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三重県商工会議所連合会

三重県へ要望活動

平成27年10月７日（水）、平成28年度施策策定・予算編成にあたり、今後の地域商工会議所活動
の推進のため三重県へ要望書を提出しました。三重県は廣田雇用経済部長、増田中小企業・サー
ビス産業振興課長を含め７名、連合会は県内商工会議所専務理事９名が参加し要望項目を説明し
た後、意見交換を実施しました。

【主な要望事項】
１、商工会議所への支援

（１）中小企業相談所への支援
（２）中小企業支援情報の一元化
（３）事業者向け支援施策の紹介機会の拡充

２、商工会議所運営への支援

（１）各種補助金への採択率を高めるための人的支援並びに採択後の支援内容の拡充
（２）経営指導員への財政的支援のみならず会議所運営そのものへの財政的支援
（３）事業経費の支払いへの配慮

３、商工会議所会員増強等への支援

（１）会員加入条例の制定
（２）商工業者・小規模事業者データの提供

４．地域振興取組への支援

（１）地域振興に関わる三重県関係施設の継続運営

要望書を提出の様子

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

意見交換の様子

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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三重県・奈良県リニア中央新幹線建設促進会議
三重・奈良ルート中間駅 「早期確定を」共同アピール決議

10月19日
（月）
、JR東海が2027年に東京―名古屋間の開通を目指すリニア中央新幹線で、名古屋―大阪間の早
期事業化を目指す三重・奈良県のリニア中央新幹線建設促進三重県・奈良県経済団体連合協議会の総会が開か
れ、その後、第７回三重県・奈良県 リニア中央新幹線建設促進会議が津市の都ホテルで開かれ、約280名が出
席した。
リニア中央新幹線の効果を地域の発展に最大限に生かすため、三重県及び奈良県の行政と経済団体が一丸と
なって、以下の３つの柱からなる共同アピールが決議された。
共同アピール文
１．三重・奈良ルート及び駅位置の早期確定
（１） 駅周辺でのまちづくりの具体的な検討や事業促進に向けた環境整備を着実に図ることができるよう、
ルート及び駅位置を早期に確定すること。
（２） ルートは、リダンダンシーの観点から、平成23年５月に決定された整備計画通り、東海道新幹線とでき
る限り離した『奈良市附近』を経過地とした三重・奈良ルートとすること。
（３） 駅位置は、その便益が紀伊半島全体に拡がるような、交通結節性の高い位置とする事。
２．環境影響評価に係る手続きの早急な着手
三重・奈良ルート及び駅位置を早期に確定するため、速やかに名古屋・大阪間の環境影響評価手続き
に着手する事
３．早期事業化による全線同時開業
（１） リニアの効果がいち早く広く全国に行き渡るよう、間を置くことなく名古屋・大阪間の早期事業化を
図り、全線同時開業を目指すこと。
（２） そのために必要となるJR東海への支援策を早期に具体化すること。

国指定重要無形民俗文化財

400年の伝統・絢爛豪華

伊賀上野の錦秋を彩る
伊賀上野の錦秋を彩る

上野天神祭

10月23日
（金）
、
24日
（土）、25日
（日）の３日間、晴天に恵まれ、祭の期間中の人出は15万9500人。宵山・本祭が土・
日曜日となり大勢の見物客で賑わいました。
東御旅所を午前９時に出発、神輿行列に供奉する百数十体の鬼行列・九基のだんじりが続き、お囃子を奏でな
がらゆっくりと城下町を練り歩き、絢爛豪華な祭絵巻が繰り広げられました。
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会議所の動き
省エネセミナーの開催

９月28日㈪

上野商工会議所に於いて、消費税転嫁対策窓口相談
等事業の一環として、
「経営力向上！省エネでコスト
削減セミナー」と題してセミナーを開催しました。
（一財）省エネルギーセンターから講師をお招きし、
省エネの必要性・進め方等についての詳しい解説や、
無料の省エネ診断について事例を交えご紹介いただき
ました。参加企業におかれましては、今後の受診や更
なる省エネ取組みのきっかけとなり、省エネによるコ
スト削減で経営力の向上につなげていただければと思
います。
省エネの必要性について受講

