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「2015年新年賀詞交歓会」盛大に開催
上野商工会議所新年賀詞交歓会を１月５日
（月）上野フレックスホテルに於いて開催しま
した。190名の地元経営者や市議会議員他の出
席がありました。
ピアノ・フルートの演奏でのオープニングセ
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、
「安倍内閣の「アベノミクス」
は一見好況とはなったが、その効果は下請け中
小企業や勤労者・地方に及ばず、大変苦しい状
況に直面している。さらに、伊賀市は年々１％
ずつ減少する地域人口問題がある。若者の婚活
をはじめ、子供を産み育てやすい生活環境や職
場環境づくりの実現、中心市街地への定住策などを提言し、官民協力し、伊賀市が元気な若者があふれる地域に
なるように」と呼びかけました。
来賓の岡本市長は、
「商工会議所と行政は車の両輪。この両輪がうまく回ることで地域のにぎわいや活力が生
まれる。皆さんと一緒になって進めたい。」と話されました。
引き続き、森野真治県議会議員、粟野仁博県議会議員からご祝辞をいただき、田山宏弥議長の発声により乾杯
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。

会議所の動き
青年部だより １月例会『上野商工会議所青年部 新年懇親会』開催
恒例の「新年懇親会」を上野フレックスホテルに於
いて総勢72名の参加で開催致しました。
今 年 は、
来賓に伊賀
市から岡本
市長、田山
市議会議
長、木津会
頭、石橋副
会頭、堀川
副会頭、藤
室青年部Ｏ

女性会だより 伊賀市へ寄付

Ｂ会長はじめ青年部ＯＢの方々をお迎えしました。
また今年は、９月４、５日に伊賀市で開催する平成
27年度東海ブロック大会の主管ということで、山森大
会会長率いる実行委員会のメンバーが出席の皆様に大
会概要説明及びPRをしました。
時間の制限も有り短い歓談ではありましたが、来
賓及びOBの先輩方と楽しい時間を過ごすことができ、
また大変勉強になるお話も聞かせて頂きました。とて
も有意義な新年懇親会でした。
本年も青年部に一層のご理解とご支援のほど、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

平成26年12月19日㈮

会長・副会長が岡本栄市長へ子育て支援に役立てて
もらおうと、上野天神祭で開設しただんご茶屋の収益
金の一部、３万円を寄付しました。今年で11回目の寄
付となり、伊賀市より感謝状をいただきました。
これからの時代を担う子どものために役立てていた
だくことをお願いしました。岡本市長からは「皆さん
が汗をかいて寄付して下さった。しっかりと使わせて
2｜上野商工会議所ニュース 2015.2.5

１月６日㈫

いただく」との言
葉をいただきまし
た。寄付金でハイ
トピア４階にある
子育て包括支援セ
ンターで使う大型
読み聞かせ用絵本を購入するとの事です。

会議所の動き
2014年全国そろばんコンクール実施 平成26年12月14日㈰
ハイトピア伊賀３階において全国そろばんコン
クールを実施しました。小学２年生から一般の方まで
61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7名
の方が入賞を果た
しました。

今回の最高得点者は、西柘植小学校４年生 福永有
彩さん（小学校４年生以下の部）と阿山中学校３年生
加藤倫杏さん（小学校５年生以上の部）でした。お
めでとうございます。
〜各部門金賞１位のみなさん〜
☆小学校２年生の部
的塲 咲希さん
☆小学校３年生の部
髙岡 詩音さん
☆小学校４年生の部
福永 有彩さん
☆小学校５年生の部
藤村 尚生さん
☆小学校６年生の部
福井 勉人さん
☆中学生・一般の部
加藤 倫杏さん

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
３月18日・５月20日 10：00〜15：00
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

司法書士相談
３月11日・４月８日・５月13日 10：00〜15：00
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

JETRO相談
※訪問希望日時を、商工会議所にお申し込みください。
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

