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おかげさまで上野商工会議所は
創立70周年を迎えます
上野商工会議所は終戦直後の昭和21年11月７日発足し、本年11月７日に創立70周年を迎えます。
これもひとえに会員の皆様、地域の皆様のご理解と多くの諸先輩のご努力ご指導の賜と心から深
く感謝申し上げます。今後も私達は地域の発展のため、
豊かで活力ある会議所を目指し全力で取り組んで参りま
すので、一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。
なお、創立70周年を記念しまして、下記事業を予定して
おります。
▲旧上野商工会議所ビル
詳細については順次ご案内いたしますのでご期待下さい。

▲ハイトピア伊賀3Fフロア取得

◇記念式典
日

時

平成28年６月29日（水）

場

所

上野フレックスホテル
◦議員総会
◦式典・優良従業員表彰
◦記念講演会
◦懇親会

◇優良従業員表彰
平成28年６月29日
（水）
（詳細・申込みは折込チラシをご覧ください。
）
◇ゴルフコンペ
７月開催予定。5月頃ご案内いたします。
◇相撲観戦
平成28年

七月場所（場所：愛知県体育館）

５月会報・チラシにてご案内いたします。
◇ＵＩターン者向けの企業ＰＲ映像の作成
若者の地元伊賀での就業促進に向けて、若者や新卒予定に生ま
れ育った伊賀への帰郷・就業を促し、ふるさと伊賀の魅力満載
のＰＲ映像を作成し、全国に発信します。
◇ザ・ビジネスモール参画
商工会議所会員は無料で活用でき、全国30万件の企業データ
ベースから取引先や商談相手が探せインターネットを使ってビ
ジネスチャンスを広げることができます。詳しくは折込みチラ
シをご覧ください。
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優良従業員表彰該当者推薦について
６月29日
（水）に記念式典を上野フレックスホテルにて開
催し、
式典において「優良従業員表彰」を実施いたします。
事業主の皆様には、下記の実施要綱をご覧いただき多数の
ご推薦をいただきますようお願い申し上げます。
◇表彰対象
１．10年以上の永年勤続表彰
①勤続年数10年以上の方
（平成18年１月１日以前に就職された方）
２．20年以上の永年勤続表彰
①勤続年数20年以上の方
（平成８年１月１日以前に就職された方）
３．30年以上の永年勤続表彰
①勤続年数30年以上の方
（昭和61年１月１日以前に就職された方）
・表彰基準日は、いずれも平成28年１月１日現在とする。
◇負担金
被表彰者１名につき次の負担金をご納入ください。
１．10年以上 5,000円
２．20年以上 6,000円
３．30年以上 8,000円
推薦書提出期限

平成28年３月25日（金）
必着

ザ・ビジネスモール参画事業・
会員情報登録について
ザ・ビジネスモールに会員事業所様の
データ（事業所名・住所・資本金・従業員
数・ホームページアドレス・業種・業務内
容）を登録し、展開いたします。
ザ・ビジネスモールとは、全国の商工会
議所・商工会で共同運営している日本最大
級の商談支援サイトで事務局は、大阪商工
会議所内に設置しており、会員事業所の方
は無料で活用できます。商品やサービスの
PR、商談案件による商談相手探しができ、
インターネットを使ってビジネスチャンス
を広げる第一歩として活用していただけます。
また、合わせて上野商工会議所会員検索
に活用できるものになります。
皆様には是非とも本事業のご趣旨をご理
解いただき、ご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
ザ・ビジネスモールホームページ
http://www.b-mall.ne.jp