食品工業部会 『第７回伊賀発･･･食品産業フェスタ』開催

10月３日㈯・４日㈰

されたお客様へ各社自慢の商品をPRしていただきま
した。両日ともに晴天に恵まれ、家族連れの方や遠方
よりお越しの観光客の皆様にも多く足を止めていただ
き、伊賀の食品の魅力を広めることができました。
今後も更に多くの事業所様、お客様を巻き込むこと
のできるような場となるよう、次回開催に向けて企画
を進めていきたいと思います。

伊賀の食品の魅力をPR

伊賀地域の食品製造業者が一堂に会し商品を販売す
る『第７回伊賀発･･･食品産業フェスタ』が、食品工
業部会の主催で２日間に亘り開催されました。
会場には「忍者ドライブイン」の愛称で知られる名
阪上野ドライブイン様にご協力いただき、会場として
同所の屋外スペースなどをお借りしての実施となりま
した。地元を拠点にお酒・お菓子・パン・農産物など
を製造されている計９事業所にご参加いただき、来場
社会文化部会 会員交流事業

来場者でにぎわう様子

10月８日㈭

社会文化部会（中田洋二部会長）では、昨年に続き
部会員様の日々のお疲れを癒していただく為、宝塚・
新源氏物語の華麗な平安の宮廷を背景にした光源氏の
愛と苦悩をドラマティックに描き出されたきらびやか
な王朝文学の世界の歌劇を堪能していただきました。
参加いただいた会員様には、心身ともに感動した
楽しい一日の研修になっていただけたと思っております。
今後も、意義ある部会活動にしていきますのでご協
力よろしくお願いいたします。
宝塚歌劇場前で説明を受ける部会員の皆さん
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観光部会 灯りの城下町

10月10日㈯～ 12日㈷

「灯りの城下町イベント」を３日間にわたり実施し
ました。
今年で７回目を迎える本イベントは、市街地の商店
会や自治会等が一丸となり、当所観光部会が「伊賀上
野灯りの城下町」実施委員会事務局として開催してい
ます。
初日の10日には「オープニングイベント」として、
ハッピーフレンズオーケストラさんによるオープニン
グコンサート及び点灯式が行われ、また11日には「街
道寄席」をまちやガーデン伊賀前駐車場と上野天神宮
拝殿にて開催致しました。３日間を通して実施された
伊賀市文化都市協会主催の「灯りと華のプロムナード
ActionⅤ」では、蓑虫庵や赤井家住宅など史跡７か所
が灯りをモチーフにしたアートの数々で彩られまし
た。
銀座通りでは今回初めて「和紙の竹行灯」が飾られ
るなど、普段とは異なる灯りに彩られた景色の下、夜
の街なかが華やかな賑わいに包まれる３日間となりま
した。
また昨年に引き続き、
「灯りの城下町」の開催に合
わせ、市街地の飲食店巡りをお楽しみいただくイベン
ト「城下町バル」を実施しました。3回目の開催となっ
た今回は、これまでで最多となる28店舗の飲食店より
メニューをご提供いただき、500円×6枚綴りのチケッ
トを使って多くの方に街中での食べ歩きをお楽しみい
ただくことができました。

〈オープニングイベント〉ハッピーフレンズオーケストラの演奏

街道寄席の様子

食品工業部会 『ひじきコスモス祭り』にて物産市を開催

たくさんの人でにぎわう物産市の様子

10月11日㈰

『ひじきコスモス祭り』の場に於きまして、食品工
業部会が物産市を出店致しました。今年は、㈱桔梗屋
織居、養肝漬宮崎屋㈱の２社にご参加いただきました。
今年度は会場を比自岐小学校に変更されての開催
で、当日は曇り空の中、暑くも寒くもなくちょうどよ
い天候で、物産市ブースには多くのお客様が詰めかけ
て下さいました。出店された事業所からは、天麩羅ま
んじゅう、たまりしょうゆアイスなど、各社自慢の商
品をご用意いただき、地場物産のPRを図ることがで
きました。

