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伊賀市活性化に向けての提言
平成27年度予算等に関する要望書
去る11月11日の常議員会議において、平成27年度予算案に関する要望事項について審議承認をいただきました。
これを受けて、11月25日行政に以下の内容を要望いたしました。詳細は当所ホームページに掲載しておりますの
で、ご覧ください。

1 地域経済活性化に向けた取り組みの推進

（1）中小企業、地場産業の振興
①国が進める成長戦略「まち・ひと・しごと
地域創生戦略」に対応した施策の創設
◦新商品の開発、成長分野への参入等市内
事業者の自助努力による投資を最大限支
援できる重点的補助金の創設
②小規模企業基本法及び支援法並びに三重県
中小企業振興条例の実施推進、ならびに中
小企業の支援強化
◦県条例に基づいて、「伊賀地域中小企業
振興協議会」が発足。地域の実情・課題
に応じた産業振興策、支援強化の創設
③新製品、新サービス開発力の強化及び販路
拡大、市場拡大の強化
◦地域資源活用新商品開発の強化支援及び
販路拡大の推進、見本市等への出展支援
施策の創設
・地域ブランドづくり実現化プランの創設、
及び地域ブランド確立のための制度の創設
・地域ブランドの販売促進のための支援策と
して販売戦略調査、及びアンテナショップ
等の創設或いはその支援
④起業支援の強化
◦起業が安定するまでの３～５年間の課題
解決をサポートする支援の創設
・女性及び青年層へスポットをあてた重点
的な起業促進支援の実施
⑤伝統産業の支援強化
◦後継者育成事業の支援
・他県での物産展・見本市等開催時におけ
る事業補助金（補助率100％）の創設
・地場産業の継承・振興に繋がる伊賀市内
の展示場所や地場産品販売所の設置
⑥日本政策金融公庫の利子補給の拡充・創設
◦マル経融資（小規模事業者経営改善資金
融資制度）の利子補給の拡充
・利子補給対象期間を現行の１年から当該
融資償還期限までに延長
・資金使途を運転資金も含めた（現行、設
備資金のみ）利子補給
衛経貸付の利子補給制度の創設
・運転資金・設備資金にかかわらず利子補
給及び対象期間を当該融資償還期限とす
る制度の創設
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（2）観光振興及びまちなかにぎわいの促進
①まちなか周遊観光の促進
◦伊賀鉄道による上野城公園と市街地との
分断解消策の調査・研究の実施
・観光バスの乗降客の駐車場について、駅
前広場やまちなか駐車場の整備及び活用
の強化
・一般観光客駐車場について、便利で利用
しやすい駐車場の整備の促進
②伊賀の観光、まちなかにぎわい事業の拡充
及び強化の推進
◦26年度スタートした「いがぶら」事業の
拡充及び支援の強化
・「市民夏のにぎわいフェスタ」事業の補
助金の継続、拡充
・上野天神祭（神事を除く）運営支援の拡
充及び強化
・灯りの城下町事業の補助金の継続及び提
灯・行燈のリニューアル（新調やLED
化）時の補助金支援
・伊賀学検定事業のＰＲ支援、学校教育の
一環（郷土愛の醸成）として小中学生が
受験しやすい体制づくりの構築、及び市
職員受験の促進
③観光立市に向け、観光客受け入れ施策の拡充
◦天神祭ユネスコ無形文化財登録を機に、
あらたな観光推進の強化
・天神祭、芭蕉事業等の全国ＰＲ発信強化
・天神祭等まちをあげての大規模な事業の
円滑な運営の強化、特に駐車場や公共交
通機関の利便性などの受け入れ環境の整
備の拡充
④外国人を含む観光客向けの案内板、道標の
見直し整備及びまちなか誘導計画等の創出
（3）産学官連携事業の拡充
①ゆめテクノ伊賀及び三重大学連携フィール
ド事業の活用及び連携の拡充並びに支援施
策の継続及び強化
②産学官連携推進の広報及び連携事業のPR
の強化