詳細については同封折込チラシをご覧ください。

平成27年度三重県商工会議所連合会第2回通常会員総会ならびに
中部経済産業局長講話及び懇談会を開催
三重県商工会議所連合会（会長：小林長久）は、２月22日（月）四日市市にて平成27年度三重県商工会議所連
合会第２回通常会員総会を開催しました。
小林会長は挨拶の中で、
「国内における雇用、所得、GDPを守るためには、地域産業の生産性の増大、成長産
業の育成とそこへのさらなる投資が必要であり、それらに関わる既存産業や新たなる産業を支える中小企業への
支援が必要である」と述べました。
総会では、平成27年度の収支補正予算をはじめ平成28年度事業計画および収支予算についてそれぞれ承認され
ました。
その後、中部経済産業局長の波多野敦彦氏をお招きし、県内各商工会議所の副会頭も交え、「中部地域の産業
の展望と課題」と題し、経済動向、成長戦略の改訂、TPP、世界経済、中国経済など幅広くご説明いただきました。
その後は、波多野局長、県内各商工会議所の正副会頭・専務理事を交えた懇談会を開催し、終始和やかな雰囲
気の中、情報交換等を実施し大変有意義な会となりました。

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
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会議所の動き
上野商工会議所正副会頭と伊賀市商工会幹部との懇談会 ２月２日㈫
上野商工会議所正副会頭と伊賀市商工会幹部との懇
談会が開催されました。この懇談会は年１回定例的に
行われており、今回は、伊賀市まち・ひと・しごと創
生総合戦略の内、上野商工会議所と伊賀市商工会が連

携できる事業を中心に議論が展開されました。
特に、伊賀ブランド推進事業、伊賀流創業応援忍者
隊を含めた創業支援については、活発な意見交換がで
き、大変有意義な懇談会となりました。

移動常議員会議 ２月11日㈷〜２月12日㈮
役員・常議員の親睦をかね、移動常議員会議を鳥羽
で開催し14名が参加致しました。
「伊賀市まち・ひと・
しごと創生総合戦略」のうち、伊賀市の課題である人
口減少の要因と課題について議論を進めました。2020
年人口90,000人を維持するためには、出生率を1.4人
⇒1.6人へ、転出超過を400人⇒300人に抑制する必要
があります。これを実現するには①男女問わず希望通
り働くことができる②安心して子供を産み、育てるこ
とができる③生涯住み続けたいと思える④来たい・住
みたいと思われる伊賀にしなければならないことや若
者が定住するための事業について意見交換しました。
その後懇親会もあり大変有意義な移動常議員会議とな
りました。

移動常議員会議参加のみなさん

伊賀学検定 ２月21日㈰・伊賀学ジュニア検定開催 ２月19日㈮・20日㈯・23日㈫
今回で第11回目となる伊賀学検定を２月21日開催し
ました。受験者は、初級52名、中級36名、上級23名で
計111名方々が受験されました。
また、小学生を対象に「伊賀学ジュニア検定」を２
月19日西柘植小６年生、２月20日柘植小６年生・島ヶ

原小６年生、２月23日壬生野小６年生の児童のみなさ
んに受講いただき、芭蕉翁・伊賀上野城・伊賀忍者・
祭・文化財・歴史・文学・自然・生活文化・雑学の伊
賀に関係する問題に、楽しみながら取り組んでいただ
きました。

伊賀学検定

伊賀学ジュニア検定

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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三重県伊賀市小田町743-2

工業部会 「舞洲ゴミ処理工場」
「第2回インターフェックス大阪」を視察見学
工業部会は、去る２月25日～ 26日の一泊二日にて
会員12名の参加で「舞洲ゴミ処理工場」
「第２回イン
ターフェックス大阪」見学の為大阪方面へ行きました。
最初に訪問した、
「舞洲ゴミ処理工場」様は、ごみ
の焼却施設と粗大ごみの破砕施設を併設した大阪市の
ゴミ焼却場で、環境保護芸術家として有名なオースト
リアの故フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサー
氏の設計の建物は、遠方からも一目で分かり、斬新で
カラフルな建物に目を奪われました。屋根や窓付近、
建物周辺にも植物が枝葉を伸ばし、緑化されており、
建物の曲線の構成と一体になっていて、最新の公害防
止施設の機能や、環境共生型の設備を中心に見学させ
ていただきました。
次に、
インテックス大阪で開催中の「第２回インター
フェックス大阪」を視察しました。こちらは、医薬・
化粧品・洗剤等を製造する為のあらゆる機器、システ

