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上野地区景況調査結果

〜回復の兆しも、依然先行き不安の声〜

上野商工会議所は、平成26年７月～ 12月期の企業景況調査を実施しました。
◎調査対象

上野商工会議所会員企業から任意抽出した278企業

◎回収状況

77企業（回収率27.7％）

◎概要
今期の調査では、現状のDI値（好転の回答割合－悪化の回答割合）が前期に比べ9.7ポイントの改善を示した
一方、見通しについては前期に比べ2.3ポイント悪化するという結果となりました。
現状DIの改善については、４割近くの事業所が「良い」または「やや良い」と回答した製造業の好転傾向が
全体を大きく牽引する形となりました。前期における消費税増の影響による消費低迷のピークを脱し、受注・売
上が回復に転じた事業所が増えてきたことが大きな要因と見られます。一方でこうした現状においても見通しの
DI値は改善に至っておらず、事業の先行きを不安視する声が依然として多く聞かれました。業種別では現状の
DI値が前期より悪化した建設業のみならず、改善を示
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会議所の動き
「伊賀鉄道

伊賀学検定ツアー」開催 ２月７日㈯

２月22日の検定を前に、伊賀学検定実施委員会と伊
賀鉄道㈱の主催で、
「伊賀鉄道に乗って、歩いて、見て、
学ぶ」
と題した伊賀学検定ツアーを開催いたしました。
途中駅で下車しながら史跡等を散策するツアーは今
回が初めての試みでしたが、県外からもお申込みがあ
り、当日は25名にご参加いただきました。講師は伊賀
学検定委員会問題作成委員長の滝井利彰様に引き受け
ていただき、城之越遺跡・丸山城跡・垂園森など散策
したスポットそれぞれで検定問題のポイントとなりそ

うな部分を丁寧に解説していただきました。参加者の
皆さんが滝井先生の話に熱心に耳を傾ける姿を見て、
伊賀学検定への関心の深さを改めて実感いたしました。
12時から17時すぎまで長時間にわたるツアーとなり
ましたが、「参加して良かった」「来年もぜひ参加した
い」との声を多数いただき、参加者の皆さんはもちろ
ん、スタッフにとっても大変有意義な一日となったこ
とを嬉しく思います。

蟹瀬誠一氏

新春講演会開催 ２月８日㈰

テレビなどでお馴染みのキャスター蟹瀬誠一さん
が、日本を動かすキーマンとの交流が多いからこそ分
かる日本の本当の姿を分かりやすく講演いただきました。
講演のテーマ「2015年今後の日本を占う」ためには、
まずスタート地点を正しく認識することの重要性を痛
感しました。
その１つの具体的が「日本という国の “生産性” は
世界レベルでみてどうなのか？」です。先進国で最下
位レベル。過労死するほど頑張っていて、高度な商品
を生み出しているにもかかわらず、生産性すなわち「付
加価値を生み出せていない」のが現実なのです。
現代、
未来における「付加価値とは何か」について、
価値を生み出せている「働く」ということ、ひいては
「自分は本当に価値を生み出すことが出来ているのか」
を改めて見つめなおすきっかけを示していただきました。
2015年今後の日本、未来は “今” の先にあります。
今やるべきことをすれば、今は未来につながります。

やるべきことを怠れば、今は過去になってしまって未
来はありません。
今後を占う、それは誰かが作り上げる未来を他人事
のように予測するといったものではありません。私た
ち１人１人が為すべきことをすることが2015年の今後
の日本であると感じさせられる講演でした。

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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会議所の動き
女性会だより 新春懇談会