2 魅力ある街並みと商業地の整備

（1）多機能な都市機能が集積するコンパクトシ
ティの実現
①市役所庁舎整備計画、現南庁舎の活用課題

（雨漏り対策可能性可否の見極めも含めて）
等詳細な計画の提示
②コンパクトシティ政策に基づいた都市計画を
具体的に進めるための戦略や戦術の明確化
③コンパクトシティを支える身近で、多様な生
活サービスを供給できる拠点として、商店街
の再生を図る施策及び支援策の創設
（2）中心市街地の魅力の集積、個性ある商業集積
の推進
①まちづくり会社の運営及び事業の支援を支
える施策の推進
②駅前広場の活用促進の支援強化
◦「伊賀風土FOODマーケット」「朝市」
運営支援の強化
・活用促進の連携強化
③空き家バンク活用支援の拡充
④まちなか居住の促進支援計画の立案
（3）城下町の風情、街並みの修復、観光施設の改
善施策の推進
①魅力的で集客力の高い新芭蕉翁記念館の実現
②地場産業の継承、振興に繋がる資料館の新設
③歴史的まちなみの景観維持、道路を含め修
景促進、まちなか緑化等
◦中之立町の赤井邸の改修をきっかけに、
蓑虫庵までを重点的に歴史的風情のまち
として構築、推進

3 農村部と市街地を一体的に捉えた経済循環型地域
づくりの推進
（1）農業資源と市街地機能との連携事業の創設
①農商連携による「中心市街地バザール・朝
市」の拡充支援
②商工連携による新農産品の創出、販売促進
（2）市街地と郊外を結ぶ等総合的コミュニティ交
通ネットワークシステムの整備

4 働く世代が子供を育て、働き易い環境の整備

（1）女性の社会的進出の促進や女性の視点を生か
した取り組みの推進
（2）女性がいきいきと働けるための子育て支援
◦女性の育児負担を減らして、就労促進す
るため、子供を安心して預けられる施設
や体制の強化
（3）婚活事業の推進
◦現在、上野商工会議所が中心に実施中で
あるが、事業普及のための支援

5 地域づくりの強化、拡充

（1）公共下水道の整備
①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ての早急な整備の推進
◦調査資料に基づく、具体的方針の策定
（2）交通基盤の整備、地域における総合交通体系
の整備
①長期の将来の公共交通体系の調査、研究

◦リニア中央新幹線の建設促進を見据え、
関西線複線電化等の既存交通網の整備調
査
②新名神高速道路と名阪国道への連絡道の整
備についての強力な推進
（3）企業誘致及び雇用の創出
①特定業業種、関連業種の進出、促進に対して、
誘致目的が明確な新規工業団地の開発
②高付加価値型産業の集積や感性価値指向型
産業等誘致に向けての活動の促進
③研究開発型企業、又は研究所等の誘致支援
施策の創設及び促進
④企業誘致活動の体制強化、例えばサポート
チームの創設や工業団地情報、インフラ整
備情報、優遇施策情報、広報等PRの体制
強化
⑤地元の産業ブランドの育成及び発信の強化
⑥次世代人材育成政策の拡充
◦教育段階に応じた産業教育及びキャリア
教育の実施
・地元企業就職支援の強化（地元高校、U
ターン、Iターンの認知度を上げる等）
⑦立地企業による雇用の確保
◦管外から移り住んできた優秀な人材の定
着化を図るための、高度化人材確保の施
策の創設
・外国人実習生の優遇施策の創設
・65歳以上の高齢者の再雇用の支援施策の
創設
・大規模希望退職者、解雇者の再雇用企業
への支援施策の創出
（4）公共工事発注制度の改善強化
①地元企業が受注しやすい発注方法の改善
②設計業務委託について総合評価方式を導入
③地元技術者の育成、スキルアップを図るた
めの制度の改善
（5）防災機能の強化、災害に強い都市基盤の強化
◦東南海地震やため池等ハザードマップを
踏まえた防災機能の強化
・道路、橋染等老朽化対策の促進
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化事業の支援の強化、拡充
（1）商工会議所地域づくり事業の支援強化
◦まちなかにぎわいづくり、地域づくりや
情報プラザを活用しての市民向け事業の
取り組み等の地域づくり事業等への事業
補助の継続及び拡充
（2）市内の全中小企業事業者の経営改善事業等の
推進、支援強化
◦市商工施策とあいまっての経営革新のア
ドバイス、セミナー、講習会等の開催な
ど中小企業活力強化及び中小企業相談所
負担金の拡充
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会議所の動き
工業部会 『工業部会セミナー』開催