２月25日㈮〜26日㈯

ム、技術が一堂に出展された大規模な展示会で、今回
参加された企業様は、関連のあるブースを訪問して頂
く等、積極的に名刺交換をされ情報交換を図る事がで
きました。
二日目は、兵庫県の姫路城を中心に観光し、天気の
よい中、修復された天守閣を見て参加者一堂感銘を受
け、大変有意義な視察研修となりました。
上野商工会議所工業部会 部会長 中井茂平

視察研修に参加のみなさん

第２回となったまちゼミ。28講座を開講しました。今まで興味があったけど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、交流を深めることによって信頼関係が築け、
お店の新規顧客やリピーターづくりに繋がったのではないかと思います。

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！

講座予約受付開始とともにお問い合わせが多数あ
り、キャンセル待ち、お断りしたお客様もあり申し
訳ありません。
講座は勉強熱心な女性のお客様でにぎわいまし
た。まず、処方箋薬局であることで、講義を中断す
ることもあるとお断りしたうえで、先生より五行の
色体表についての説明の始まりです。
まずは身近な” 五臓六腑” からスタートします。
病の元は五臓の乱れにあり！
「その五臓とは、肝心脾肺腎です。肝臓・腎臓…
その五臓の支配する袋、嚢。それが五腑」
ここで皆さんの関心を集めたのが、肺と関係のあ
る大腸。
「肺と大腸に関係のある身近な症状としてアト
ピー性皮膚炎、喘息など…」
「ええ？と思いますが、鼻から入ってきた空気が
肺に入って…」
食べたものが…お話が進むにつれて皆さん納得の
ご様子。
「現代医学でも大腸がんが次に肺がんに転移する
ことが多いとわかってきているんですよ。」
お客様からも大腸性潰瘍で…などなど実体験の話
がでてまいります。免疫の話も交えて、漢方とは漢
の時代の健康法なのですよ、と説明させていただき
ました。

さてさて、ご自身のことを見つめていただきます。
チェックシートでご自分の不調をチェックしていた
だきました。
「腎 - 耳 - 膀胱 - 腎が衰えてくると耳が聞こえに
くくなる。 膀胱、おしっこが近くなる…」
お昼も近くなってまいりました。薬膳スープと題
しましたが、お腹の虫あしないにご賞味いただきま
して、講座の終了です。が…どの回もお体のことは
もちろん、質問多数にてお昼ご飯も忘れての熱い質
疑応答、ひいては熟練の主婦の方々がお集まりいた
だきましたので、冷凍技や祖父母からの知恵、ニュー
スやテレビのことなどなど、楽しく交流を深めてい
ただきました。
また岩盤浴に座ってお話をしに来てくださるのを
楽しみにお待ちしております。
上野商工会議所ニュース
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会議所の動き
女性会だより

若手後継者育成事業第２弾『環境セミナー～豊かな自然を子孫に残すために～』開催 ２月９日㈫
重県は日本で一番最初にレジ袋運動に取り組み、三重
モデルの市民・事業者・行政の三位一体となったレジ
袋ないない運動の取り組みや、ご自身の経験でご苦労
されたこと等ご講義いただきました。
また、伊勢志摩サミットに期待することのテーマで
は、サミットの経済効果はすごいが、我々（地元）は
どのようなメリットがあるか分からないのが現状であ
り、我々が主役となって環境・文化について考えるこ
とが大切であることをご講義いただきました。
今回会員の他に、木津会頭、会員の皆様、各種団体
の皆様、約70名の方々にご参加いただき誠にありがと
うございました。会場からもご意見やご質問も多く出
され、環境問題への関心の高さがうかがわれるセミ
ナーと成りました。そして、皆様へのお土産として、
伊賀上野ケーブルテレビ様からはエコバックを、島ヶ
原の穂積製材所様からは廃材を利用したコースター
や、におい袋をご提供していただきました。厚くお礼
申し上げます。
寒い中ご参加下さいました全ての皆様ありがとうご
ざいました。
会長 西出 孝子

