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「2016年新年賀詞交歓会」盛大に開催

木津会頭

新年挨拶の様子

伊賀酒で乾杯

上野商工会議所の新年賀詞交歓会を１月５日
（火）、上野フレックスホテルで開催し、地元経営者や市議会議員
他185人の出席がありました。
ピアノ・フルート演奏でのオープニングセレモニーに続き、地元の政財界関係者、当所役員・議員をはじめ会
員事業所の皆様とともに新年を祝いました。
木津会頭は、伊賀市から他府県転出による人口減少に言及し、伊賀市の「伊賀市まち・ひと・しごと創生」と
並行して、開発力高く元気な中小企業の本社機能を中心市街地周辺に５、６社誘致し、若者の定着率の高い地域
にするため若い男女の出会いの場の拡大促進、女性社員の職場環境の改善、学生の職業訓練や地元企業のPR活
動の一層の充実、農村部と中心市街地を結ぶ交通バスシステムの充実、中心市街地の活性化、まちなか駐車場の
整備促進などについて提言し、官民協力し、経済力強く、働きやすい元気な伊賀をめざしたいと理解と協力を呼
びかけました。
岡本栄市長も人口減少問題に触れ、
「皆さんのお力を借りながら、骨太の未来を生きる地域にしないといけない、
若い人たちの経済基盤や安心して子どもを産み育てられる地域を皆さんとつくっていきたい」などと述べました。
引き続き、森野真治県会議員からご祝辞をいただき、中岡久徳議長の発声により伊賀酒で乾杯し祝宴に入りま
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が
開催されました。

185名が集う会場の様子

和やかに新年の挨拶を交わす皆さん

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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「伊賀ブランド」認定証授与式
去る１月25日（月）、上野商工会議所３階ホールにて、平成27年度伊賀ブランド認定
証授与式が開催されました。
伊賀ブランド推進協議会では、伊賀の風土と暮らしが育み、伊賀の匠の知恵と技が結
集した優良な伊賀産品と、その生産又は製造等に携わる事業者様を伊賀ブランド「Ｉ
ＧＡＭＯＮＯ」として認定し、販路の拡大を図るため、昨年11月に募集を行ったとこ
ろ、26事業者から38産品の応募をいただきました。
これらの応募商品につきまして、７名の委員で組織された「伊賀ブランド認定委員
会」へ審査を委ね１月７日に委員会を開催し、厳しい審査の結果、下記の25名の認定事業者と、35の認定品が今
年度の伊賀ブランド「ＩＧＡＭＯＮＯ」として選定されました。