10月28日㈫

このセミナーは、今年度から新たに始めた部会事業
の一つで、今回は講師に近畿大学工業高等専門学校
教授 武馬修一様をお招きし、『乗用車用サスペンショ
ンシステムの進化と未来予想』をテーマに講義をして
いただきました。
開発のご苦労話と、自動車メーカーの開発現場にて
世界を凌駕する「サスペンションシステム」の開発に
従事し、製品化してきたその進化の内容と、今後予想
される未来の姿の一例をご紹介いただきました。

今回は、約40名の方々に参加していただき、自社に
新たな視点や
考え方を取り
入れていただ
く上で貴重な
機会になった
のではないか
と思います。

上野市駅前広場「朝市」開催 11月１日㈯
上野市駅前広場「朝市」実行委員会の主催で周辺農
村部と市街地を一体
的に捉えた経済循環
型地域づくり事業の
取組みとして、駅前
広場で「土曜朝市」
を開催しました。当
日は、地元で取れた
商業部会 視察研修

新鮮な野菜や加工品等を荷台に積んだ軽トラック５台
が並び、９件の生産者・団体が出展しました。あいに
くの雨模様にもかかわらず、買い物客が途切れること
なく、売り切れる商品もありご好評をいただきました。
今後、毎月第１土曜の午前９時～ 10時30分（１月
は第２土曜）に開催を予定しておりますので、是非と
もお立ち寄りください。

11月５日㈬

参加者18名にて、今年３月にグランドオープンした
「あべのハルカス」とだんじり祭りで有名な「城下町
岸和田」の視察研修会を開催しました。
岸和田では、観光振興協会の方にご案内いただき、
別名千亀利城（ちきりじょう）と呼ばれる「岸和田城」
の重森三玲が設計した国指定の庭園や天守閣、最近整
備した櫓門前石畳化、本丸・二の丸広場の整備事業や
観光交流センター設置事業などをご紹介いただき、
「だ
んじり会館」において、だんじりの構造や祭りの組織
など詳しくご説明いただきました。
また、
「あべのハルカス」では、ハルカス300（展望
サービス部会 視察研修

デッキ）にて、あべのハルカス事業本部の営業推進担
当者から「あべのハルカス」の概要・事業コンセプト・
外部環境への対応・地元商店街や地域住民との共生施
策などオープンから現在までのエピソードを交えご説
明いただきました。
その後、懇親会を
開催し、交流・親睦
をはかっていただ
き、大変有意義な視
察研修を終えること
が出来ました。

11月17日㈪

参加者32名のもと、大阪府三島郡にありますサント
リー㈱山崎蒸溜所の視察をいたしました。
サントリー㈱山崎蒸溜所では、1923年、日本初のウ
イスキー蒸溜所として山崎蒸溜所が建設着工して以
来、日本ならではのウイスキーづくりを追求し、シン
グルモルトウイスキー「山崎」が誕生、日本を代表す
るまでに成長し、世
界でも評価をされる
シングルモルトウイ
スキー「山崎」の秘
密を特別映像を使っ
て説明いただきまし
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た。また、シングルモルトウイスキー「山崎」の製造
工程をガイドさんに案内いただきながら、山崎ならで
はの香味を生み出す多彩なモルト原酒、そのつくりわ
けの技術を、異なる形や大きさの蒸溜釜、貯蔵樽など
の見学をさせていただきました。ガイドツアーを終え
た後は、ゲストルームでシングルモルトウイスキー「山
崎」を味わわせていただき、参加者一同楽しく視察さ
せていただくことができました。
その後、昼食を取りながら、部会間の交流・親睦を
はかっていただきました。また昼食後、紅葉の京都大
原三千院の散策をし、大変有意義な視察研修を終える
ことが出来ました。