環境問題について講義する朴氏

当所女性会の主催により、若手後継者育成事業第２
弾のセミナーを、上野商工会議所ホールにて開催致し
ました。
講師に、三重大学人文学部・地域イノベーション学
研究科 教授 朴 恵淑様をお招きし、
『環境セミナー～
豊かな自然を子孫に残すために～、～伊勢志摩サミッ
トに期待すること～』をテーマに講義をしていただき
ました。
セミナーでは、環境破壊で地球温暖化や種の絶滅危
惧速度が加速していることの現状にふれ、我々１人１
人がCO2削減運動（１人１日１㎏）を実施しなければ
ならないこと、また、環境推進県「三重県」とし、三

青年部だより 『日本商工会議所青年部 第35回全国大会 吉備の国おかやま大会』に参加！
2月19日㈮〜20日㈯

岡山県岡山市のジップアリーナ岡山等で行われまし
た日本商工会議所青年部 第35回全国大会 吉備の国お
かやま大会に23名が参加しました。
大 会 コ ン セ プ ト と し て「SUPER LOCAL ! ～
CHANCE × CHALLENGE ⇒ CHANGE ～」という
ことで、まず分科会では岡山県内の10YEGがそれぞ
れに主管する11の分科会の中から希望の分科会を選
び、参加いたしました。その後、ジップアリーナ岡山
にて大懇親会が開催され、全国各地の青年部の方と有
意義な懇親を深めることができました。翌日の記念式
典では、岡山県知事をはじめ、日本商工会議所三村会
頭などたくさんのご来賓の方が出席する中、盛大に開
催されました。その後、記念講演では堀江貴文氏より、
「失敗から学ぶ、ホリエモン流経営学～マイナスから
イチへと始まるチャレンジ精神～」をテーマに、ご講

於：ママカリフォーラム、ジップアリーナ岡山他

吉備の国岡山大会に参加のみなさん

演いただきました。
今年度は日本商工会議所青年部の事業の一つであり
ます、ブロック大会を上野YEGが主管させていただ
いたこともあり、多くのメンバーで参加し、大会の
お礼や交流をし有意義な時間を過ごすことができました。

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/
6｜上野商工会議所ニュース 2016.3.5

伊賀連携フィールド2015年度

総括シンポジウム開催

H28年2月20日㈯

2012 年に三重大学・伊賀市・上野商工会議所で開設した「三重大学伊賀連携フィー
ルド」は、地域の文化研究や市街地活性化の拠点として活動してきました。
その成果報告と今後の取組みの語り合うシンポジウムを開催しました。