行政書士相談
３月６日・４月３日・５月８日 10：00〜15：00
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

確定申告に当たって

上野税務署長 城

山

浩

一

平成26年分の所得税・消費税の確定申告の時期を迎えます。国税局・税務署では、「納税者の自発的な納
税義務の履行を適性かつ円滑に実現する」ことを使命とし、納税者の皆様のニーズに応えつつ、納税者サー
ビスの更なる充実に努めるために、国税庁ホームページを活用した税務情報の提供のほか、e-Taxや国税庁
ホームページの確定申告書等作成コーナーなどICTを利用した申告・納税の推進を図っております。
ICTを利用した申告・納税の更なる利用拡大を図るため、昨年９月にオンライン手続の利便性向上に向け
た「財務省改善取組計画」が策定されたされております。新たな目標を実現するために、オンライン利用の
促進に向けた取組を進めていきたいと考えています。
また、消費税法等の一部が改正され、昨年４月１日から消費税率が引き上げられました。これを受け、事
業者がこの改正内容を十分に理解して自ら適正な申告・納付が行えるよう、広報・相談・指導の各種施策に
取り組んでおります。
更に、昨年１月に記帳と帳簿等の保存制度の対象が全ての個人事業者等に拡大されたことから、幅広い広
報・周知や記帳説明会等の実施など、各種の取組を行っております。
国税局・税務署といたしましては、この記帳制度の改正を記帳慣行の定着に向けた大きな契機と捉え、皆
様方と引き続き連携・協調を図りながら取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。
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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

「小規模基本法」
「小規模基本計画」ができました！
小規模基本法は、中小企業基本法が成立して以来51年ぶり、経済産業省にとって戦後２本目となる基本法です。
また、小規模基本計画は、小規模基本法に定められた小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するため策定されたものです。
平成26年４月には三重県中小企業・小規模企業振興条例が制定され、小規模事業者にも簡単に経営計画を立て
やすくした内容の三重県版経営向上計画が作られました。

① 小規模基本法とは
小規模企業は、人口減少、高齢化、海外との競争の激化等、経済の構造的変化に直面しています。他方、日本
全国に景気の好循環を浸透させ、地方に強靭で自立的な経済を構築するためには、雇用を支え、新たな需要にき
め細かく対応できる小規模企業の役割が重要です。小規模基本法は、こうした認識の下、小規模企業を中心に据
えた新たな施策の体系を構築するために策定されました。

② 小規模基本計画とは
小規模基本法に基づき、小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、一貫かつ継続した
方針の下、必要な施策を重点的かつ効果的に実行することを担保するために策定されました。小規模基本法にお
ける「４つの基本的施策」を目標とし、その実現に向けた「10の重点施策」を実施していくとしています。
詳細は、同封した別添ちらしをご覧ください。
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会員 ひろば

54.57%

月主な事務局行事

34
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上野商工会議所ニュース

・

２月
１日～３月８日・伊賀上野まちゼミ
４日・青年部東海ブロック大会実行委員会
・会員サービス委員会
５日・記帳継続相談会
６日・女性会新春懇談会
７日・東海ブロックＹＥＧ研修（岐阜）
８日・新春講演会（蟹瀬誠一氏）
・第２０３回珠算能力・暗算検定試験
・第１１３回段位認定検定試験
９日・ ブロック別中小企業相談所長会議（名古屋）
日・税連協新春講演会（伊勢）
・青年部三役会・役員会
日・社会文化部会三役会
日・記帳継続相談会
日・伊賀市商工会正副会長との懇談会
日・正副会頭会議
日・第 回販売士３級検定試験
・青年部三役会・役員会
日～ 日・ 日本ＹＥＧ第 回全国大会（京都）
日・第 回伊賀学検定試験
・第１３９回簿記検定試験
・山元加津子講演会
（ゆめぽりすセンター）
日・異業種交流懇談会
日・総務財政委員会
日・経済講演会（桑名）
・工業部会視察研修（名古屋）
日・ 第２回通常会員総会（四日市都ホテル）
日・県下専務理事会議（津）