工業部会 『中堅社員研修会』開催

11月19日㈬

会員事業所21社から63名の中堅社員が参加しました。
本年は、㈱ミルボンゆめが丘工場総務課 マネー
ジャー 胡 芳典様・㈱アスター美容 代表取締役 高
松宏司様の２名の方に講師をお引き受けいただきました。
今回の研修会は、
『ピンチに強い人材を育成する』
ことをテーマに
行い、胡様から
は、ピンチはど
んな時に感じる
のか？トラブル
が発生した時が
ピ ン チ であ り、
トラブルを克
服 し て 成長 し、

リーダーとしての仕事術を身につける事の必要性や、
ピンチの時はどの様な行動を取るべきかといった対処
方法について具体的にお話いただきました。
高松様からは、ご自身の経験談をもとにお話いただ
き、ピンチでも違った面からみればチャンスとなる事
についてレクチャーしていただきました。
講義終了後、「ピンチに強い人間とは」をテーマに
グループディスカッションを行いました。今回参加し
た中堅社員の方からは「研修会の内容を早速実施した
い」「自分にとっていい機会になった」「グループディ
スカッションで他社の方と交流が図れた」等の声が聞
かれ、中堅社員としての意識を高めてもらう上で貴重
な機会となり、また、他業種の方々と交流が図れた良
い場になったのではないかと思います。

青年部だより 11月例会「KOBAXはがんばるカラダを応援します！！」を開催！
健康な体づくりをテーマに「KOBAXはがんばるカ
ラダを応援します！
！」と題してKOBAX委員会の担
当により開催いたしました。
まず、自身の体の状態について把握するために、伊
賀市健康福祉部健康推進課からお借りした各種の測定
機器を利用して、体脂肪率・基礎代謝・体年齢・血管
年齢・骨密度・握力など様々な数値を測定しました。
また、同課より３名の保健師の先生をお招きし測定の
サポート及び健康な体づくりについての講義をしてい

女性会だより 犬山市視察研修

11月12日㈬

ただきました。
日頃の暴飲暴食
のせいか厳しい
測定結果となり
ショックを受ける
メンバーもおりま
したが、日々の仕
事や生活に追われ、ついつい後回しにしがちな自身の
健康について考える良いきっかけとなりました。

11月６日㈭

秋晴れのもと、私達女性会28名は愛知県犬山市へ、
まちづくり委員
会主催で視察研
修に行って参り
ました。
こじんまりし
た町で、町中を
長良川が流れ周
りを山が囲み

ゆったりとした町でした。犬山城を東に西に延びる町
中をまちづくり会社が再生されたというお話を伺って
その努力と忍耐はすごいなと感心致しました。
また、古い屋敷をリフォームした素敵な町並みを気
持ちよく散策できました。
私達の町も、大いに参考すべき点が多々ありました。
また機会があれば訪れたい町だと思いながら帰路につ
きました。
副会長 森西 博美

大切な人にまあるい笑顔が咲き出した…。
お花に添えてありがとうのお手伝いを致します！

JFTDのフラワーギフト全国配達システム

〒518−0869 三重県伊賀市上野中町2994の1 TEL 0595−21−1881
FAX 0595−21−1806 FAX 0595−23−8787
上野商工会議所ニュース
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交通についてのアンケート調査結果
交通運輸部会
交通運輸部会では、毎年旧上野市の道路状況について改善・要望していくことを目的に、今年は平成26年６
月に部会員・議員等に「交通についてのアンケート調査」を実施しました。
この結果を踏まえ10月８日には交通環境の問題点について関係各所と直接意見交換を行うため、国土交通省・
警察・県・市の担当者をお招きして当部会員との懇談会を開催しました。
※アンケートにて問題改善要望のあがった主な返答を列記します。