今なら、
純新規取扱分のみ
金庫事務取扱手数料無料
（平成28年3月31日迄）

業務部

059−354−9971
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会議所の動き
女性会だより 第47回日本商工会議所女性会連合会石川全国大会に参加して
日本商工会議所女性会連合会石川全国大会が、今最
も賑わっている金沢で開催されました。
今年のテーマは「ようこそ加賀・能登・金沢へ つ
なごう心 石川で」で、大会前日の４会場に分かれて
の懇親会ではアトラクションとして、金沢市の無形文
化財に指定されている金沢芸妓素囃子の格調高い舞、
又独特の迫力がある御陣乗太鼓を見せて頂きました。
大会は、いしかわ総合スポーツセンターで3,237名
の会員が集い盛大に行われました。
ここでは、オープニングセレモニーはオーケストラ
アンサンブル金沢の演奏と、能が盛んな土地柄もあり
「獅子ノ舞」ピアノと弦楽四重奏とのコラボも斬新でした。
金沢駅の鼓門や名所兼六園も訪れる事ができ、記憶
に残る大会となりました。 女性会監事 清水 利恵

10月22日㈭・23日㈮

石川全国大会会場にて

だんご茶屋開設 10月24日㈯・25日㈰

大勢の人で賑わうだんご茶屋の様子

今年も恒例の上野天神祭にだんご茶屋を開設致しま
した。お祭りを見物した方々のお休み処として、みた
らし団子とお茶で一休みしていただこうと始めたおも
てなしで15年くらい継続し、女性会全国大会でもこの
活動に対して３年前に会長特別賞をいただきました。
今年は三重大学連携フィールドの関係で、だんじり
を曳くボランティアの三重大学生の方々にもおもてな
しをさせて頂きました。
土曜日曜と人出が例年に比べはるかに多勢で大変で
したが、会員団結してそれぞれの持ち場を守り協力
し合いながら活気のある楽しい２日間を経験致しました。
お買い上げ下さった皆様、お手伝いいただいた会員
の皆様ありがとうございました。
女性会会長 西出 孝子

青年部だより 10月例会「KOBAXは頑張るココロを応援します！！」を開催！

10月14日㈬

10月例会は上野徳居町にある廣禅寺さんをお借りし
て座禅会を行いました。ご教授いただいたのは、廣禅
寺の武内宏道住職と万寿寺の落合泰寛住職です。体験
前には参加者の多くが長い時間、座禅できるか自信の
ない様子でしたが、実際に行ってみると「もう終わっ

精神統一して座禅を組む

「心を整える」座禅体験
6｜上野商工会議所ニュース 2015.11.5

た」「早く感じた」などとても集中して取り組むこと
ができました。
座禅はスティーブ・ジョブズ氏もプレゼン前に行っ
ていたそうで、青年経済人として大きな仕事の前には
心を整えることがとても重要であると再認識できる良
い機会となりました。

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

11 月は
「労働保険適用強化月間」
です

労働保険の加入手続きはお済みですか ?
労働保険（労災保険と雇用保険）
は、政府が管理・運営している強制的な保険であり、農林
水産業の一部を除き労働者を一人でも雇用している場合、事業主又は労働者の意思にかか
わりなく、必ず加入することが法律で定められています。

労働保険
労災保険

雇用保険

事業上の事由又は通勤による労働者の不詳、疾病、障害
労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、失業した
又は死亡などに対して、迅速かつ公正な保護をするため、 際、再就職の促進をするための能力の開発・向上等の
必要な給付を行うことなどを目的とした制度。
各種援助を行う等を目的とした制度。

労働保険事務組合

ご存じですか？

安価な手数料で煩雑な労働保険事務を代行します
当所労働保険事務組合 ☎21-0527 伊賀労働基準監督署 ☎21-0802 伊賀公共職業安定所 ☎21-3221

平成27年分 年末調整等説明会

上野税務署

年末調整等の具体的な事務手続などについて、下記の日程で説明会を開催しますので御案内申し上げます。
なお、
御出席の場合には、
「年末調整のしかた」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
をお持ちください。
また、開催会場の収容人員の都合により、地域ごとに開催日時等を指定させていただきましたが、御都合の悪
い場合は、他の日時等や他の税務署が開催する会場にも御出席いただけます。
対