木津会頭より認定証を手渡される

認定事業所のみなさん

伊賀ブランド認定品（申請順）
事

業

所

名

商

品

名

事

業

所

名

商

品

名

長谷製陶 株式会社

伊賀焼 炊飯土鍋「かまどさん」、伊賀焼 燻製土鍋「いぶしぎん」 桃青庵ふじさき

丁稚ようかん

株式会社 紅梅屋

竹のふし、さまざま桜

小澤製菓 有限会社

忍者かたやき

伊賀越 株式会社

天然醸造醤油、伊賀越漬

社会福祉法人維雅幸育会 ふっくりあモォンマール 伊賀の飛猿

養肝漬宮崎屋 株式会社

養肝漬 二年熟成、養肝漬ドレッシング 株式会社 大田酒造

伊賀有機農業推進協議会

伊賀の有機野菜（葉菜類）

株式会社 桔梗屋織居

小豆憧風、伊賀焼土鍋カステラ

農事組合法人 白鳳梨生産組合

白鳳梨

鎌田製菓

かたやき

末廣寿司

忍者ちらし

有限会社 伊勢屋食品

伊賀o豆 もめん豆腐

つばや菓子舗

背黒餅、猿蓑もなか

モモの手づくりパン工房

和テイスト

純米大吟醸 半蔵 神の穂、半蔵の梅酒

五香のパオン

一般社団法人 大山田農林業公社 伊賀産菜種油「七の花」エクストラバージン 有限会社 魚定

忍者の携帯食「兵粮丸」

株式会社 伊賀の里モクモク手づくりファーム モクモクさちのかいちごジャム、「鞆田２号」の「いちばん濃いとうふ」 株式会社 菊野商店

くのいちるびぃ、伊賀忍者 純米吟醸

伊賀米振興協議会

組紐工房 廣澤徳三郎

帯締め、組紐ネクタイ

伊賀米コシヒカリ

伊賀流忍者店

忍者衣装伊賀version ９点セット 伊賀産肉牛生産振興協議会

株式会社 賀門

花咲かりん

伊賀牛

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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新春講演会「銀座から見る日本の未来」開催
平成28年１月13日
（火）、新春講演会を開催し、銀
座のクラブ「稲葉」のママ、㈱白坂企画代表 白坂亜
紀氏をお招きして講演会を開催し、約100名の方にご
出席いただきました。銀座から、おもてなしの文化を
大切に、
女子力を育て日本人の感性とモノづくり技術、
おもてなしを世界に発信しているお話に深く感銘を受
けました。講演の概要をお伝えします。
銀座の超一流クラブは、政財界のトップクラスの人
たちをはじめとして、名だたる文豪や芸術家が足を運
び、
グラスを傾けながらその時代の物語を綴っている。
「銀座のホステスからママになるのは一万人に一人」
というほどに大変なことであり、一流の名店となるの
には相当な運と努力が求められている。厳しい環境に
ありながらも、銀座のクラブとしての一流の品位を守
り、もてなしの文化を大切にして、日本の元気を銀座
から発信するという志をもって幅広い活動を展開して
いる。
銀座クラブの役割…様々な視点からの社会的役割がある
第一は、ビジネスの延長にある接待のサポートをす
る場。クラブは「第二秘書室」仕事上の秘密は守られ、
円滑なコミュニケーションの場としての機能を果たし
ているという
第二は、ホームパーティーを演出する場。ママもホ
ステスも家族として、お客さまが大切にしている人た
ちをもてなして喜んでいただく
第三は、
癒しの場。心身の疲れを癒して、元気になっ
てもらえるように、自信と誇りを取り戻すことのでき
る場。
第四は、情報発信の場。クラブで過ごす時間は、時
代の最先端をつくる情報や流行などを知ることができる。
「女子力」の磨き方
女子力をもった魅力的な女性を銀座のクラブで育て
ている。外面だけでなく内面から浮き出る美しさが基
本。
多くの男性諸氏が銀座のクラブで過ごす魅力とは、
まずは綺麗な女性にもてなしを受けること。
ポイント１：女性の魅力は「笑顔」にある
それほど美人でなくても笑顔の美しい女性は、人の
心を素直にさせる力がある。
ポイント２：聞き上手
会話が途切れることなく、気持ちよくおしゃべりを
してもらう。そのためには最低限の知識と情報を必要
とする。知識や情報をひけらかすのではなく、聞き上
手になるために必要な話題や情報を仕入れることが大
切。そして聞き上手な女性は、一流のお客さまのもっ
ている人格にふれることができ、自然に幅広い、豊か
な人間性が育っていく。
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ポイント３：マイナスな発言は
しない
会話の中で、
「○○はダメだっ
た。まったくつまらない」など
のマイナスの発言は絶対にしな
いこと。ネガティブな話は決し
て愉快なものではないので、極
力避けなければならない。
ポイント４：褒め上手になる
銀座のママ 白坂亜紀氏
人をよく観て褒めるのは大切な「女子力」となる。
人を褒めるときには具体的でなければならない。お世
辞になったりしないで、真実を表現することが大切で
あるという。真に褒めるためには、その人への関心を
示すことが「褒め上手」
ポイント５：褒められ上手になる
お客さまから褒めてもらったときには、否定をしな
いで「感謝」し、素直に喜びを表現すること。
ポイント６：よく覚える
お客さまのことを知るために、いろいろとお話を伺
うとき、大切なことを覚えておく。二回目、三回目の
ときに関連する話が出てきたとき、すかさず覚えてい
たことを言葉にして伝える
ポイント７：相手のことを思いやる
女子力として何よりも大切なのは「思いやり」の心
であるという。思いやりのある言葉、思いやりのある
行動、その心遣いが人間として、女性として大切にし
なければならない。
「デキる男」の条件とは？
白坂ママが銀座を訪れる男性たちをみて、「デキる
男」の共通点をいくつか紹介。
１）早寝・早起き
明け方まで飲むことはしない。時間を守り、朝早く
仕事に取りかかる男性。とにかく早寝・早起きをして、
病気にならず、健康を維持しながら、いい仕事をする
というのは「デキる男」の第一条件
２）ＮＯと言わない
若い頃は、任された仕事を一生懸命にやり抜くこと。
３）弱い者いじめをしない
自分が出世しても、いばらずに、思いやりを持って
人に接することができる。
４）変わらない
相手が誰であっても態度を変えない男性。
５）苦境に強い
左遷されてもくさらず、自分の為すべきことを為す
という態度がとれる男性。現在を受け容れて、次の手
を考え出すことができるかどうか。
６）変化対応力がある
変化に対する決断が早い。時代の変化に応じてその
本質を把握して迅速に対応できる能力を持っていること。