２月６日㈮

毎年恒例の新春懇談会を親睦委員会が中心となり、
来賓に木津会頭、木戸専務理事をお招きし、開催しま
した。
新春懇談会の前に臨時総会が行われ、来期の本部役員

が決定し、承認を得ました。
講演会では、元尼崎市長 白井 文様に「私のチャ
レンジ」と題して、尼崎で起きた鉄道事故で関係者の
方達が不眠不休で事故処理をされた様子や、白井先生
が市長になられる前から現在までの「断らないで何で
もチャレンジしてやってみよう」という気持ちで仕事
をされてきたお話を伺いました。
そして、昼食の後、親睦委員手作りの趣向をこらし
た出し物で楽しんで頂き、親睦委員の違った一面を見
てもらった後、浅香流の皆さんによる華麗な舞でうっ
とりし、今年も前向きに元気に過ごせるように『人生
まだまだ』という曲を一緒に踊って浅香先生のパワー
をいただき、楽しいひと時をすごしました。多数の会
員の皆様にご参加いただき、ありがとうございました。
親睦委員長 吉田 敦子

青年部だより ２月例会「コラボレー会！伊賀を学びなおそう！前編」を開催！
青年部２月例会はKOBAX委員会とタートルず委員
会の合同担当で行いました。
講師に三重県立上野高等学校講師・伊賀市文化財保
護指導委員・伊賀学検定委員の増田雄様をお迎えし、
「伊賀を学びなおそう！」をテーマに伊賀の歴史と文
化について学ぶクイズ形式の例会を開催いたしまし
た。９月に行われます東海ブロック大会伊賀上野大会
に向けて各地でPRをさせていただく機会も今後増え
るにあたり、伊賀について改めて知ることができた例
会となりました。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H27年1月末会員数

組織率

2,771件

1,514件

54.64%

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
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平成26年度補正予算案の主な補助金をご案内します。
具体的な申請イメージをお持ちの皆さまは、中小企業相談所までご相談ください。

中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
新しい商品・サービスの開発や業務プロセスの改善、新しい販売方法の導入など、中小企業・
小規模事業者が取り組む事業革新の費用の2/3を補助します。今回は、共同体で行う設備投資な
ども支援対象に追加されました。公募期間は、
平成27年2月13日
（金）
から平成27年5月8日
（金）
までです。
補

助

率

補助対象経費の3分の2以内
①新しいサービス、新商品・試作品の開発

補助上限額

②複数者が共同で取り組む設備投資等
※②については、創業間もない企業や小規模事業者は申請書類が簡素化されます。
補助上限額：①1,000万円 ②共同体で5,000万円（500万円/社）

◦設備投資をせずにサービス開発をすることもできます（上限700万円）

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取り組む販路開拓の費用（チラシ作成費用
や商談会参加のための運賃など）の2/3を補助します。公募は近々される見込みです。
補

助

率

補助上限額

補助対象経費の3分の2以内
補助上限額は50万円です。なお下記の取組みに関しては上限額が変わります。
①複数の事業者が連携した取組
②雇用対策・買い物弱者対策への取組
以上の事業者に対しては重点的に支援（補助上限のアップ）します。
（①500万円、②100万円）

◦公募対象者は小規模事業者のみです。
◦製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者（会社および個人事業主）
であり、常時使用する従業員の数が20人以下（卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業
は除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者であること。
なお、中小企業庁は新たに起業・創業や第二創業を行う者に対して、経費の一部を補助する平
成26年度補正予算事業を行う予定ですが、募集開始は３月初旬となる見込みです。
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ちょっと気になることをお店の人が教えてくれるミニ講座

まちゼミとは、それぞれの商店の特徴を生かしたプロの技やノウハウ、専門知識など
を地域の方々にお伝えする事業です。
まちゼミ事業は、愛知県岡崎市で始まり、その後、全国の商店街に広がり、現在では170 ヶ所以上で開催さ
れています。
三重県では、松阪市、尾鷲市に続いて３番目の開催地となり、２月１日～３月８日（終了）にかけて開催いたし
ました。
今回、15店舗の皆様にご参加いただき、今まで興味があったけれども入りづらかったお店や、聞きたいけれど
も聞けなかったプロの知識や技術を、気軽に聞き、体験できる機会を設けることで、お店とお客様との交流が図れ、
信頼関係を築くことで、お店の新規顧客やリピーターを含めたファンづくりにつながったのではないかと思います。
実際講座に参加された方々の感想を聞くと、ほとんどの皆様から「大満足！」とお答えいただきました。また、
「自
分の聞きたい所を聞けた」「知識が増えて良かった」「楽しく勉強できた」「ぜひ家でもやってみたい」「次回も開
催して欲しい」等の良い感想が多く、来年度も開催に向けて準備を進めたいと思っておりますので、是非ご参加
ください。