車に優しい思いやり 愛と誠実

三重県伊賀市小田町743-2

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

組織率
1,512件

2
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３月
４日・青年部東海ブロック大会実行委員会
５日・定例常議員会議
７日・婚活事業 なばなの里
日・正副会頭会議
日・青年部三役会・例会
日～ 日・ 第１２１回通常会員総会（東京）
日・ 三重県連ＹＥＧ第６回役員会・臨時総会（鈴鹿）
日・異業種交流懇談会
日・県下専務理事会議（津）
日・通常議員総会
日・ 東海ブロックＹＥＧ第８回役員会（四日市）
in

H26年12月末会員数
2,771件

3
75

21

10

19

ゆめが丘1-3-3 ゆめテクノ伊賀 ☎090-9121-5834
営業時間 9時〜18時
定休日 土・日・祝日

サニーサイド社労士事務所

18 17 16 13 12

22 20

25 24 23

27 26

28 26 24 23 19 18 11 10

商工業者数

会員の動き
上野商工会議所

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

大手社労士事務所や国の機関（労働局）での勤務経験を経て、昨年８月より伊賀市ゆめが丘にて
サニーサイド社労士事務所を開設いたしました。
労務環境をとりまく環境は年々刻々と変化をしております。経営者の皆様が本業である経営に専
念できるよう、全力でサポートさせていただきます。開設してまだ日は浅いですが、経営者様から
信頼される社労士として日々努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
社会保険労務士 橋本香菜子

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・・・04日・20日
3月・・・04日・20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

1月15日開催

日本商工会議所

第11回中小企業委員会

報告

まち・ひと・しごと創生「長期ビ

総合

長期ビジョン
中長期展望
（2060年を視野）

基本目標（成果指標2020年）
「しごと」と「ひと」の好循環作り
地方における安定した雇用を創出する

Ⅰ．人口減少問題の克服
◎2060年に１億人程度の人口
を確保
□人口減少の歯止め

国民の希望が実現した場合の出
生率（国民希望出生率）＝1.8

□「東京一極集中」の是正

Ⅱ．成長力の確保
◎2050年代に実質GDP成長率
1.5〜２%程度維持
（人口安定化、生産性向上が実現
した場合）

□若者雇用創出数(地方)
2020年までの５年間で30万人
□若い世代の正規労働者等の割合
2020年までに全ての世代と同水準
（15~34歳の割合：92.2%（2013年）
）
（全ての世代の割合：93.4%（2013年）
）
□女性の就業率 2020年までに73%
（2013年 70.8%）

地方への新しいひとの流れをつくる
現状：東京圏年間10万人超
□地方・東京圏の転出入均衡(2020年)
・地方→東京圏転入 6万人減
・東京圏→地方圏転出4万人増

若い世代の結婚・出産・子育ての希望を
かなえる

□安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる
社会を達成していると考える人の割合
40%以上（2013年度 19.4%）
□第1子出産前後の女性継続就業率
55%（2010年 38%）
□結婚希望実績指標 80%（2010年 68%）
□夫婦子ども数予定（2.12）実績指標
95%（2010年 93%）

好循環を支える、まちの活性化
時代に合った地域をつくり、安心なくらし
を守るとともに、地域と地域を連携する
□地域連携数など
※目標数値は地方版総合戦略を踏まえ設定
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ビジョン」と「総合戦略」の全体像