「まちづくり」

開会のあいさつ
後藤運営委員長

「忍

「留学生伊賀体験」

「中心市街地をどう活用する

者」

伊賀の地域資源『忍者文化』
に着目した地域活性化の取組み
として毎月開催している「市民

留学生の職場体験、文化体験、

か…」その方向と方法を語り合

高校出前授業など、伊賀が誇る

う「まちづくり塾」
「高校生塾」、

文化の研究、世界の人々が交流

学生による市街地調査、現地報

する拠点として活動を展開して

告会など、行ってきました。

きました。中でも、天神祭りだ

報告会で学生から見た市街地

んじり曳き体験は、留学生は大

忍者・忍術学講座」には

に対する厳しい意見、改善点が

変興味深く歴史・文化を体験し

歴史的に研究しようと伊賀への

発表され、まちづくりの一つの

ていました。

熱い思いをお持ちの皆様が参

方向性が出されました。

講座

加、また、古文書講座・英語で
読む講座など、継続事業として

閉会のあいさつ
田山副運営委員長

開催し大変好評を得ています。
第１部

忍者文化研究・まちづくり研究を

第２部

地域の若者が帰ってくる魅力ある
地域づくりをいかに進めるか

どう地域づくりに活かすか

第１部の様子

第２部の様子

上野高校生、伊賀白鳳高校生、三重大学留学生、

岡本伊賀市長、木津商工会議所会頭、廣澤観光
協会会長が三重大学と連携して活動してきたこと

伊賀市若手職員、上野商工会議所青年部会員

を今後も地域の活性化に活かしていきたい、また、

２名が伊賀市への思いを語り、観光・雇用など要

連携をよい深めていきたいと思いを語った。

望を投げかけていた。

伊賀連携フィールド2016年度前期

各

市民講座「忍者・忍術学講座」日程

山田

雄司 （三重大学人文学部教授）

「伝書に記される忍術」

５月21日
（土）

川上

仁一 （三重大学社会連携特任教授）

「伝承される忍術」

６月11日
（土）

稲本

紀佳 （三重大学大学院人文社会科学研究科院生）

「歌舞伎に見る『忍者』」

７月16日
（土）

甲野

善紀 （松茸館）

「現在スポーツの常識にはない武術の身体運用法」

８月20日
（土）

脇田

裕久 （三重大学名誉教授）

「古武術的身体操法」

９月10日
（土）

山本

好男 （三重大学社会連携研究センター教授）

「忍者・忍術と本草学

４月９日
（土）

上野商工会議所ニュース
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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

平成27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様は、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28年2月5日
（金）
から平成28年4月13日
（水）
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
②複数者が共同で取り組む設備投資等

補助上限額

※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（５社まで）

③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500万円）
④大幅な生産性向上に取り組む場合は、補助上限額を引上げます。

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。締切日は5月13日（金）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）

③海外展開の取り組み

◦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。

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
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059−354−9971

『がんばる経営応援します！』
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

1.15%（H27.10.9現在）

上野商工会議所

３月23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17日までに上野商工会議所
にご連絡ください。

上野商工会議所

上野商工会議所ニュース
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会員 ひろば
リス

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市上野愛宕町1890
☎51-6573

イタリア料理店

2015年９月にオープンしましたリス

イタリア料理店です。

旧上野市街南部、銀座通りから少し入った落ち着いた町並みの中の古民
家を改装した小さな店です。
昔ながらの上野の町家の造りを活かした店内には、テーブル席と座敷が
あり、ゆっくりとお食事をお楽しみいただけます。
食材は野菜、伊賀牛、伊賀豚など伊賀産・三重県産のものを、魚は南伊
勢を中心に全国の旬のものを使い、イタリアの食材や調味料と組み合わ
せて、シンプルなイタリア料理に仕上げます。デザートももちろん手作りです。
店名の「リス」はイタリア語で再発見を意味する「リスコペルタ」の略。
普段食べ慣れた食材の違った魅力を味わってください。
営業時間