コーヒーショップ

シルクハット

今回の企画を施行して久々に感動を覚えた。世の中
不景気風が充満し、店を開けても来店数の少ない毎
日。商売感を忘れかけた時、会議所から声が掛けられ、
何となく参加。なのに受講された姿に驚かされる事ば
かり。ミネラルって大事なのね。こんなに効果が出る
のは不思議だね。
・・・等々、皆様が大変喜んでくれ、
満足して帰られた姿に深く感激、感動を覚え、不思議
な体験をしました。
一昔前、よりお客様に喜んでいただく為、商業界の
ゼミを中心に、東京、大阪、箱根そして米国の研修に
も参加して以来の感動体験であった。亡き師匠に教え
てもらった、損得より善悪を、学ぶより真似ろ、そし
て工夫を、浅い川を深く渡れ、他利優先等々の事を走
馬灯のように思い出し、反省をしました。

むらい萬香園
いがうえのまちゼミに参加して思った事、永年商い
をして来て伊賀の商売人は皆んな自分の店の事は知っ
ていると思っているが実際はそうでは無くて、その店
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ミネラル水の魅力教えます
折角参加して覚えたこのビジネスモデルをお客様と
の絆を大切にする為、私の宝物として感動体験を充実
させてゆきたく思った。
森西美紀夫

お茶のおいしい淹れ方講座
に入る以前に何を置いている店なのか、どんな店主な
のかまったく分かっていないのが実状だという。それ
では、なかなか顧客を増やすのは難しいと感じた。ま
ちゼミは物を売るのでは無くて、あくまでゼミ！お客
様が知りたい事や日頃の疑問などを親切に教えてあげ
る事、お客様との触れ合い、そしてその店その店主の
ファンを作る事が大事。専門店の皆さんは自分の仕事
に熟知しているはず。素人には分から無い事が山程有
る。それを種に情熱を持って説明（ゼミ）を行えば必ず
やそのお客様は、その店その人のファンに成ると思い
ます。今後お客様が欲しい物が出来た時に、どうせ買
うんやったら、あの店、あの店主から買おうと思うの
ではないでしょうか。小売業の皆さん、自分の店のファ
ン作りにいそしもうじゃありませんか！ 村井 元治

株式会社

紅梅屋

本格派スイートポテトと赤飯まんじゅう

今回のまちゼミの主旨は、プロの味を家庭で再現す
ることでした。その為、家庭にあるものや手に入り易
いような材料や道具を使い、出来るお菓子を選びました。
実際、講習会を開いてみると、女性の方が多く、普
段から調理に慣れ親しんでおり、作業効率も大変よく、
予定していた時間より早く終える事が出来ました。皆
様 初対面の方たちばかりでしたが、和気藹々とした
雰囲気でスムーズに作業も進行したと思います。
作ったお菓子はスイートポテトと赤飯まんじゅう
で、以前 店で販売していた商品です。購入していた
だいたこともある方もお見えで、あの味のレシピを知
ることが出来たと、満足していただいたようです。
材料費は負担していただきましたが、作ったお菓子
はその場で試食し、残りはお土産にお持ち帰りいただ

フラワーブティック

こさか

スーパーマーケットやホームセンターでお買い物つ
いでにお花を買う人が増えた中で、一見入りづらい個
人店に来て頂ける方法を模索するため、今回参加しま

喫茶・軽食

シャコンヌ

今年度 初めて開催された伊賀上野まちゼミに参加
店として応募しました。
当初は予約が埋まるか？がまずは不安で仕方なかっ
たですがフタを開けてみると予約開始の前日からお問
い合わせを頂いている状態で、３回の講座全てで予約
が埋まりキャンセル待ちまで頂く状況になりました。
まさにうれしい悲鳴です。
開催しての感想は、やはり受講頂いた皆さん全員が
熱心に聞いて時にはメモを取りながら聴いて頂いたと
いう点でしょうか。あと参加店側 特に私どものよう
な飲食店にとってメリットと感じたのが新規顧客の開
拓になる可能性がある、という点です。事実今回お申
し込み頂いた方々はほとんどが新規もしくは当店のご
利用を頂いたことがない方々でした。それだけでもピ
ンポイントで新規顧客に対して PR ができるというの
はありがたいことです。
お問い合わせの段階で予約が一杯で…とお伝えする