銀座の未来づくり
銀座には独特の「銀座フィルター」があり、急激な
社会的変化が起こっても、銀座に出てくるお店にはや
がて銀座らしさが現れてくる。伝統ある銀座の文化は
日本にとっても大切なもので、
「銀座を守ろう！」と
いう機運が高まっている。
そのなかでも『銀座ミツバチプロジェクト』の注目
度は高く、銀座にミツバチが飛び、その範囲は皇居、
浜離宮、日比谷公園におよび、また街路樹にも蜜源が
ある。この蜂蜜は銀座の飲食店で消費されるようにな
り、銀座に新しい生態系とその環境ができつつある。
＜銀座ミツバチプロジェクト＞
白坂ママは銀座社交料飲協会の理事であり、緑化部
長として「銀座里山計画」を推進。交通事故ゼロを訴
えてエコカーを銀座に走らせ、銀座に路面電車の復活
や水辺のまちにすること、日本橋を覆う高速道路を地
下に走らせ、
日本橋がお江戸のシンボルとなるように、

江戸城を再建することの提案をしている。飲食業界か
らは銀座が食材の確保にあたって食の安全、農家との
提携によるブランド化といった提案を仕掛けている。
『銀座』のまちづくりと未来づくりのために、グラ
ウンド・デザインをしながら、この銀座にあるクラブ
の存在意義を明確にすることによって、永く銀座クラ
ブの文化を守ってゆくことができるという視点に立っ
ているのが白坂ママの強い思いである。
日本の感性とものづくり技術とおもてなしは、世界
に誇るべきものである。そこで「銀座なでしこ会」を
設立し、講師に参議院議員中山恭子氏を招き、世界に
誇るべき日本人の精神を訴えた。これからの夢は「銀
座なでしこ会」と共に「銀座大学」構想を展開し、日
本の美しさや素晴らしさを銀座から発信することであ
る。これからまた銀座の新しい伝説が始まろうとして
いる。その中心には白坂ママに代表される銀座の「女
王蜂」の活躍があることは間違いがない。

2015年全国そろばんコンクール H27年12月20日㈰
上野商工会議所３階ホールにおいてそろばんコン
クールを実施。小学1年生から一般の方まで69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。
今回の最高得点者は、久米小学校３年生 髙岡琉翔
さん（小学校４年生以下の部）と霊峰中学校１年 福
永沙梨菜さんでした。おめでとうございます。
～各部門金賞のみなさん～
☆小学校１年生以下の部 西村
☆小学校２年生の部
相澤
☆小学校３年生の部
髙岡
☆小学校４年生の部
髙岡

聡旭
勇汰
琉翔
詩音

各部門金賞のみなさん

☆小学校５年生の部
☆小学校６年生の部
☆中学生・一般の部

食品工業部会 『部会員事業所見学会＆新年会』開催
食品工業部会会員事業所の伊賀越㈱ゆめが丘工場の
工場見学会を実施致しました。
まず初めに代表取締役会長である本城髙様より、会

天然蔵の仕込蔵

福永
藤村
福永

有彩
尚生
沙梨菜

H27年12月17日㈭

社の経緯や思いをお聞かせいただき、続いて天然醸造
のしょうゆ、玉みそ、伊賀特産の伊賀越漬などの製
造行程をスクリーンビデオにて学ばせていただきました。
その後、実際に天然蔵の仕込蔵や製品ができるまで
のライン等を見学させていただきました。同じ食品製
造業者として参加者からは活発な質問も出ましたが、
とても親切丁寧にご説明いただき、気持ちよく見学す
ることができました。また、見学終了後には製造直販
のおみやげまでいただき、当日は参加者一同、同じ食
品製造業者として取り組むべき問題や課題について参
考となる事が多々あり、たいへん有意義な見学会とな
りました。
その後、伊くまさんで新年会を開催させていただき、
部会員間の親睦を深める意味でも非常に有意義な一日
となりました。
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会議所の動き
女性会だより 女性会伊賀市へ寄付