合戦略（2015〜2019年度の５か年）
主な重要業績評価指標
（KPI）※1
農林水産業の成長産業化

６次産業市場10兆円：就業者数５万人創出

訪日外国人旅行消費額３兆円へ（2013年1.4兆円）
雇用者数8万人創出

地域の中核企業、中核企業候補1,000社支援
雇用者数８万人創出

①地域産業の競争力強化（業種横断的取組）

包括的創業支援、中核企業支援、地域イノベーション推進、
対内直投促進、金融支援

②地域産業の競争力強化（分野別取組）

サービス産業の付加価値向上、農林水産業の成長産業化、観
光、ローカル版クールジャパン、ふるさと名物、文化・芸術・
スポーツ

③地方への人材還流、地方での人材育成、雇用対策
「地域しごと支援センター」の整備・稼働
「プロフェッショナル人材センター」の稼働

地方移住の推進

年間移住あっせん件数11,000件

①地方移住の推進

企業の地方拠点強化

拠点強化件数7,500件、雇用者数４万人増

「全国移住促進センター」の開設、移住情報一元提供システム整備
「地方居住推進国民会議」
（地方居住（二地域居住を含む）推進）
「日本版CCRC※2」の検討、普及

②地方拠点強化、地方採用・就労拡大

地方大学等活性化

自県大学進学者割合平均36%（2013年度32.9%）

若い世代の経済的安定：

企業の地方拠点強化等
政府関係機関の地方移転
遠隔勤務（サテライトオフィス、テレワーク）の促進

③地方大学等創生５か年戦略

若者就業率78%（2013年75.4%）

妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
支援ニーズの高い妊産婦への支援実施100%

ワーク・ライフ・バランス実現

男性の育児休業取得率13%（2013年2.03%）

①若者雇用対策の推進、正社員実現加速
②結婚・出産・子育て支援
「子育て世代包括支援センター」の整備
子ども・子育て支援の充実
多子世帯支援、三世代同居・近居支援

③仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現（「働き方改革」）
育児休業の取得促進、長時間労働の抑制、企業の取組の支援等

「小さな拠点」の形成
「小さな拠点」形成数

①「小さな拠点」
（多世代交流・多機能型）の形成支援
②地方都市における経済・生活圏の形成（地域連携）

定住自立圏の形成促進

都市のコンパクト化と周辺等のネットワーク形成
「連携中枢都市圏」の形成、定住自立圏の形成促進

協定締結等圏域数140

既存ストックのマネジメント強化：

中古・リフォーム市場規模20兆円（2010年10兆円）
※1 Key Performance Indicatorの略。政策ごとの
達成すべき成果目標として、日本再興戦略（2013
年６月）でも設定されている。

主な施策

③大都市圏における安心な暮らしの確保
④既存ストックのマネジメント強化

※2 米国では高齢者が移り住み、健康時から介護・医療が必要となる時期まで継続的なケアや生活支援サー
ビス等を受けながら生涯学習や社会活動等に参加するような共同体（Coutinuing Care Retirement
Community）が約2,000 ヵ所ある。
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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．保

田 信 治

２．昭和６年３月16日

未

２．昭和６年３月30日
３．自動車整備業
４．趣味：ゴルフ
健康法：何でも食する、身体を動かす
５．明るく楽しく元気よく
６．誠意・誠実・信用第一、
言葉にうそあり行動にうそなし
７．立地条件良好、歴史
８．人間愛と誠実な人

