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〜おかげさまで11月７日に70周年をむかえます〜
地域を育て地域を伸ばす商工会議所

現上野郵便局

旧上野市民病院現在上野郵便局
伊賀鉄道依那古駅と忍者列車

伊賀軌道依那古駅に停車する汽車
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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、本年創立70周年を迎えさせていただき
ます。これもひとえに会員の皆様のご理解と多くの諸先輩のご努力並びに関係各位のご指導の賜
と心から深く感謝申し上げます。
つきましては、下記の通り記念事業を実施します。

記念式典
日
場

時
所

平成28年６月29日（水） 14時30分開場 15時開会
上野フレックスホテル2階（伊賀市平野中川原）
【特別記念講演】
〈15時00分～ 15時45分〉
演題 「三重県地方創生と伊賀地域の活性化」
講師 三重県知事 鈴木 英敬 様
【創立70周年記念式典】
〈16時00分～ 17時20分〉
記念式典
優良従業員表彰
【祝賀会】
〈17時30分～ 19時00分〉
お一人参加費 7,000円

※お席を設けさせていただきます都合上、事前にお申込をいただいています。
ご参加をご希望の方は事務局までご連絡下さい。（TEL：21-0527）

日
場
会

時
所
費

ゴルフコンペ

平成28年７月８日（金）
島ヶ原カントリークラブ
5,000円（プレー費・昼食代は
別途負担）※当日徴収

＊レディース、70歳以上（シニア）の方は優待割引有

大相撲名古屋場所観戦ツアー
日
時 平成28年７月20日（水）
集合場所 上野市駅前 11：20
参 加 費 15,000円（枡席Ａ）
定
員 40名

※ゴルフコンペ・大相撲名古屋場所観戦ツアーはまだ定員に空きがございますのでお気軽にお問い合わせ下さい
（TEL 21-0527）

◇ザ・ビジネスモールに参画しHP上に会員名簿を整備します ７月初旬予定
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・業種・業務内容）を登録し、
事業のPRの展開をするとともに会員名簿として活用致します。掲載を希望されない方、登録
内容に変更のある方は６月30日までにご連絡下さい。

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9月30日迄）

業務部
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059−354−9971

上野商工会議所の沿革
上野商工会議所の組織は、明治30年（1897年）に、田中善助らによって創設された上野町
商工会が母体となっています。
初代会長に田中善助、２代目吉岡健三郎、３代目筒井信郎、４代目堀川宇三郎（４期重任）
５代目菅野八郎兵衛が就任、昭和16年市政実施に伴い、６代目堀川宇三郎会長時代の同17年
４月17日上野市商工会と改称しました。
その後、昭和21年11月７日付で、社団法人上野市商工会議所の設立が、商工大臣星島二郎
から設立発起人総代菅野八郎兵衛に対し、三重県庁を経由して認可され、初代会頭に菅野八
郎兵衛が就任しました。発足当初の昭和21年12月３日付で、公正取引委員会に提出した事業
者団体成立届によると、会員総数は218団体になっています。
昭和29年７月、組織変更の設立認可を受け特殊法人組織の上野市商工会議所が誕生しました。
昭和31年10月上野市東町2947番地に商工会館新舎屋を竣工し、
翌昭和32年３月名称変更し、
上野商工会議所が発足しました。
また、昭和36年３月商工農三位一体の総合産業としての拠点・旧上野産業会館が竣工し、
上野商工会議所も当会館に入居しました。
その後、旧上野電報電話局舎の敷地（400坪）及び建物一切を購入し、昭和42年10月に所
在地を上野市丸之内37番地に移転した。昭和43年６月に３階建てに増改築工事が竣工し商工
会議所ビルがスタートしました。 1階に商業テナント、２階に当所事務局及び貸事務所、３
階に大ホールをもち、市駅前の中心的な役割を担ってきました。平成に入った頃から、商工
会議所ビルも老朽化が進んできたため、新たに建て直しが迫られ、また、同じ頃市街地の中
心であり表玄関ともいうべき市駅前を新しく作り直そうとの話が出始め、将来を見据えた商
工会議所のあり方についても議論を重ねてきました。
当所は、長年にわたり諸先輩方がまちなか中心地で会議所活動を続けてこられたことや、
商工会議所として中心市街地活性化の先頭に立って活動すべき立場であることを考え、平成
16年11月に上野市駅前再開発事業への参画を決定し、平成17年８月に「上野市駅前地区第一
種市街地再開発事業」がスタートしました。
再開発ビルは、平成24年３月に市街地の中心施設としての役割を担うとともに、上野市駅
前に立地する賑わいの拠点を形成する総合施設として「ハイトピア伊賀」と命名され、竣工
しました。
当所は、３階フロアを取得し、市街地及び商工業の活性化の拠点として、また、会員や市
民が利用しやすいIT機能を兼ね備えた多機能なホール、会議室を整備し、開かれた商工会
議所を目指しています。