H27年11月30日㈪

会長と副会長２名が伊賀市の岡本栄市長の元へ子育
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の３万円を寄付しました。
今年で12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、岡本市長から「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いただく」
との言葉をいただきました。寄付金で伊賀市こども家
庭課の窓口に来られた親子の為のおもちゃ等を購入す
るとの事です。

岡本市長に寄付を渡す正副会長

フラワーアレンジメント講習会開催 H27年12月28日㈪

フラワーアレンジメント講習会の様子

女性会親睦事業「お正月のフラワーアレンジメント
講習会」を行いました。年末のお忙しい中、ご参加い
ただき、厚くお礼申しあげます。

約10年前にレッスンを行って以来、久しぶりのフラ
ワー講習会と言う事もあり、懐かしい思い出を語りな
がらレッスンがスタート。
冬ごもりレッスンでは、10年前とは言え、作った事
がある方は、「そうそうこうするんだった！」と講師
の想像以上に、早く作り上げて下さいました。
お正月アレンジは、大人と一緒に小学生のご参加も
あり、「難しい」と言いながらも、集中してアレンジ
を作って下さる姿が印象的でした。皆さん、「一足早
くお正月が来たようだ」と、自分の出来上がった作品
に満足されていました。
講師の手が足りず、行き届かないところが多かった
のですが、皆様がそれぞれ教え合って下さったお陰で、
講習会も無事に終えることができました。
親睦委員会 副委員長 佐藤直美

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67名の参加で開催致しました。
今年は、ご来賓に伊賀市から岡本市長様、中岡市議
会議長様、木津会頭、石橋副会頭、堀川副会頭、藤室
青年部OB会長はじめ青年部OBの方々をお迎えしま
した。
また昨年９月４、５日に盛大に開催いたしました、
平成27年度東海ブロック大会の報告を山森大会会長、
松本実行委員長が出席の皆様にさせて頂きました。ま
た次年度は役員改選時期にあたり、松本次年度会長率
いる新役員のご紹介もさせて頂きました。
時間の制限も有り短い歓談ではありましたが、ご来
賓及びOBの先輩方と楽しい時間を過ごせることがで
き、また大変勉強になるお話も聞かせて頂きまして、
とても有意義な時間を過ごさせて頂く事ができました。
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。
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H28年1月15日㈮

次年度役員紹介

お役に立ちます！中小企業相談所

相談はいつでもどこでも…

商工会議所サービス情報！
！
一読を

ぜひご

税

労

務

務

経

営

労働保険事務組合加入のご案内

こんなことはありませんか？
労働保険の事務手続きがわからない…

厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務
組合が、事業主に代わって労働保険料の納

労働保険の年度更新がむずかしい…
事業主も労災保険に入りたい…

付や従業員の雇用保険の届出等、わずらわ
しい事務代行をいたします。

労働保険とは・・・
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉で政府が管掌する強制労働保険です。
労働者を一人でも雇用していれば、労働保険の適用事業所となり、事業主は加入の手続きを
して労働保険料を納付しなければなりません。
事務委託によるメリットは？
労働保険料は３回に分割納付が可能
労災保険に事業主や家族従業者も特別加入ができる
お問合せ

上野商工会議所労働保険事務組合

事務委託料は？
6,480 円〜
従業員数により異なりますので
お問い合わせください。

TEL 21-0527

法人決算・申告実務研修会の日程
日
場

時
所

内

容

講

師

受講料

主

共

催

催

３月３日
（木） 13：30 ～ 15：00（予定）
伊賀市上野丸之内500
ハイトピア伊賀３階 ホールB
「わかりやすい会社の決算・申告の実務」
について
上野税務署
法人課税部門 上席国税調査官
法人会員・上野商工会議所名張商工会議
所会員（無料）
・その他は、2000円（事
前申し込みが必要）
一般社団法人伊賀法人会
伊賀市上野丸之内500 ハイトピア３階
電話 24-5774
FAX 24-5796
上野商工会議所・名張商工会議所