11：30〜14：00（L.O） 18：00〜21：00（L.O）

定 休 日

木曜日（日曜日はランチのみ営業）

最新情報はFacebookをご覧下さい。

会議所の新しい仲間です
部

会

名

事 業 所 名

代表者名

工

業 Ｍ・Ｔ・Ｅ

冨山

工

業 ㈱三重ペレット燃料

岡

食 品 工 業 合同会社

みなみ農園

（平成27年11月12日〜平成28年3月1日）（敬称略）

南

住

所

業

弘幸 伊賀市生琉里3144-16

種

船舶用配管機器設計・制作・販売
木質バイオマス燃料の販売・製造、機械器具設置工事の設計、施工及び管理

勝 伊賀市ゆめが丘1-3-3

水稲・露地野菜の生産・販売・農作業受託

友照 伊賀市一之宮359

洋 伊賀市上野忍町2665-2 甲野屋ビル2F 美容室

サ ー ビ ス HALE Hair Design

竹内

社 会 文 化 ㈱パシフィスタ

井之坂浩孝 伊賀市四十九町1278-13 籔ビル1F 害虫駆除機器レンタル

社 会 文 化 ㈱パソピア

味岡

康弘 伊賀市上野丸之内28

人材紹介・人材派遣・人材教育事業

社 会 文 化 森井社会保険労務士事務所 森井

拓也 伊賀市猪田5698

社会保険労務士

社 会 文 化 鈴木・辻村公認会計士共同事務所 鈴木

陽介 伊賀市上野徳居町3292

公認会計士・税理士業

英男 伊賀市小田町111

配食業、外食業

特 別 会 員 公益財団法人 産業雇用安定センター 三重事務所 田中

信之 津市羽所町700 アスト津2Ｆ

人材の確保・従業員の再就職支援等・企業間の出向・移籍支援サービス

特 別 会 員 ㈱後出建材土木

利幸 伊賀市西之沢848-1

土木工事一式

観

光 ㈱きねや

上野商工会議所

木根
後出

会員の動き

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・・・ 2日・18日
4月・・・ 6日・15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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商工業者数

H28年1月末会員数

組織率

2,771件

1,489件

53.73%

春！ 資格を取ってスキルアップをめざしませんか！！
上野商工会議所では、会員企業のニーズに基づき、企業現場で求められる実践的な能力を育成し、
評価・認定する事を目的に検定試験を実施しています。資格取得を通じて習得した知識やスキルは
社会人として活躍するための実務能力に直結しています。社員のスキルアップにご活用ください！

平成28年度
検定試験種目

①簿

記

②リテールマーケティング
（販 売 士）

③珠

算

商工会議所各種検定試験カレンダー
回

級

第143回

１～４級

試

験

日

6月12日
（日）

4月4日(月)～
5月13日(金)

第144回

１～４級

9月12日(月)～
11月20日
（日）
10月21日(金)

第145回

２～４級

12月19日(月)～
H29年
1月27日(金)
２月26日（日）

第78回

２～３級

7月9日（土）

5月9日(月)～
6月17日(金)

２～３級

H29年
2月15日
（水）

12月12日(月)～
1月20日(金)

第207回

全

て

6月26日
（日）

4月18日(月)～
5月26日(木)

第208回

全

て

10月23日
（日）

8月15日(月)～
9月22日(木)

第209回

全

て

第79回

12月5日(月)～
H29年
1月12日(木)
2月12日
（日）

第40回

２～３級

6月19日
（日）

4月5日(火)～
5月6日(金)

第41回

２～３級

12月4日
（日）

9月20日(火)～
10月21日(金)

第36回

２～３級

7月10日
（日）

4月26日(火)～
5月27日(金)

第37回

２～３級

11月27日
（日）

9月13日(火)～
10月14日(金)

7月24日
（日）

5月10日(火)～
6月10日(金)

④カラーコーディネーター

⑤福 祉 住
環 境
コ ー デ ィ ネ ー タ ー

受験申込期間

第20回
⑥環 境 社 会（ e c o ）
第21回

級の設定
な
し

10月4日(火)～
12月18日
（日）
11月4日(金)

受験料（税込）

１級：7,710円
２級：4,630円
３級：2,570円
４級：1,640円

２級：5,660円
３級：4,120円
（上野商工会議所では
１級は実施しません。）

１級：2,100円
２級：1,570円
３級：1,360円
４級〜６級：940円
7級〜10級・暗算：
840円
段位：2,620円
２級：7,340円
３級：5,250円
（上野商工会議所では
１級は実施しません。）

２級：6,480円
３級：4,320円
（上野商工会議所では
１級は実施しません。）

5,400円

※①～③の申し込みは、上野商工会議所で受験申込期間中の月～土曜日、９時から17時まで受付ます。
※④～⑥の申し込みは、東京商工会議所ホームページまたはパンフレットをご確認ください。パンフレットは、上野商工会議所に
設置しています。
※その他ご不明な点は、上野商工会議所までお問い合わせください。
問合せ先 上野商工会議所 TEL 0595-21-0527
上野商工会議所ニュース