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

三重県伊賀市小田町743-2
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会議所の動き
合同就職セミナー ４月27日㈬
伊賀市と伊賀市商工会、名張商工会議所、当所が主
催で合同就職セミナーを上野フレックスホテルにて開
催致しました。
就職希望者は大学卒業見込み者のほか既卒者なども
合わせ97名が来場し、市内に事業所を置く46社の採用
担当官から、リクルートスーツを身に付けた就職希望
者が順番に並び会社の概要や雇用条件の説明を真剣な
表情で受けていました。
熱心に説明を受ける参加者

「伊賀上野逸品フェア2016」開催 ５月４日（祝・水）〜31日㈫
まちや商店・商店街の活性化に対しては多くの試み
がされています。その中でも「一店逸品運動」は、お

自慢の逸品で皆さんをお迎えします

客様の価値観や購買行動が大きく変化していく昨今
で、中小小売サービス業に一つの方向性を示している
運動といえます。
「逸品」とは、お店の売る姿勢を明確に示した売り
筋商品＝こだわり・目玉商品であり、顧客の潜在ニー
ズを掘り起こす提案型商品です。毎年研究会を立ち上
げ、自ら発掘・開発した商品を考案しています。
今年度は13店舗が参加し、その成果を５月に一店逸
品の発表会としてフェアを開催し、同時に逸品巡りツ
アーも行いました。（５月16日～５月27日まで）
逸品巡りツアー参加者の方々からは、今回始めて行
く店や知らない商品が多く発見できて良かったので今
後も参加したい。また、店主との会話や交流が出来て
楽しかったと感想をいただきました。

女性会だより 「NINJAフェスタ」ボランティア活動
今年度初めての試みとして、上野忍町の赤井家住宅
に於きまして、NINJAフェスタ期間中の５月３日と
４日にNINJA道場を体験され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お
もてなしをさせていただきました。また、ポップコー
ンの販売と折紙手裏剣を手渡しし、団子に花を添えま
した。
期間中は好天に恵まれ、多勢の人手で大変でしたが、
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。
また、
「忍者変身処」で忍者服お着替えのお手伝いを、
４月29日～５月５日のゴールデンウィーク中にさせて
いただきました。今年も沢山の方々が忍者に変身して
頂きましたが、昨年より子供用の服が新調され、袖や
ズボンに直接紐が付いていて、簡単に着用できるよう
工夫されているので、少しは楽になったのかなと感じ
ました。来年も忍者さんで街中賑わいますようにお待
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ちしております。お手伝い頂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