いたので、皆様喜んでおられました。講習後、家でも
作って見たいとの感想は、今回の講習会が皆様の期待
を裏切らなかった証でもあるかと思いました。
手作りへの関心の高さに応えて、講習会開催の機会
を作る事を考えさせられた講習会でした。筒井 秀和

簡単！！お花のお手入れから飾り方まで講座
した。どんな内容を講座とすればいいのか？これでご
満足いただけるのか？心配はつきませんでしたが、講
座を開催した事により、お客さまをお迎えする「おも
てなし」の大切さや気軽に質問しやすい環境を作る事
の大切さを感じました。今回ご参加頂いたお客様に
は、｢ 普段伊賀の町中には足が向きにくかったのです
が、何店舗かまちゼミに参加することにより、伊賀の
町に触れることができました ｣ というご意見を頂きま
した。自店だけでなく、伊賀市として活性化のきっか
けになるのだなと感じました。何より、まちゼミを通
して、“店員とお客様との信頼関係を結ぶ”＝“またご
来店頂ける” というきっかけが出来た事は大きな収穫
だったと思います。
佐藤 直美

ご家庭で淹れるコーヒーを美味しくする講座
と早速次回開催はないのか？や、まちゼミ以外でもこ
のような講座を開催する予定はないのか？といったお
声を早速頂戴しています。
参加店として非常に有意義な企画になり本当に喜ば
しい限りです。
日置 智啓

上野商工会議所ニュース

2015.3.5｜7

『がんばる経営応援します！』
中小企業向け

中小企業向け

無担保・無保証人

マルケイ資金
小企業等
経営改善資金

中小企業事業主・個人事業主様へ

「無料経営相談会」
経営全般に関するご相談に幅広く対応します。

日

時

13：30〜16：30

商工会議所の推薦を受けた小規模
事業者の方がご利用いただけます。

※１事業所１時間程度

融 資 額

2,000万円

場

返済期間

運転資金…7年以内

申込受付

※1,500万円を超える申し込みの場合は、自身で策定した
所定の事業計画書の提出が必要となります。

利

率

設備資金…10年以内

1.35%（H27.1.15現在）

３月25日
（水） 奇数月の第４水曜

所

上野商工会議所

相談室

完全予約制・申込順

先着３名様

※３月19日までに上野商工会議所
にご連絡ください。

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
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〒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

会員 ひろば
さ

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

な

咲

花

営業時間

ゆめが丘6-9-7 ☎24-0815
11時30分〜18時30分
定休日 日曜日

体にやさしい食事場の提供はじめました！
メニューは自分のもってるスキルをいかして野菜だけで
なく新鮮な魚料理も種類に加えて、来店客の年齢層等個々
に合わせて糖尿病や透析している人なども安心して食事し
てもらえるように努めます！
１日１組夜限定でダイニング咲花をOPENしました。
金・土・日限定で、ご予約は２日前までにお願いします。
営業時間は19時30分から22時30分です。オリジナル天然木
の手作りテーブル、イスと木の温もりに癒されます。

http://www.sana-deli.com/

ダイニング咲花

伊賀市三田964-16 ☎21-1921
定休日 日・祝・年末年始

中沢青果てくてく

JR伊賀上野駅より徒歩１分、中沢青果の中澤真規です。
昨年夏、三重県初の日本野菜ソムリエ協会認定「シニア野
菜ソムリエ」を取得させていただき、この度２/19より「中
沢青果てくてく」として小売店を始めさせていただくこと
になりました。生産者さんが一生懸命作ったお野菜や果物
を、その魅力・情報をきちんとお伝えした上で皆様にも食
べてもらいたい！カラダを作ってくれるお野菜・果物たち
に感謝しながら、
「知らないで食べる」より「知って食べる」
へと導く八百屋として、皆様とともに学び・楽しみ・繋が
りながら「てくてく」っと歩んでいきます♪こじんまりと
したお店ですが、ぜひご一緒にベジフルトークで盛り上が
りませんか(^^)
贈り物にはお野菜・果物を！ということで、セレクトベジフルＢＯＸ、ラッピングも承っております。