象

者

開

催

日

時

開

催

場

所

名張市の方

11月17日（火）13 ：30〜15 ：30

名張市武道交流館いきいき
多目的ホール

伊賀市の方のうち郵便番号が〒518-0000
から〒518-0227及び前３桁が〒519の方

11月18日（水）13 ：30〜15 ：30

三重県伊賀庁舎
７階大会議室

伊賀市の方のうち郵便番号が〒518-0801
から〒518-1429の方

11月19日（木）10 ：00〜12 ：00

三重県伊賀庁舎
７階大会議室

年末調整説明会については、上野税務署（TEL0595-21-0950）までお問い合わせください。

東海税理士会上野支部より無料税務相談会のご案内

税金・会計のことでお悩み事はありませんか？次の日程で相談会を実施いたしますので、お気軽にご相談くだ
さい。なお、事前申し込み優先で、お一人30分程度の相談とさせていただきます。
とき・ところ 11月14日
（土）13：30 ～ 16：30 名張産業振興センターアスピア４階
12月12日
（土）13：30 ～ 16：30 ハイトピア伊賀３階（上野商工会議所内）
対 象 者 伊賀市・名張市 在住・在勤の方
申込先・問い合わせ
東海税理士会上野支部（ハイトピア伊賀３階） http://www.ict.ne.jp/˜zei-ueno/ ☎51-0932（9：00 ～ 16：00）
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伊賀連携フィールド2015年度
９月市民講座

忍者・忍術学講座

９月12日㈯

前期第６回「狼煙あるいは烽火考 −サイエンス
からの想いを馳せて−」について、三重大学社会連
携研究センター特任教授 加藤進先生をお迎えして
９月12日
（土）に開講しました。参加者約100名興味
深く聞かせていただきました。
三重に現存する中世城館に併設された狼煙台と思
われる遺跡を訪問し、江戸時代に作られた狼煙台と
の形状比較を行った。また、萬川集海等に記載され
ている狼煙の材料「オオカミの糞、杉、ヒノキ、艾（蓬
も）
、松、KNO3ならびに硫黄」を取り上げた。こ
れらの材料から発生する煙についてOPM（オープ
ンパス計測法）によって半定量的な評価を行い、広
葉樹や一般の草木・雑木よりも煙の濃度が高いこと

を明らかにした。さらに、伊賀や松阪に現存する狼
煙台を起点にして “カシミール3D” を用いて見晴ら
し計算と可視化マップを作成し伊賀の鳥瞰図に重ね
た。その結果、伊賀市史や嬉野町史に漠然と記載さ
れている “狼煙のネットワーク” についてもその存
在を数学的示唆することができた。旧上野測候所の
視程データ解析からS12とS22の視程には大きな差
が無くメジアンで５〜７kmであり、朝（６時）には
霧に由来すると思われる妨害で視程が低く０kmに
しばしばなることも明らかにした。同所の風向・風
速データ（1961〜2014）の解析から、伊賀市の最多風
向はWあるいはNNEで、最多風速は２m/secである
ことがわかった。したがって伊賀で大規模な狼煙の
実施には厳しい制限もあることが明らかになった。

「伊賀風土FOODマーケット」説明会・交流会のご案内
平成26年3月から毎月第２日曜日、上野市駅前広場で「伊賀の食」を前面に出した【伊賀風土FOODマーケット】
を開催し、皆さまに喜んでいただいております。平成27年11月から、手づくり雑貨をメインとした【マーケット
ノトナリ】を駅前第２駐車場で同時開催いたします。駅前のマーケットとして、今後も皆様に楽しんで頂きたく、
説明会・交流会を開催いたしますので、マーケットにご興味のある方、今後ご出店をお考えの方は是非ご参加下
さい。
日 時 平成27年11月16日（月）19時30分から21時00分
場 所 ハイトピア伊賀3階 ホールA・B
内 容 伊賀風土FOODマーケット・マーケットノトナリ概要説明
主 催 伊賀市中心市街地活性化協議会・㈱まちづくり伊賀上野・ダーコラボラトリLLP
後 援 伊賀市・上野商工会議所・伊賀市商工会
問い合わせ ㈱まちづくり伊賀上野 TEL/FAX：050-5204-2828 Mail：migaueno@ict.ne.jp