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

新設法人説明会の日程
日

時

３月16日（水） 13：30 ～ 15：00（予定）

場

所

伊賀市上野丸之内500
ハイトピア伊賀３階

ホール

内

容 「新設法人のための税金」について

講

師

上野税務署
法人課税部門

受講料

無

主

上野税務署

催

上席国税調査官

料

伊賀市緑ケ丘本町1680
後

援

電話 21-0950

一般社団法人伊賀法人会
伊賀市上野丸之内500
電話 24-5774

ハイトピア３階

FAX 24-5796

三重県伊賀市小田町743-2
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年男

１．本

１．宮

城

髙

嵜 慶 一

にきく

申

２．昭和19年11月11日
３．伊賀越㈱ 代表取締役会長
４．ゴルフが趣味と心、身共の健康薬です
５．社長を退いている立場で会社の役に立ち
たい
６．今迄に感謝し、今に謙虚でこれからも努
力する
７．オンリーワンの「忍者」と「芭蕉」です。
８．京セラの稲盛和夫氏

２．昭和31年4月10日
３．漬物製造販売
４．趣味：自動車・鉄道模型・映画・演劇鑑賞・読書etc.
健康法：多用途に対応出来る心と体づくり
５．定年のない自営業者にとって60歳とい
う区切りを刺激としたい
６．矜持
７．城下町とその文化
８．ジャンルと立場において複数います。

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

２．昭和43年10月31日
３．忍者関連商品の小売・卸売
４．知ら無い土地に出向く事
５．忍者活動をより精力的に行う
６．おごれる者久しからず
１．福

１．奥

永 真 司

谷 和 久

室 伸 一

８．地位や名誉があっても偉そうにしない人

２．昭和43年12月28日
３．繊維製造販売
４．趣味：テニス・歴史
健康法：スクワット ヨーグルト
５．健康第一に仕事に励む
６．為せばなる為さねば成らぬ何事も成らぬ
は人の為さぬなりけり
７．歴史遺産・食物・水
８．上杉鷹山

２．昭和31年11月19日

２．昭和55年10月10日

３．石油製品販売・醤油製造販売

３．警備業

４．趣味：スポーツ・旅行

４．趣味：読書

健康法：運動・快食・快眠

１．藤

７．地域資源の豊富さ

健康法：自らに正直に生きること

５．健康第一

５．1日3プレ（プレゼンテーション）

６．信頼・協調

６．毎日やっていることが、未来になる

７．大阪・名古屋の中間、自然と歴史
８．松下幸之助

１．中

島 正 喜

７．歴史・文化等の観光資源
８．尊敬する人物

勤勉な方

伊賀連携フィールド2015年度
平成27年11月市民講座「上野城築城と城下町」 H27年11月14日㈯
「上野城築城と城下町」要旨

福井 健二
徳川家康は豊臣秀頼との戦いを予期して大坂城を
包囲する大名配置を行い、外様ながら信任の厚い藤
堂高虎を伊賀一国10万石、伊勢で10万石、伊予で
２万石を与えて、慶長13年（1608）に上野へ移封を
命じた。 慶長16年（1611）
、上野城の大改修に着
手し、西側には高さ15間の高石垣を築いて大坂方に
備えた。
城下町は本町筋・二之町筋・三之町筋と東竪町・
中之竪町・西之竪町を交差させ碁盤状の町割を行
い、上野から津に通ずる伊賀街道を整備した。これ
は将来に備えた物資の流通を考慮したものである。
慶長19年（1614）
、伊賀に代々住む郷士から、忍
びに長けた者10名を「忍びの衆」として採用、城下
に屋敷を与えて忍町とした。10名の忍びの衆は在郷
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には堀や土塁が巡る中世の城や館を持っていたの
で、間諜や忍びの役を果たせたのであろうかと疑問
を持つ。江戸初期の無足人阿波氏は被官（下人）20
名を抱えており、江戸後期の主だった無足人は多い
者で10名、少ない者でも２、３名の下人を抱えてい
たので、実際の忍びの活動はこれらの下人が行った
のであろう。
正保２年（1645）に、忍びの衆は聞こえが悪いの
で伊賀者と呼ぶことになった。慶安４年（1651）に
は伊賀者は20名に増え、忍町には６軒の伊賀者屋敷
がみえる。
元禄頃から伊賀者屋敷は見えず、享保２年（1717）
には伊賀者は16名に減じられ加判奉行の役宅に詰
め、安永５年（1776）以降は普請奉行の役宅に詰め、
御殿の警護や武士の監視、町民、農人の情報をも監
視することとなる。