①三重銀行上野支店横の交差点
→見通しが悪く事故の危険性が高いため、改善に向けて対応してもらいたい。
伊賀市：
今春、清水眼科さんの横に新たにカーブミラーを設置させていただきました。サイズをより大きくしてはと
いう意見についてですが、道幅の問題もあり今よりも大きな物は設置できないかと考えています。
警察署：
一時停止については道路上にも白線による表示が存在するので、それを順守していただきたい。一方通行を
守らない車が多いという意見についても、表示・標識の面での改善は難しいかと思います。
②友生IC下り線出口の交差点
→ガードレールに視界が遮られ右から来る車が見えづらいので、信号設置などで改善できないか。
国土交通省：
ご指摘の箇所を点検させていただきましたが、一時停止位置から少しずつゆっくり前進していただければ右
方の視認にも支障は少ないかと思われます。ガードレールについて当面は様子見とさせていただきまして、問
題が起きるようでしたら対処を検討したいと思います。
警察署：
渋滞の増加につながることから、インター出入口での信号の設置は困難と思われます。

①周辺図
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②周辺図

③伊賀白鳳高～お食事処大関前の道路
→歩行者・自転車の安全確保のため、2車線化を進めていただきたい。
伊賀建設事務所：
地権者の皆様のご協力が不可欠ではございますが、今後2車線化に向けて準備中です。
④国道365号サークルK上之庄店前横断歩道
→夜間に東側から西側へ横断する歩行者・自転車等が見えづらいので、ライトを設置してほしい。
伊賀建設事務所：
現在名張街道の照明灯は、市道との交差点に設けるという基準のもとで配置されています。照明灯の整備後
にコンビニがオープンし横断者が増加している状況も踏まえ、ご要望の地点への照明灯の移動について今後検
討を進めていきたいと思います。

③周辺図

④周辺図

⑤名張街道（安場地区）
→・バイパス安場交差点の至名張方面に、右折信号をつ
けてほしい。
警察署：
ご指摘の箇所は治田ICへ抜けるのに利用する方が
増えてきているようですので、右折信号の設置を検討
していきたいと思います。
→・旧道（至上野方面）に、横から木々が生い茂ってい
るためカーブの見通しが悪い箇所がある。
伊賀市：
道路脇の木々全てを排除するのは困難ですが、大型
車の通行の支障となっている部分については対処させ
て頂きます。
⑤周辺図

今なら、
純新規取扱分のみ
金庫事務取扱手数料無料
（平成27年3月31日迄）

業務部

059−354−9971
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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

い！

益を確保した

て利
売上を伸ばし

経営向上計画をつくりましょう

会議所経営指導員・地域インストラクターがご支援いたします。何なりとご相談ください。
売上向上力＝商品力×販売力
（マーケティング力）
販売力＝顧客獲得力×価格支配力×リピーター力
★商品力とは、お客様が求めている商品・サービスを、自社の強みを活かして創造し、お客様に提供して満足さ
せる力といえます。期待以下なら二度とお客様にならないでしょうし、その反対の場合は、自社のファンにな
るでしょう。
★販売力とは、お客様のニーズ（要望・不便・困りごと）を発見して捉え、それを解決して対応できる自社と自
社の商品サービスの情報発信し、お客様に認知してもらい、自社の商品・サービスを継続して購買していただ
く力です。
★顧客獲得力は、ニーズを持っているお客様に、自社と自社の商品の情報を確実に届け、購買に繋げていくかと
いう力です。口コミ、ネット販売がこれです。
★価格支配力は、お客様のニーズがあって他に無い価値の高いモノであれば、価格の決定権は自社で握れます。
ブランド品や老舗の名品がこれに当たります。
★リピーター力は、お客様に自社商品のファンになってもらう力です。定期的なＤＭなどでの情報発信やポイン
ト制度・優待制度による囲い込みがあります。
売上を伸ばして利益を上げるために大事なことは、上記の各要素について自社の現状の実力を把握・整理し、
そこから課題を発見し、個別に対策を検討して確実に実践していくことが大事です。