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

11月・・・ 4日・20日
12月・・・ 2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
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解 説

マイナンバー

第５回

「10月から通知開始」

第１回から第４回まで、マイナンバー制度の法律

を収集する機会が来るのは、②の税分野における平

の概要について弁護士の影島博康氏から解説があり

成27年の年末調整でしょう（従業員から「平成28年

ました。第５回から第７回は、マイナンバー法の社

分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の回収

会保障関連を中心とした、注意点などを社会保険労

が行われるため）。

務士の視点から解説いたします。

利用目的はまとめて提示

外国籍も対象者

さて、マイナンバーを取得するときは、個人情報

マイナンバーは、今年の10月から住民票のある人

保護法に基づいて、利用目的を本人に通知または公

全員に付番され、住民票の住所地に世帯ごとにまと

表する必要と、本人から直接書面に記載されたマイ

めて、簡易書留で送られる通知カードによって通知

ナンバーを取得する場合は、あらかじめ本人に対し

されます。ここでご注意いただきたいのは、国籍は

てその利用目的を明示する必要があります。

関係ない点と、住民票の所在地に簡易書留で届く点

そうなると、②の税分野で集めたマイナンバーを

です。平成24年７月から、外国籍でも３カ月を超え

①の社会保障分野でそのまま使用すると、利用目的

て在留する中長期在留者には住民票が作成されるよ

が異なるため、利用目的の変更をしなければなりま

うになりましたので、この場合はマイナンバーの対

せん。しかし、それでは二度手間となってしまいます。
マイナンバー取得時に、複数の利用目的をまとめ

象となります。
また、
実際の住所と住民票の所在地が異なる場合、

て明示することが可能なので、最初に取得する時に

通知が届かないケースなどが考えられます。さらに、

雇用保険や健康保険の事務など、社内で利用する事

簡易書留は、１回目の配達日から７日以内に受け取

務を洗い出し、まとめて明示することによって効率

れない場合は差出人へ戻されてしまいますので、不

的に収集することができます。通知などは従業員に

在がちの場合は注意が必要です。今のうちに従業員

扶養されているご家族への通知も必要ですので、就

へのマイナンバーの受け取り方法の案内を始めてお

業規則への明記や社内LAN通知と併せて、利用目

きましょう。

的を記載した書類をご家族にも提示するなどの配

年末調整が収集の機会

慮が必要です。今年の年末調整のご案内とあわせ

次に、マイナンバーを利用する事務は厳しく制限

て、マイナンバーの利用目的の通知などを行いましょう。

されており、①社会保障、②税、③災害対策の３つ

（特定社会保険労務士・小林元子）

の分野のみとなっています。そのうち、①の社会保

マイナンバー利用開始時期

障分野で一般企業に関連する事務においてマイナン

平成27年10月付番

平成28年1月 平成29年1月
雇用保険・国民健康保険組合利用開始

バーを利用できるのは、健康保険・厚生年金保険・
国民年金・雇用保険などの法令で決められた手続と
なります。
マイナンバーの利用開始は原則平成28年１月から
ですが、健康保険・厚生年金保険などの社会保険に

健康保険・厚生年金
保険利用開始

マイナンバーの通知
平成27年10月〜12月

ついては１年遅れの平成29年１月から開始予定です

税分野利用開始

（国民健康保険組合は原則通り）。そうすると、一般
企業において、３分野のうち最も早くマイナンバー

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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会員 ひろば

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市緑ヶ丘南町4036-2
☎24-0543

八百屋 マツウラ
10月10日に移転しました。下友生から白鳳高校前に。八百屋は私で
四代目。後継をしたくないと思った時もありましたが、やっぱり八百
屋です。
三人の娘に恵まれて、家族全員で八百屋をしています。私は卸。長
女の婿といつも一緒です。次女は直販部。地元のお野菜と季節のこだ
わりをお届けします。三女はそのお野菜をふんだんに使ったお魚やお
肉料理の優しさをお届けします。また、11月２日に八百屋の２階にて
キッチン＆カフェ Yume icco（ゆめいっこ）をオープンします。
お野菜にしか取柄はありませんが、緑・赤・黄・紫・白等々、お野
菜の色と香りと味とそして旬をお楽しみください。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H27年９月末会員数