解 説

マイナンバー

最終回

漏えい防止へ体制整備を

「安全管理は事業者の責務」

マイナンバーをできるだけ速やかに焼却・溶解・

最終回は安全管理措置について解説いたします。

シュレッダーなどで復元できないように削除あるい

特定個人情報の取り扱いについて、特定個人情報

は廃棄し、その記録を保存します。また、委託する

保護委員会が示したガイドラインがあります。これ

場合は証明書などにより削除あるいは廃棄を確認し

による事業者が講ずべき安全管理措置の内容とし

ます。

て、次の７つが示されています。

６．技術的安全管理措置

１．基本方針の策定
策定は義務ではありませんが、考え方の根幹をな

情報システムを使用する場合、アクセス権を担当
者に限定します。また、アクセスできるファイルの

す部分ですので策定いただくと良いでしょう。

範囲をアクセス制御します。その際、担当者のアク

２．取扱規程など

セス権の有無については、ユーザーＩＤ、パスワー

従業員数100人超の規模の事業所は策定しなけれ

ドなどを使い、アクセス者の識別と認証を行います。

ばなりません。マイナンバーの①取得、②利用、③

そして、ファイアウオールなどの設置や定期的なロ

保存、④提供、⑤削除・廃棄の５段階について、取

グ管理や分析を行い必要な対策をします。

扱方法、責任者、事務取扱担当者（以下担当者）の

さらに、インターネットなどの使用は通信経路を

任務などについて規定します。

暗号化することや、情報システム内の特定個人情報

３．組織的安全管理措置

などのデータの暗号化や、パスワード設定をするな

責任者や担当者の役割、特定個人情報などの範囲、

どして情報漏えいなどの防止をします。

情報漏えいなどの報告連絡体制などの組織体制を整
備します。その上で、取扱規程などに基づく運用と、

委託先への監督も必要

その状況確認の手段を整備し、万が一の情報漏えい

７．委託先における安全管理措置

などの事案に対応する体制の整備をします。また、

「委託元」が、「委託先」に対して「必要かつ適切

定期的な見直しを行います。

な監督」を行わなかった結果、漏えいなどが発生し

４．人的安全管理措置

た場合、番号法違反と判断される可能性があります。

担当者の監督と教育を行います。そのため就業規

「必要かつ適切な監督」とは、①委託先の適切な

則などに研修や特定個人情報などの秘密保持に関す

選定（自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置

る事項を盛り込みます。

が講じられるか否かあらかじめ確認するなど）、②

５．物理的安全管理措置

委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契

事業所内の特定個人情報ファイル（以下ファイル）

約の締結（秘密保持義務、目的外利用の禁止、再委

のシステムを管理する「管理区域」と、特定個人情

託の条件、従業者への監督・教育など）、③委託先

報の事務を実施する区域「取扱区域」を明確にしま

における特定個人情報の取扱状況の把握、が含まれ

す。その上で、
「管理区域」への入退室管理、機器

ます。

などの持ち込み制限や、
「取扱区域」に間仕切りな

以上のように、規定類や契約書などを作成しなけ

どを設置し、担当者以外の者が容易に特定個人情報

ればなりません。特に「就業規則」については、利

に接することがない座席配置などをして区域を管理

用目的の明示、本人確認のための書類などの提出時

します。

期や義務、担当者の教育や監督、研修受講の義務、

また、取り扱うパソコン、USBメモリーや書類な
どは、施錠できるキャビネットに保管するなどして

秘密保持、情報漏えいなどの防止や懲戒などを規定
する必要があるでしょう。

盗難や紛失などを防止します。電子媒体などを持ち

なお、就業規則の変更は常時10人以上の労働者を

出す場合は、データの暗号化、パスワードの設定、施

使用している事業所は、労働者の意見書を添えて、

錠可能なケースやかばんに入れるなどの対策をします。

労働基準監督署長に届け出なければなりませんの

そして、個人番号関係事務を行う必要がなくなっ
た場合で、
法令の保存期間などを経過した場合には、

で、ご注意の上、早目の対応が必要です。
（特定社会保険労務士・小林元子）
上野商工会議所ニュース
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会員 ひろば
いちご狩り農園