３・４ 月 主 な 事 務 局 行 事

３月

上野商工会議所ニュース

３日・伊賀市人権学習連絡会

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

・伊賀学ジュニア検定試験（西柘植小学校）

６日・小規模企業振興委員連絡会議

７日・婚活事業（なばなの里）

・日経新聞記者による
「日本経済と政局の行方」

経済セミナー（社会文化部会）

９日・インターンシップ反省会

日・正副会頭会議

日・青年部三役会・例会

日・一店逸品フェアＰＪ会議

13 12 11 10
日・社会文化部会役員会

・伊賀上野商店会連合会理事会

日・第１２１回通常会員総会（東京）

19

日・通行量調査

日～

日・青年部三役会・役員会

日・三重県連ＹＥＧ第６回役員会・臨時総会（鈴

19 18 18 14
鹿）

日・まちゼミ報告会

12

日・異業種交流懇談会・総会

日・第 回専務理事会議（県連）

日・通常議員総会

28 26 24 23 20
日・東海ブロックＹＥＧ第８回役員会（四日市）

・会員総会

４月

日・新入社員歓迎の集い並びに研修会

22

５日・伊賀の里魅力満載ウォーキング

日～

21
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伊賀連携フィールド2014年度
留学生文化体験

１月31日㈯
る文化体験となりました。

今回も中国・韓国・ベトナム・ドイツ・スウェー
デンと、幅広い国々から23名の留学生が参加しまし
た。午前は赤井家住宅で桔梗屋の中村さんを講師に
和菓子作り。和菓子の綺麗な模様が綿棒のような身
近な物から生み出される職人の技に、一同驚きを隠
せずにいました。又自作の和菓子をお供に御抹茶体
験もしました。午後からは忍者博物館・忍者ショー
を楽しみ、再び赤井家住宅に戻り、紅屋の谷村さん
を講師に、祝い袋に付ける水引作りを体験しまし
た。紐の結び方を今回だけでも３パターンも習った
ので、皆夢中になって取り組んでいました。この２
月に帰国する留学生も多く、最後に良い思い出にな

韓国からの留学生インターンシップ

谷村さんを講師に水引作り

２月２日㈪〜２月９日㈪

２月２日から９日までの一週間、三重大学を通じ

でも大変懇意にして頂いたようです。日本での滞在

て韓国世宗（セジョン）大学から４名の留学生が伊

は二週間という短さでしたが、大変良い思い出に

賀の企業へインターンシップに来ました。それぞれ

なったと思います。

の専攻を配慮して上野都市ガス㈱様及び伊賀上野観
光協会様・中外医薬生産㈱様・伊賀上野ケーブルテ
レビ㈱様・㈱ミルボン様にお受け入れ頂きました。
短い期間で実際に作ったシャンプーを試したり、現
場を撮影してコンピュータで映像を編集、韓国語の
案内表示を校正と、戦力として活躍する場面も見受
けられました。又、休憩時間の会話の中でも日韓相
互の交流を深めたり、企業様方も語学の重要性を再
認識と、双方の刺激になったようです。又、伊賀に
滞在中はホームステイで過ごしましたが、どの家庭

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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副市長を表敬訪問

三重県伊賀市小田町743-2

平成27年4月1日からパートタイム労働法が変わります

【改正のポイント】
１．正社員と差別的な取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大します。
２．
「短時間労働者の待遇の原則」が新設されます。
３．パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務が新設されます。
４．パートタイム労働者からの相談に対応するための体制を整備する義務が新設されます。
５．パートタイム労働者を雇い入れたときに、事業主が文書交付等により明示しなければなら
ない項目に「相談窓口」が追加されます。
（お問い合わせ先） 三重労働局雇用均等室 TEL 059-226-2318