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

12月・・・03日・19日
1月・・・07日・16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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月
２日・第２回施策普及資料作成連絡会議
３日・社会文化部会 法律無料相談会
・青年部東海ブロック大会実行委員会
４日・金融理財部会市内工場見学
５日・第２回まちゼミ勉強会
８日・工業部会役員会
・第１回中小企業相談所長マネジメン
ト研修（津）
９日・第２回中小企業相談所長マネジメン
ト研修（津）
・小規模企業振興委員視察研修
日・青年部例会
日・記帳継続相談会
・第３回経営指導員ネットワーク会議
（津）
・県下専務理事会議
日・第 回エコ検定試験
・２０１４年全国そろばんコンクール
日・労働保険事務担当者研修会（津）
日・青年部三役会・役員会
日・日商議員総会（東京）
日・第３回まちゼミ勉強会
日・正副会頭会議
日・異業種交流懇談会
日・御用納め

１月
５日・御用始め
・新年賀詞交歓会
６日・青年部新年会
７日・青年部東海ブロック大会実行委員会
日〜 日・日商議員総会（東京）
日・記帳継続相談会
日・三重県連ＹＥＧ第５回役員会（津）
日・青年部三役会・役員会
日・異業種交流懇談会
日・ 東 海 ブ ロ ッ ク Ｙ Ｅ Ｇ 第 ７ 回 役 員 会
（岡崎）
日・伊賀学検定受験対策セミナー

31

会員 ひろば

あなたの会社やお店を
PR致します！
！
上野東町2964 新天地前 ☎22-8794
営業時間 10時〜19時
定休日 日曜日

伊賀の国花市場

当店では仏花からめずらしい花、高級花、贈答用胡蝶蘭など、高品質の花を「一般花屋価格より、リーズナブ
ルな価格で」を理念に営業しております。
特に、歓送迎会の花束・アレンジメント花はお客様より高評価をいただいております。
ぜひ一度、ご来店ください。