３．食品販売業
４．趣味：旅行
健康法：散歩、入浴
５．来年の正月を元気に迎える
１．前

展 克

３．建築設計事務所

健康法：毎朝のウォーキングとストレッチ体操
５．今、出来る事を最大に行う
６．できる、できる、その気になったら何でもできる
１．西

尾

勲

２．昭和30年10月23日
３．家具販売・介護用品販売
４．趣味：読書
健康法：ストレスを溜めない
５．自分自身のコントロールと会社の立て直し

７．空気、田舎

１．米

８．福澤諭吉

岡 秀 之

２．昭和42年12月7日
３．人材派遣業、人材教育業
４．趣味：山登り
健康法：立腰
５．明朗、愛和、喜働

６．感謝

村 賢 史

７．伊賀が好きな人が多いところ
８．何事にも一生懸命な人

時
所
師

時
所
師

１．藤

川 直 紀

開拓万古之心胸

７．名古屋と大阪の中間にあること
８．高田屋嘉兵衛

２．昭和54年12月7日

３．高圧ガス及び機械工具商

３．電気製品販売

４．良く寝ること

４．海水魚飼育

５．資格の取得

５．売り上げUP ！

６．「温故知新」

６．不言実行

７．食べ物と人柄
８．創業者（会社を起こす人は凄いと思います）

岡 当 益

７．美味しい食べ物

受講料
主

催

法人会員：無 料
非会員：2,000円
※事前申込必要
一般社団法人 伊賀法人会 ☎24-5774

「新設法人のための税金」

平成27年３月17日（火） 13：30〜15：00
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
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１．吉

「わかりやすい会社の決算・申告の実務」

平成27年３月３日（火） 13：30〜15：00
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

新 設 法 人 説 明 会
日
場
講

６．推倒一世之智勇

２．昭和54年9月13日

決算・申告実務研修会
日
場
講

７．今に残る昔の風景

３．石材小売業
５．一日一生

１．中

６．誠実

２．昭和42年8月23日
４．趣味：旅行（計画）

原 光 宣

８．スティーブ・ジョブズ

３．機器工具・医療器具などの総合商社

６．誠実に勝れる知恵なし

１．中

７．豊富な自然とすばらしい環境

２．昭和18年２月８日

５．健康第一

章

一級建築士

４．趣味：海外旅行

健康法：適度な運動

口

７．歴史が現在をまるく包んでいる

２．昭和18年７月17日

４．趣味：スポーツ全般

１．野

６．感謝

受講料
主 催
後 援

無 料
上野税務署
一般社団法人

☎21-0950
伊賀法人会

☎24-5774

伊賀連携フィールド2014年度
白鳳高校にて留学生が体験授業

12月９日㈫

三重大学の留学生12名が、白鳳高校フードシステ
ム科パティシエコース２年生の生徒達と交流しまし
た。中国・ドイツを中心にスウェーデンやタイ、ブ
ラジル、台湾と幅広い出身の留学生達が、まずはク
リスマスケーキ作り。高校生といえどケーキを作る
その姿はまさにパティシエ。留学生達も丁寧に教え
て貰いながら何とかケーキを作り上げました。その

みんなで記念写真

後餅つきを体験し、そのお餅で生徒達に雑煮を作っ
て貰い、他にも唐揚げをはじめ色々な料理を振る
舞って貰いました。食後は英語の杉本先生の進行
で、ゲームをしながら自己紹介や他己紹介、そして
ちょっぴり英語で会話したり一緒に写真を撮った
り、お互いとても良い刺激になりました。白鳳高校
の先生・生徒の皆さん、有難う御座いました。

餅つき体験

一緒に食べる雑煮

忍者・忍術学講座「忍者伝承地『伊賀』」「甦る萬川集海：萬川集海の世界を検証する」
12月の忍者・忍術学講座は午前・午後の二部構成
で開催されました。
午前は伊賀忍者研究会の池田裕様。忍者研究のた
めに伊賀に移り住み早数十年という池田先生に、
「伊
賀者の系譜」についてお話を頂きました。
午後からは特別講座として、イギリスで著述業を
されているアントニー・クミンズ様にヨーロッパの
目から見た忍術書『萬川集海』についての知見をお
話頂きました。
『萬川集海』はじめ『正忍記』や『忍
秘伝』
、そして『甲賀流忍術伝書』『伊賀流軍術要火

池田先生

12月13日㈯

之巻』等々数多くの日本の古文書を英訳出版してこ
られたアントニー先生の見解は、日本人の先生方に
も大きな刺激となったようです。
今回のアントニー先生の講演もそうですが、12月
６日（土）には東京の三重テラスにて「忍者・忍術学
講座 in Tokyo」が、11月後半にはスペインのバレ
ンシアやイギリスのロンドンで忍者について講演・
シンポジウムが開かれ、伊賀を拠点にした忍者研究
は全国、そして世界へと発信を始めつつあることが
感じられます。

アントニー先生

東京三重テラスでの講演の様子

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

上野商工会議所ニュース
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店

名

内

容

申し込み電話番号

21‑4900
23‑1129
21‑3886
21‑1481
21‑0135
21‑3372
23‑2516
080‑3620‑2299
090‑1565‑7705

受講料無料!!