組織率

2,771件

1,498件

54.06%

上野商工会議所 新春講演会〜銀座から見る日本の未来〜
講 師 白坂 亜紀氏 銀座のママ（株）
白坂企画代表
と き 平成28年１月13日
（水）14：30〜16：30
ところ 上野商工会議所ホール

参加費
主 催

無料
上野商工会議所・商業部会
（公財）日本電信電話ユーザ協会三重支部

伊賀市プレミアム商品券完売いたしました！
第１次販売、及び第２次販売いたしましたプレミアム付商品券（発行総額６億６千万円・うちプレミアム
分１億１千万円：プレミア率20％）ですが、おかげ様を持ちまして全て完売致しました。当商品券は、取扱
店509店舗で、平成27年７月１日
（水）～平成27年12月31日
（木）の期間において使用が可能です。お使い忘れ
がございませんようご注意下さい。

第５回伊賀よりみち通信の販売について
伊賀よりみち通信は、伊賀の様々な観光資源をテーマとし、お中元やお歳暮などのギフ
トに同封する小型の伊賀市PRパンフレットとなっています。第５回となった今回の伊賀
よりみち通信は、
「旅人 松尾芭蕉」をテーマにし、芭蕉さんの紀行文紹介、芭蕉さんに
まつわる謎、そして句碑の一部と芭蕉さんにちなんだ和菓子やお酒を紹介しています。伊
賀よりみち通信は１部２円で販売していますので、伊賀市の情報発信にご協力いただけれ
ばと思います。お問い合わせや購入については、伊賀市観光戦略課までご連絡ください。
伊賀市産業振興部観光戦略課
〒518-0869 伊賀市上野中町2976番地の1 TEL：0595-22-9670 FAX：0595-22-9695 E-mail：kakou@city.iga.lg.jp
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商工会議所福祉制度
キャンペーンのお知らせ
会員の皆様の福祉厚生制度及び
退職慰労金準備の充実を図って頂
くことを目的として、「福祉制度
キャンペーン」を９月15日～ 11
月30日に実施しております。
『商工会議所福祉制度』は、経
営者・役員の皆様の補償や退職金
準備の他、入院・介護・老後に備
えた様々な保証ニーズにお応えす
るものです。
商工会議所職員とアクサ生命保
険
（株）
の担当社員がお伺いした際
にはよろしくお願い申し上げま
す。

< 生命共済制度 > 配当金のお支払いについて
平成26年度の生命共済制度の配当金が確定致しました。毎年７月１日
を基準日として１年ごとに収支計算を行い、下記の配当金を会員事業所
様に還元いたしました。ありがとうございました。
◎平成26年度利益配当金額（平成26年７月１日～平成27年６月30日）
保 険 年 齢
月額掛金
配 当 金
15歳～ 60歳男女
１，４８０円
５，６０１円
61歳～ 65歳男性
２，７３０円
１４，１３９円
61歳～ 65歳女性
１，８７１円
８，２７１円
66歳～ 70歳男性
３，７０８円
２０，８１９円
66歳～ 70歳女性
２，２７２円
１１，０１１円
※Ａコース

普通死亡保険金100万円当り

毎月保険料を引き落としさせていただいております貴指定口座へ10月
末にお振込させていただきました。
この生命共済制度は、会員事業所様のみご加入いただける制度です。
今後共、より多くの事業所様にご加入いただけますよう共済制度の充実
を図ってまいります。

四日市支社 津営業所 上野分室 〒518-0873 伊賀市上野丸之内500 TEL 0595-24-1724

後期分会費納入のお願い
会員の皆様方には、当所の事業運営に格別のご協
力を賜り厚くお礼申し上げます。
平成27年度後期分会費、及び特定商工業者負担金
の納入について、口座振替を利用されている事業所
様には、ご登録の金融機関より12月10日（木）に引き