会議所の新しい仲間です （敬称略）
部

会

名

事 業 所 名

商

業 ㈱アート

商

業 伊賀の国

工

業 ECO LIFE

花市場

代表者名

（平成26年６月６日〜11月10日）
住

所

業

俊樹 伊賀市服部町1948-1

全酒類・食料品販売

濱瀬

達雄 伊賀市上野東町2964-1

生花店

八木

孝 伊賀市上神戸4408-6

種

岡森

リサイクル業（スクラップ）

建

設

業 シンコーエンジニアリング㈱ 坂本

竜樹 伊賀市緑ヶ丘東町782

警備業及び除草・伐採

建

設

業 ㈱シン・ライフクリエイト

樋口

信吾 伊賀市治田876

建築全般

建

設

業 ２４０設計

西尾

知也 伊賀市平野見能361-5

専門・技術サービス業（建設コンサルタント）

金 融 理 財 イワタ

岩田

昌樹 伊賀市ゆめが丘5-8-11

生・損保険代理店

交 通 運 輸 ST

松井

稔幸 伊賀市四十九町1948-2

中古車販売買取修理

社 会 文 化 坂尻司法書士事務所

坂尻

憲二 伊賀市上野丸之内28ラフォーレビル1F 司法書士

社 会 文 化 森文昭行政書士事務所

森

文昭 伊賀市佐那具町971-1ボンエルフ2階C 行政書士事務所

社 会 文 化 川嶋三雄税理士事務所

川嶋

三雄 伊賀市久米町851-2

派遣業

税理士

社 会 文 化 サニーサイド社労士事務所 橋本香菜子 伊賀市ゆめが丘1-3-3ゆめテクノ伊賀 社会保険労務士
社 会 文 化 クリーンサービスすみか㈱ 川口

三雄 伊賀市千歳263-1

清掃業

社 会 文 化 大超寺

坂下

充信 伊賀市上野寺町1181

宗教法人

岡森

愛仁 伊賀市上野農人町354

宗教法人

社 会 文 化 愛染院
観

光 喫茶

さつま隼人

北山ミツエ 伊賀市依那具2075

観

光 喫茶

点

吉永

良子 伊賀市小田町1396-39

特 別 会 員 稲葉特許商標事務所

稲葉

民安 名古屋市中区栄2-10-19名古屋商工会議所ビル9階 特許事務所

特 別 会 員 ㈱エムコーポレーション

松本

誠太 伊賀市小杉2604

建設業

特 別 会 員 さくら着物工房

島津

喫茶

お好み焼き

喫茶

雅穂 名古屋市名東区西里町5-41-1

特許迅速一部式造り帯仕立て指導

特 別 会 員 はさめずフーズトレーディング㈱ 川向

啓造 伊賀市島ヶ原14597-1

食品輸出入業

特 別 会 員 日本サンガリアビバレッジカンパニー伊賀工場 段林

憲一 伊賀市中柘植1221

清涼飲料水の製造販売

特 別 会 員 ㈱ヤマノホールディングス津営業所 渥美

直之 津市垂水495-2ソフィアヴィラ１FC号 アパレル中心小売業

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H26年10月末会員数

組織率

2,771件

1,515件

54.67%

上野商工会議所ニュース
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伊賀連携フィールド2014年度
三重大学伊賀連携フィールド 留学生によるだんじり曳き体験
天神本祭り、三重大学留学生45名がだんじりの曳
き体験として巡行に参加しました。アジアからは中
国・韓国・タイ・インド・台湾、ヨーロッパからは
ドイツ・フランス・スウェーデン、南米はブラジル
からの学生が、
９基のだんじりに５人ずつ分かれて、
各町の法被姿で、精一杯曳きました。壮大なだんじ
りに多くの囃子方が乗っているのでさぞかし重いだ
ろうと思っていたが、
「思ったよりも重くない。中

10月25日㈯

にエンジンが付いているのでは」と不思議がる留学
生もいました。町の人や子供達と写真を撮ったり、
地域の外国人の方と喋ったり、記念品を頂いたり…
お世話になった各町の皆様、大変有難うございまし
た。午後は日本の祭りを満喫して帰路に着きました。
この10月に日本に来たばかりの留学生もおり、早速
良い思い出を作れたのではないでしょうか。

三重大学伊賀連携フィールド 忍者・忍術学講座「表裏変転の兵法 柳生新陰流」
今回の講師は伊賀市在住の作家多田容子さん。平
和の剣と呼ばれる柳生新陰流について大変分かり易
く解説して頂きました。実技を交えた動きのある講
演で、いつになく迫力ある講座になりました。
講座後は先月に引き続き、山田先生・川上先生と
忍者所縁の地を巡る「いがぶら」企画へ。武家屋敷

木刀を使った実演

11月15日㈯

赤井家にて忍者寿司を食べながら先生と談笑後、萬
川集海所縁の西念寺へ。そして忍者屋敷にて川上先
生の手裏剣投げ指南。多田先生にもご参加頂き、先
生３人とじっくりお話出来た今回の企画、参加者の
皆さんに大変好評を頂きました。

赤井家にて

西念寺を散策

手裏剣の投げ方指南

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
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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

黄綬褒章

栄えある受章おめでとうございます

保田

信治氏

小川整備㈱（自動車整備業）
代表取締役会長
安全・安心を信念に、自動車整備に携わって60年。現在も会長
として社長を補佐し、自ら営業にも出かけています。

部会活動ご案内 ぜひご参加ください

〜何かいいことがありそう！
交流の場が広がります〜

社会文化部会
法律相談
弁護士による経営上の債権債務整理訴訟・労務問
題・損害賠償請求・相続等法律全般に関する相談
と き 奇数月第三水曜日 10：00〜15：00