21‑0263
21‑1173

お申込みは各店へ!!

21‑0434

受付始まってます!!

21‑0028

24‑9999

24‑0815

手書きのメッセージ
社内での連絡や取引先とのやりとりは、メールで
行なわれることが多くなりました。正確さや迅速さ
が何より重要視される昨今です。
営業部のＩさんは、普段お世話になっている人へ
の暑中見舞いや年賀状などの挨拶に、必ず一言を書
き添えてハガキを出します。
社内での通知にも、手書きの一言を添えるように
しています。そうすることで温かみが生まれ、意思
疎通が和やかに運ぶ、とＩさんは言います。

時間や労力は取られますが、印刷された文字だけ
を見ても、書いてある以上のことを相手が味わうこと
はないでしょう。その人の字がたとえ一文でもあれば、
手間をかけた分、相手の印象が変わるかもしれません。
「おつかれさまです」「ありがとうございました」
などの言葉が添えられているだけで、読み手の心は
開かれます。
デジタル化がどれだけ進んでも、労を厭わず、手
書きで想いを伝えようとすることは大切でしょう。
新たな感動があるはずです。
一般社団法人倫理研究所『職場の教養』より

防犯カメラ設置

イベント警備

セキュリティシステム

施設警備業務

防犯対策

保険代理店業務

ご相談・お見積り無料！ お気軽にお尋ね下さい。
三重県伊賀市西明寺622番地の5
http://sg-anzenkeibi.jp/
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人権コラム「地域福祉と人権文化のまちづくり」
21世紀は「人権の世紀」と言われています。基本

で、高い人権意識がその土台となると考えられるた

的人権の尊重は、日本国憲法の重要な理念の一つで

め、各地で行われている人権問題に関する講演会や

あり、すべての人の人権が尊重され、差別のない明

身近な地域での人権啓発地区別懇談会に参加し、周

るく住みよい社会を実現していかなければならない

囲の人達と一緒に語り合い、学び、人権感覚を高め、

ことは言うまでもありません。しかしながら、近年、

あらゆる差別をなくすため自ら行動する意欲を高め

社会構造が複雑化し、価値観が多様化する中、市内

ていきたいものです。

外で様々な人権侵害事象が発生している現状です。

一人ひとりが、日々の暮らしの様々な活動の中で、

一方、日本は、今や平均寿命80年という世界有数

相手の立場になって考える意識を持ち、お互いの人

の長寿国になり、65歳以上の人が４人に１人を占め

権を尊重することや自分の役割や責任を自覚し、主

るなどこの社会の中で急速な少子高齢化が進んでい

体的に行動していくことを通じて、だれもが尊重さ

ます。私たちは、誰もが幸せで安心して暮らすこと

れる人権文化のまちや多文化共生社会を創っていく

を願っており、高齢者や障がいのある人、子どもな

ことができるのではないでしょうか。

ど、地域で暮らす全ての人が、住み慣れた家庭や地

（伊賀市 人権生活環境部 人権政策・男女共同参画課）

域で安心安全に自立した生活を送ることができるよ
う、多くの人が生活支援ボランティアなどの福祉的
な社会活動に積極的に参加し、安心して暮らせる地
域コミュニティを築いていく必要があります。
このような地域福祉のまちづくりを進めていく上