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

きらめきファーム

伊賀市桂1530

☎39-0035 FAX39-0041
HP http://kiramekifarm.jp

当農園は2013年９月に開業し今年で４年目になり
ます。
１月から５月末日までいちご狩りを開催させてい
ただいており、摘みたてのいちごをその場で食べて
いただくことができます。
品種はあきひめ、かおりの、紅ほっぺ、の３種類
のいちごを食べ比べることができ、それぞれ違った
味を堪能することができます。
伊賀市桂という山の合間の自然環境が昼と夜の温
度差を作り、いちごの栽培する環境にとても適して
います。
ぜひ摘みたてのいちごを楽しみにご来園ください。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H27年12月末会員数

組織率

2,771件

1,488件

53.70%

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
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全

28 講座

健

康

つくる

学

ぶ

食べる

受講料無料!!
お申込みは各店へ!!
受付始まってます!!

店

名

内

容

足はたいせつ！小さな町のくつの助っ人
● ㈱ウヲジスポーツ
❶
❷ 森下ふとん店 マニステージ伊賀 ぐっすり眠れる！話題のマットレス体験
●
お家で簡単に冷え・むくみ対策講座
❸-1
●
（
『刺さないはり』
体験時間あり）
アキュラ鍼灸治療室
お家でできる簡単美肌ケア講座
❸-2
●
（
『刺さないはり』
体験時間あり）
コーヒーショップ
ミネラル水の魅力教えます
シルクハッ
ト
❹-1
●
ウォーキングを少し変えれば健康ダイエットに
❹-2 テーラーモリニシ
●
腰痛をやわらげる眠りとおやすみ前のリラックス
❺-1
●
寝具の店 糸 源
ダニくんとさようなら アレルギーの原因ダニを知ろう
❺-2
●
血液検査してますか？ 働く人の薬局でできる血液検査
❻-1
●
ハヤシ薬局
目がぁ！目がぁぁ！
！オタクのためのアイケア講座
❻-2
●
❼ 薬局ヘルスショップ としみ 薬食同源…病のもとは五臓の乱れにあり！
●
あなた専用のマイ枕！オーダー枕体験
❽-1
●
榎ふとん店
羽毛ふとんを、快適で長持ちさせる方法を教えます。
❽-2
●
喫茶
・
軽食
ご家庭で出来る美味しいコーヒー講座
シャコンヌ
❾
●
お祝いの作法と水引結び体験
紅屋結納店
❿
●
季節の和菓子の実演と体験
⓫-1 ㈱紅梅屋
●
着物の知恵袋
（着付けからメイクまで）
⓫-2 ㈱紅梅屋
●
万能だし醤油と大根の漬物講習
⓫-3 ㈱紅梅屋
●
名刺・お作りになるその前に
⓬ 岡本誠美堂印刷
●
知って得する楽しく学ぶ電気の講座♪
⓭ 有限会社 西尾デンキ
●
地酒 飲みくらべ
⓮ 酒の関所 なべ重
●
お茶のおいしい淹れ方講座
⓯ むらい萬香園
●
素肌いきいき お顔のマッサージレッスン
⓰ ポーラ上野営業所
●
はじめての終活
⓱ 平安会館 伊賀斎奉閣
●
⓲ ステーキハウス グラツィエ 牛・豚こまでミルフィーユハンバーグ作り
●
初めての人でも簡単！手づくり時短パン！
！
⓳-1
●
モモの手づくりパン工房
ペアで協力しあって作る楽しいパン！
！
⓳-2
●
玄米の美味しい食べ方
⓴ 咲花（さな）
●

申し込み電話番号

21‑4900
21‑0135
44‑6644
23‑1129
21‑0434
21‑0884
23‑5075
21‑3886
080‑3620‑2299
21‑1481
21‑0028
21‑3784
21‑3372
21‑0263
21‑1173
23‑0593
24‑9999
51‑0783
21‑4310
24‑0815

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・・・ 3日・19日
3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
上野商工会議所ニュース
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美メイク ホノ字ニ