司法書士相談
相続、会社・法人及び不動産等各種登記・消費者
問題・成年後見・一般債務整理に関する相談
と き 毎月第二水曜日 10：00〜15：00

JETRO相談
海外情報、貿易情報の入手・新規貿易及び海外取
引の開始・海外進出等貿易全般並びに国内外の商談
会及び展示会への出展に関する相談
⃝相談日・時間は直接事業所への訪問を希望される
時、商工会議所へお申し込みください。

行政書士相談
建設、産業廃棄物、宅地建物取引等各業の許認可
及び更新申請・農地転用申請その他の許認可業務に
関する相談
と き 毎月第一金曜日 10：00〜15：00

☆いずれの相談も会場は上野商工会議所です。
☆相談日が祝日と重なる場合は、次の定期相談日となります。

簿記２級検定試験対策講座開講中！
！

会員慶弔電報等のサービスのご案内

平成27年２月22日（日）の検定試験に向けた対策講座

会員の皆様に慶弔電報等のサービスを致して
おります。ご利用下さい。

を開講中です。途中からの参加も可能ですので、お気
軽にお問い合わせください。
尚、時間の都合上、３級の範囲は説明を省略します
ので、３級程度の実力のある方が対象となります。ご
了承ください。
受講料

17,000円
（税込）
テキスト代別途 2,052円（税込）

期

間

12月１日
（月）
〜２月13日（金）【全24回】

時

間

19：00〜20：30

講

師

長尾邦弘 氏（ダブルクリック）

場

所

上野商工会議所（ハイトピア伊賀３階）

お問い合わせは、上野商工会議所（☎21-0527）まで

サービスの対象
・貴社の工場・店舗の新築・創立・創業記念
・代表者及び役員の死亡・結婚等

本年も大変お世話になりました
年末業務12月26日
（金）まで平常通り
年始業務１月５日
（月）より平常通り
（12月27日から１月４日までお休みさせていただきます。）

来年もよろしくお願い致します
上野商工会議所ニュース
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新春講演会

上野商工会議所
新年賀詞交歓会
日

時

2015年今後の日本を占う！！
講師

平成27年１月５日（月）

国際ジャーナリスト
キャスター
明治大学国際日本学部教授

（受付）午前10時〜
（開会）午前11時〜

午後12時30分終了予定

かに

会

場

上野フレックスホテル
２階オークホール
伊賀市平野中川原 TEL 21−3111

会

費

１名

申込締切

5,000円

平成26年12月12日（金）

申込･問合せ先 上野商工会議所総務課

TEL 21−0527

新会員をご紹介ください

せい いち

蟹瀬 誠一 氏
と

き

ところ

会員の皆様どなた様もご参加していただけます。
詳細は同封チラシをご覧下さい。

せ

聴

講

平成27年２月８日（日）

午後３時〜午後４時30分
上野商工会議所ホール

（ハイトピア３Ｆ）

一般公開

無料（どなたでも聴講歓迎）

お申込みは、上野商工会議所 TEL 21−0527・
FAX24−3857までお申込み下さい。

会員増強運動 実施中
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今月のおすすめの１冊
「自閉症の僕が跳びはねる理由」
エスコアール出版

定価1,728円（税込）

自閉症という言葉を言われて皆さんはどんな想像
をしますか？殻に閉じこもり世間との関わりを拒否
する人。話が出来ない人。または話がかみ合わない人。
知能が低い。
今や日本人の1000人に1人が自閉症を患っている
とも言われていますが私たちは先のような勝手な想
像で自閉症患者を見ていないでしょうか？
この本を読んでいると作者は本当に私たちをよく
見ていて凄く自分の考えを持っていて本の中に全部
で58の質問がありますがそれら全てに対し、しっか
りとした答えがあり意志があります。読んでいて恥
ずかしながら初めて感じさせられました。
私と同じように間違った認識を持っている方々に
是非読んで頂きたいと思います。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