落としをさせていただきます。それ以外の事業所様
は11月中旬より納付書振込用紙を送付させていただ
きますので、期限までに納付下さいます様よろしく
お願いいたします。

上野商工会議所ニュース
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平成27年度会員募集キャンペーン

平成28年３月まで

新会員をご紹介ください！

上野商工会議所は、地域産業の振興と中小企業の経営支援に取り組んでおり、地域経済の基盤整備と発展のた
めには、さらなる組織力の強化が必要となります。
皆様方のお取引先やお知り合いに、まだ加入されていない事業所様がございましたら、是非ご紹介を賜ります
よう御協力の程よろしくお願い申し上げます。
【年会費】
個人 9,000 円から 法人 12,000 円から
～会員メリット～
・困ったときに経営相談を受けられます。
・金融・税務・労務あらゆる経営に関する相談に無料で応じます。
・会社のセミナー・イベントなどで貸し会議室・ホール使用の場合は会員価格でご利用いただけます。
・労働保険事務の委託をお受けします。
・交流の場が広がり、ビジネスチャンスが生まれます！
問合せ先 総務課 TEL 21-0527
30 29 27 25

24 22 18

17 15 12 11

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
平成27年9月10日〜10月10日集計

①
②
③
④
⑤

提供 宮脇書店 上野店

人間の分際
（幻冬舎）

火花
（文藝春秋）

新しい道徳「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜか
（幻冬舎）

海から何かがやってくる 薬師寺涼子の怪奇事件簿
（祥伝社）

だから、生きる。
（新潮社）
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今月のおすすめの１冊
「聞くだけで自律神経が整うCDブック」
アスコム
自律神経のバランスは、私たちが元気で健康に生活
するためにとても大切なことです。でも、私たちはそ
の大切さに気づいていません。そんな私たちにおスス
メなのが、
「音楽」を聞くこと。このCDの音楽を聞
けば、誰でも、いつでも、簡単に自律神経を整えるこ
とができます。このCDを聞いて、元気で健康な毎日
を送りましょう。
著者の小林弘幸さんは順天堂大学医学部の教授で
す。自律神経研究の第一人者として、プロスポーツ選
手、アーティスト、文化人へのコンディショニング、
パフォーマンス向上指導にかかわっておられます。
そんな、自律神経の名医が開発したCDでみなさん
も癒されてみてはいかがでしょうか。
「自律神経の名医がつくった ぐっすり眠るためのCD
ブック」
・
「心を整える 高野山のお経CDブック」他
シリーズも充実しております。

（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

月主な事務局行事

35

39

11

10

・

19

月
１日・簿記対策講座
２日・県下専務理事会議（津）
・逸品フェアＰＪ・逸品研究会
４日・第 回東海ブロック大会伊賀上野大会実行
委員会
５日・正副会頭会議
６日・会員サービス委員会
・女性会親睦旅行（大阪）
９日・第３回まちゼミ勉強会
・サービス部会視察研修（滋賀県）
・小規模企業振興委員視察研修（高野山）
・簿記対策講座
日・青年部三役会・例会
・平成 年度第１回事務局長会議
・三重県商工会議所連合会職員研修会
・商業部会視察研修（伊勢・鳥羽）
日・伊賀の企業 ＂知っ得セミナー＂
日・常議員会議
日・第１４１回日商簿記検定試験
日・正副会頭会議
・青年部三役会・役員会
日・工業部会セミナー
日・ 第 回福祉住環境コーディネーター検定試験
日・部会長会議
・異業種交流懇談会
・女性会役員会
・女性会若手後継者育成事業
・第４回まちゼミ勉強会
日・工業部会中堅社員研修会
（ゆめテクノ伊賀）
日・ＰＯＰセミナー
日・第 回カラーコーディネーター検定試験
日・県下専務理事会議（津）

月
１日・工業部会役員会・忘年会
８日・第５回まちゼミ勉強会
日・正副会頭会議
日・第 回エコ検定試験
日・県下専務理事会議（津）
日・異業種交流懇談会
日・女性会フラワーアレンジメント
・御用納め
12
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