男ゴコロ 女ゴコロ

トキメク

春 が 来 た ！ 婚 活 パ ー ティー
★恋の HAPPY 大作戦★

〜メイクをしてパーティーに出よう〜

日

時

平成28年３月６日
（日） 16：00 〜 20：00

会

場

上野フレックスホテル

対 象 者

伊賀市に関心をもつ独身男女25歳〜 45歳位

参 加 費

男性 7,000円

申込締切

平成28年２月22日
（月）

女性 3,000円

※申し込み多数の場合は抽選となります。
募集人数

60名（男・女

当日の予定

各30名）

男性：心のメイクセミナー

主

催

上野商工会議所

女性：無料プロメイク体験

後

援

伊賀市・ゆめぽりす伊賀立地企業連絡会

対面・自己ＰＲ

申 込 先

ゲーム

17 16 16

21

17

28

26 25 23
26

22 21 19 19

11

20

35

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
平成27年12月10日〜28年1月10日集計 提供 宮脇書店 上野店

①
②
③
④
⑤

カレンダー 日めくり ほめくり、修造！
（PHP研究所）

火花
（文藝春秋）

人間は死んでもまた生き続ける
（幻冬舎）

パピヨンルージュと嵐の星
（中央公論新社）

置かれた場所で咲きなさい
（文藝春秋）
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17 16 14

77

12 11 10
12

14

44
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今月のおすすめの１冊
「超訳ブッダの言葉」
㈱ディスカヴァー・トゥエンティワン
25万部突破のベストセラーがお求めやすいエッセン
シャル版として装いも新たに発売されました。
心のトレーニングメソッドとしての仏道を語って多くの読
者から支持されている気鋭の青年僧・小池龍之介が、ブッ
ダの言葉を経典から選び出し、超訳を施しました。
驚くほどわかりやすく心に染み込んでくる言葉の数々は、
あるときは心を静め、あるときは凛々とした勇気を吹き込
んでくれることでしょう。
「君を嫌っている敵が君に対してする酷い仕打ち、そんな
ものは大したことじゃない。君を憎む人が君に対してする
執拗な嫌がらせ、そんなものは大したことじゃない。怒り
に歪んだ君の心は、それよりもはるかに酷いダメージを君
自身に与えるのだから。
日々の生活に疲れ、何気に癒しを求めている方に是非と
も手にして頂きたい一冊となっております。

（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

２・３ 月 主 な 事 務 局 行 事

28 26 25 22 20 18

上野商工会議所（Tel:21-0527）

２月
１日・第２回伊賀上野まちゼミ～３／ まで開催
２日・上野天神祭地域振興運営委員会
・ 伊賀市商工会正副会長と正副会頭との懇談会
３日・逸品個別ヒアリング・逸品セミナー
・２級簿記対策講座
４日・逸品個別ヒアリング
５日・第 回三重大学産学官連携セミナー
７日・伊賀学検定ツアー
８日・ＮＩＮＪＡフェスタ実行部会
９日・女性会後継者育成事業講演会
日・青年部例会
日～ 日・役員・常議員親睦会（鳥羽）
日・県下女性会事務局担当者会議
・２級簿記対策講座
・㈱俳都ピア役員会
日・第２０６回珠算能力検定試験
日・正副会頭会議
日・第 回販売士３級・第 回販売士２級検定
試験
・青年部新旧合同三役会・役員会
・農林商工連携実践セミナー
・２級簿記対策講座
日・２級簿記対策講座
日～ 日・日本ＹＥＧ第 回全国岡山大会
日・第 回伊賀学検定試験
日・県連第２回通常会員総会（四日市）
・異業種交流懇談会
日・総務財政委員会
日～ 日・工業部会視察研修
日・県下専務理事会議
・ユーザ協会幹事会
日・第１４２回日商簿記検定試験

３月
２日・常議員会議
９日・正副会頭会議
日・青年部新旧合同三役会・役員会
日～ 日・日商議員総会（東京）
日・女性会役員会
・三重県連ＹＥＧ第５回役員会（名張）
日・第２回県女連理事会（津）
日～ 日・日商議員総会
日・まちゼミ報告会
日・通常議員総会
日・東海ブロックＹＥＧ役員会・総会
日・異業種交流懇談会
・県内企業の支援施策に関する説明会
日・県下専務理事会議（津）
日・青年部卒業式

31 30

立食パーティ

伊賀市商工会