人権コラム「LGBT（性的マイノリティ）と企業」
LGBTと い う 言 葉 を 聞 い た こ と が あ り ま す か。

立場を悪くしたり、メンタルヘルスに問題を抱える

LGBTとは、英語の「レズビアン（女性同性愛者）」、

人も多く、離職率も高くなっています。従業員の人

「ゲイ（男性同性愛者）」、「バイセクシュアル（両性

権を守り、働きやすい環境を整えるため、担当窓口

愛者）
」
、
「トランスジェンダー（性同一性障害者な

の設置や、性自認、性的指向による差別禁止を社内

ど）
」の頭文字を並べた言葉で、当事者が自分たちの

規定に定めるなど、組織を挙げての取り組みも進ん

ことをポジティブに語る言葉として使われています。

でいます。

電通総研が行った調査では、LGBTは人口の5.2％

LGBTが働きやすい職場は、多くのひとにとって

（20人に１人）との結果でした。これは障がい者手

も働きやすい環境であると言えます。また、多様な

帳を持っている人と同程度であり、決して少ない数

価値観を認め合うことは職場を活性化させます。企

字ではありません。

業の有効な成長戦略として、この機会にLGBTをは

職場に目を向けると、LGBTは差別的な言動やプ

じめとする、性的マイノリティの問題に目を向けて

ライベートに関する質問を避けるために、コミュニ

はどうでしょうか。

ケーションを忌避しがちです。そのため、社内での

（伊賀市 人権生活環境部 人権政策・男女共同参画課）

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

3月・・・04日・20日
4月・・・01日・17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

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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第57回

中!!

新規学卒就職者激励会＆セミナー開催

受付

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。新社会人のためのビジネスマナーの基本を習得し、即戦力として企業に貢献できるよ
う研修講座を開催します。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。尚、教育セミナーはどなた様でもご参加いただけます。
と

き

平成27年４月21日（火）〜 22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）5,000円 非会員

持 ち 物

筆記用具・手鏡

申込締切日

３月25日（木）

お問合せ

上野商工会議所総務課

TEL 21−0527

10,000円

FAX 24−3857

【第１部】 式
典 21日 午前９時〜午前９時45分
【第２部】 教育セミナー 21日 午前10時〜午後５時
22日 午前９時〜午後４時

講師

〜みなみ トレーニング ラボ〜 南

紫津子先生

（21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
（22日） □ビジネスコミュニケーション 良い関係づくりの基本
□まとめ 研修の振り返り、確認
テーマ（目標）を持つ ・半年後の自分の姿をイメージする

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
平成27年1月10日〜2月10日集計

①
②
③
④
⑤

提供 宮脇書店 上野店

お金が貯まるのは、どっち！？
（アスコム）

サラバ！

上・下

（小学館）

新・戦争論 僕らのインテリジェンスの磨き方
（文藝春秋）

おとなの教養 私たちはどこから来て、どこへ行くのか？
（NHK出版）

八男って、それはないでしょう！
（KADOKAWA）
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４

今月のおすすめの１冊
「お金が貯まるのは、どっち！？」
アスコム

定価1,404円（税込）

今回ご紹介するのは、実用書で数多くのベストセラーを
出版しているアスコムより発行されました、『お金が貯ま
るのは、どっち！？』です。
元三井住友銀行の支店長だった著者が、自身の経験から
お金が貯まる25の法則を導き出し、それを「どっち？」
と比較形式で説明していく内容となっております。
生活に関わってくるデリケートなことなので「お金の相
談はしにくい」と思われる方、また社会情勢から「貯金は
してるけどこれでいいの？」と不安に思われる方が多いの
ではないでしょうか？
本書は、銀行口座を作るところから、貯金の仕方、保険
の選び方、生活習慣、住宅の選び方まで、様々な事柄を取
り上げ、著者の考え方を披露してくれます。もしかしたら、
あなたの悩みに答えをくれるかもしれません。
自分自身の考えの参考にして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。
）

