ｂは９ではない。

I

Ｈ>Ｅなので、Ｈは６以上。
式（２）より Ｂは６ではない。
Ｂ=７。
したがって式（１）は ７×18。

ヒント

（Ｈ×Ｉ）−（Ｂ×Ｆ）＝10
Ｄ＋Ｇ＝Ｃ

G

5
H

18は２×９（ａ）
３×６（ｂ）
のいずれか。
Ｈ>Ｅな の で、式（２）を 満 た す
可能性があるのは１+６のみ。
Ｇ=１、Ｈ=６。
６が使用されたので、３×６
（b）
は不可能。
ＦとＩは２と９。
不等号より、Ｆ=２。Ｉ＝９。
残りの数は３、４、８。
Ｂ>ＣなのでＣ=８。
ＡくＤなのでＡ=３、Ｄ=４。
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2014
婚活

恋の HAPPY 大作戦

〜 真夏の恋のものがたり 〜

ラベンダーガーデンでかたろう
バーベキュー！ スキルアップセミナー＆ゲーム！
ラベンダーの丘を散策！
若者の地元離れ、少子化などで、高齢化社会問題が深刻になってきています。地元への定着を促し、
若者が豊かな家庭生活を送ることが、活気あるまちづくりにもつながります。古き良き時代の世話焼き
文化を復活させ、独身の皆様に出会いの場を提供し、コミュニケーションアップのセミナーや楽しいゲー
ムなどで、
「婚活」を応援します！
開 催 日

平成26年７月12日（土）

参加費用

男性7,000円

開催場所

メナード青山リゾート

集合場所

ハイトピア伊賀３F 上野商工会議所

集合時間

11：20

（伊賀市霧生2356 TEL 0595−54−1326）

募集資格

募集人数

伊賀市に興味・関心を持ちステキな
出会いを求めている25歳〜45歳の
独身男女
80名（男女各40名）

女性4,000円

（会場直行の方は会場受付12：15〜）

募集締切

６月30日（月）（ただし定員になり次第締切）

申込方法

郵便・FAX・E-mailまたは直接申込

【お申し込み・お問い合わせ】
上野商工会議所 総務課 〒518−0873 伊賀市上野丸之内500 ハイトピア伊賀３F
TEL 0595−21−0527 FAX 0595−24−3857 E-mail info@iga-ueno.or.jp

【主催】上野商工会議所・伊賀市商工会 【後援】伊賀市・ゆめぽりす伊賀立地企業連絡会

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
平成26年4月10日〜5月10日集計

①
②

村上海賊の娘

提供 宮脇書店 上野店

上

（新潮社）

村上海賊の娘

下

（新潮社）

③

学年ビリのギャルが１年で偏差値を40上げて

④

黒子のバスケ

⑤

慶應大学に現役合格した話（角川GP）
5

小説版

（集英社）

女のいない男たち
（文藝春秋）
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今月のおすすめの１冊
「神去なあなあ日常」
徳間書店

定価1,620円（税込）

今月のオススメは５月に劇場公開の「神去なあ
なあ日常」です。
この物語の舞台である神去村は旧美杉村と言わ
れています。美杉村は伊賀市から約１時間程のの
どかな田園地域です。
物語は高校卒業と同時にまったく未経験の林業
に挑む物語。最初は逃げ出したいぐらいだった仕
事にも個性豊かな仲間を通じ成長していく様が文
面から伝わり林業の大切さも分かる物語になって
います。
そして彼らの口癖「なあなあ」は「ゆっくり行
こう」
「まあ落ち着け」という意味。今の社会に
対しても使いたい言葉ですね。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