１

２

３

４

５

６
Ａ
７

８
Ｃ

９

10

11
12

13
Ｂ
15

14
Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

クロスワードパズル
<先月号の答え＞

タテのカギ
１ 人間の思考や記憶を司る中枢器官
２ アウト⇔？
３ 空港で乗り降りするもの
４ 蚕の主食
６ 鉛筆の濃さや硬さはコレで決まる
８ 花嫁が着るウエディング○○○
10 夏が始まる日
11 正月や表だった場所で着る服
13 食パンにも、人にもあります

１

セ

イ

ト

９

ク

ヨコのカギ
１ 本人に代わって書くこと
５ オカメやセキセイなど、種類も豊富
６ アイロンで伸ばします
７ 東のソバ、西の○○○
９ 完売しました
12 宝塚歌劇団の愛唱歌にも登場する花
14 取ると就職に有利かも
15 国産車、ハンドルはどっちにある？
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伊賀の農商工連携実践セミナー 2015
伊賀産農産物などを活かした商品開発や販路開拓に取り組む農業者、食品加工・販売業、飲食業などの皆さん
のビジネスマッチングの場です。参加者のみなさんとの交流会も開催します。
日

時

場

所

平成27年2月17日（火）
13：45〜16：45（受付 13：15〜）
三重県伊賀庁舎 ７階 大会議室

お申込・お問合せ先

参加費 無料
基調講演「足し算から生まれる6次産業」
講 師 フードコーディネーター 高木幹夫氏

◦伊賀農林事務所 農政室・普及センター

☎24-8108

◦上野商工会議所

上野商工会議所ニュース

☎21-0527
2015.2.5｜11

2015
婚活

恋の HAPPY 大作戦

〜 ステキな出会いをあなたに〜

イルミネーションストーリー
in なばなの里
少子化による後継者不足・若者の地元離れ等、伊賀地域において人口減が深刻になってきています。
そこで、古き良き時代の世話焼き文化を復活させ、結婚はしたいけれどなかなか出会いがない独身男女
の皆様に出会いの場所を提供し、婚活をサポートします。
開催日時

平成27年３月７日（土） 13：00〜21：00

開催場所

ナガシマリゾート なばなの里

募集資格

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

募集人数

60名（男女各30名）

参加費用

男性6,000円

募集締切

２月16日（月） ※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

申込方法

郵便・FAX・E-mailまたは直接申込
※お申し込みいただいた方には、参加の可否、詳細を後日ご案内いたします。

※ハイトピア伊賀から貸切バスツアー

女性3,000円

【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12月10日〜27年1月10日集計 提供 宮脇書店 上野店

①
②
③
④
⑤

夢をかなえるゾウ３
（飛鳥新社）

モンスター・ストライク攻略アイテムブック
（宝島社）

新・戦争論
（文藝春秋）

オーバーロード８
（KADOKAWA）

脳の教科書
（あさ出版）
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今月のおすすめの１冊
「夢をかなえるゾウ３」
飛鳥新社

定価1,620円（税込）

今月のオススメは人生を変えたい女性の主人公が関西弁
を喋る不思議な神様ブラックガネーシャと出会い様々な試
練を与えられ、それを乗り越えて自分の人生を切り開いて
いく物語です。
しっかりとした目標を持つ大切さ、無駄なものを切り捨
てる断捨離、辛い事に向き合う勇気、闇が深いほど、光は
強く輝く。可笑しく楽しくユーモアにガネーシャは読む人
に語りかけてくれます。様々な自己啓発本が出ていますが
本当に読むのが楽しくなり、ためになるお話ばかりです。
本書で出てくる言葉で仕事をする上で一番大事なのはそ
の仕事の一番のお客様になりなさいというのがあります。
好きだからこそ自信を持ってお客様に勧めることができ
るし、お客様もそれを感じ取ってくれる。私もそう思います。
仕事だけでなく自分の人生をたのしく生きる為のスパイ
スとして読んでみてはいかがでしょうか？

（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