2016.3.5｜11

受付中

第58回新規学卒就職者激励会 ＆
セミナーのご案内

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、第３部は地域セミナーです。新社会人としてスタートを切る新入社員の皆様に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28年４月20日(水) 〜 21日(木)
【第１部】式 典
20日 午前８時30分〜午前９時15分
【第２部】教育セミナー
20日 午前９時30分〜午後５時
21日 午前９時〜午後３時
【第３部】地域セミナー
21日 午後３時30分〜午後５時
ところ ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所

参加者１名につき（テキスト代、昼食代２日分含む）
会 員 5,000円（上野商工会議所・伊賀市商工会・ユーザ協会）
非会員 10,000円
教育セミナー講師 〜みなみトレーニング ラボ〜 南 紫津子先生
持 ち 物 筆記用具・手鏡
申込締切 ３月23日（水）
問合せ先 上野商工会議所総務課 TEL21‑0527 FAX24‑3857
主
催 上野商工会議所・伊賀市商工会
後
援 （公財）日本電信電話ユーザ協会三重支部（伊賀地域）・伊賀市

今月のおすすめの１冊
「天才」
幻冬舎
高等小学校卒という学歴ながら
『日本列島改造論』
を引っ
提げて総理大臣に就任。比類なき決断力と実行力で大計の
日中国交正常化を実現し、関越自動車道や上越新幹線を整
備、生涯に30以上の議員立法を成立させるなど、激動の
戦後政治を牽引した田中角栄。
その経歴から総理就任時には「庶民宰相」
「今太閤」と
国民に持てはやされ、
戦後では最高の内閣支持率を得たが、
常識を超える金権体質を糾弾され、総理を辞任。その後、
ロッキード事件で受託収賄罪に問われて有罪判決を受ける
も、100名以上の国会議員が所属する派閥を率い、大平・
鈴木・中曽根内閣の誕生に影響力を行使。長らく「闇将軍」
「キングメーカー」として政界に君臨した。
そんな希代の政治家・田中角栄といえば、類まれな権謀
術数と人心掌握術に注目が集まるが、実はスケールが大き
いわりに人一倍デリケートな一面があった。浪花節と映画
をこよなく愛する、家族思いの人情家だったという。強烈
な個性をもったリーダーが不在の今、自らも政治家として
田中角栄と相まみえた著者が、毀誉褒貶半ばするその真の
姿を「田中角栄」のモノローグで描く意欲作。

（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

３・４ 月 主 な 事 務 局 行 事

３月

50

周年実行委員会
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・女性会伊賀三社参り・

（文響社）

２日・常議員会議

超一流の雑談力

３日・交通運輸部会役員会

（飛鳥新社）

６日・
「恋のハッピー大作戦」婚活事業

おやすみ、ロジャー 魔法のぐっすり絵本

７日・商連役員会

（幻冬舎）

・観光部会役員会

糖質制限の真実 日本人を救う革命的食事法

９日・正副会頭会議

⑤

（幻冬舎）

日・社会文化部会役員会

④

天才

14 10
日・後継者育成事業（金融理財部会）

③

（講談社）

・支援機関連携会議（津）

②

業物語

17

日・青年部新旧合同三役会・役員会

①

提供 宮脇書店 上野店

17 16 16
日～ 日・日商議員総会（東京）

平成28年1月10日〜2月10日集計

・三重県連ＹＥＧ第５回役員会（名張）

（コミック・文庫除く）

21

日・第２回県女連理事会（津）

ベストセラー紹介

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

日・県下専務理事会議（県連）

日・青年部卒業式

31 30 28 26 25 22 20 18

日・女性会役員会

４月

日・工業部会役員会

30

３日・魅力満載ウォーキング

15 13
日～６月 日

21

・ 県下商工会議所アクサ生命共済キャンペーン

日～ 日・新入社員歓迎の集い

日・異業種交流懇談会

・県下専務理事会議（四日市ＣＣＩ）

日・合同就職セミナー

（四日市ＣＣＩ）

・アクサ生命共済キャンペーン進発式

27 25 20

参 加 費