赤井邸にておもてなし

『忍者変身処』でお着替えのお手伝い

女性会だより 女性会総会開催

５月16日㈪

総会を上野商工会議所で開催し、44名のたくさんの
方にご参加いただきました。平成27年度事業報告、平

あいさつする西出会長

成28年度事業計画について西出議長の元スムーズに進
み可決承認されました。その後、６月28日（火）に女性
会創立50周年記念事業について、森西実行委員長、西
出会長より会員の皆様に今までの事業内容の説明、事
業の進捗状況、当日までの流れについて説明いただき
ました。会員全体で力を合わせ50周年事業に取組むこ
とを再認識しました。
今年も総会は研修委員会担当で開催しましたが、一
人ひとりの協力を得て、有意義な総会となり無事終え
る事ができました。皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。 研修委員長 北山ミツエ

上野商工会議所女性会〜おかげさまで50周年を迎えます〜
日頃は、上野商工会議所女性会活動にご理解ご協
力をいただきありがとうございます。上野商工会
議所女性会は、平成28年６月に創立50周年を迎え
ます。
つきましては、右記の日時で創立50周年記念事業
を開催いたします。

日
時 ６月28日（火）10：30〜15：00
会
場 上野フレックスホテル
記 念 式 典 10：30〜11：15（受付10：00〜）
記念講演会 11：15〜12：15
テーマ『忍者の知恵から学ぶ現代社会の生き方と経済』
講師：三重大学人文学部 教授 山田雄司氏
三重大学社会連携 特任教授 川上仁一氏

青年部だより 『上野YEG忍×2パーク』開催！！
今年度も伊賀上野NINJAフェスタ2016の協賛事業
として、去る４月２9日及び５月３日、４日の３日間、
ハイトピア伊賀駅前広場に於いて、
『上野YEG忍×2
パーク』を開催させていただきました。ゲームコー
ナーにおいては、忍者の修業をイメージした５種類の
奥義の中から、３種類の奥義をお客様に選んで挑戦し
ていただきました。今年は新たに各ゲームに得点を設
定し、3種類のゲームの合計得点に応じて各種の景品
をプレゼントしました。幸いにも３日間とも天候に恵
まれ、予想を上回る1491名もの多くのお客様にご参加
を頂き、併設した飲食・忍者グッズの販売コーナーと
共に盛大に開催することができました。企画・運営等

は試行錯誤の繰り返しでしたが、ご参加いただいたお
客様・ちびっこ忍者達の笑顔が青年部員一同の大きな
達成感となり有意義な事業となりました。

今年も大盛況

上野YEG忍×2パーク

５月例会「キミは知ってる？ IGAMONO」

炊いたご飯を食べくらべ

今回はハイトピア伊賀から飛び出し、上野茅町にあ
ります、上野ガス フラムで48名にて開催しました。
平 成27年 か ら 認 定 申 請 が 始 ま っ た 伊 賀 ブ ラ ン ド
「IGAMONO」。今回の例会ではまず基礎知識を学び、
そして認定第一号であります長谷園のかまどさんを使
用して実際に炊く（使うお米はもちろん認定されてま
す伊賀米コシヒカリ）体験をし、皆さんに理解を深め
て頂けたかと思います。講師でご講議賜りました長谷
製陶株式会社 左橋様、ありがとうございました。
今後、青年部会員事業所から認定品が出るきっかけ
になればと思います。
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

小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が
役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立
ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度で
す。現在125万人の人が加入しています。
事業者の方も税制面等で多くのメリットのある小規模共済に是非
ご加入下さい！
平成28年４月１日より小規模企業共済制度が以下の通り改正されました。

１．一定の共済事由について、受け取れる共済金額がUPしました

１．個人事業主のお客さまが「配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由が、「準共済事由」
から「Ａ共済事由」に引き上げられました。
２．共同経営者のお客さまが「個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、配偶者又は子へ事
業（共同経営者の地位）の全部を譲渡した場合」の共済事由が「準共済事由」から「Ａ共済事由」に引
き上げられました。
３．会社等役員のお客さまが、会社等役員を退任（疾病・負傷・死亡・解散を除く）された場合で、「会社
等役員の退任日において65歳以上」の場合の共済事由が「準共済事由」から「Ｂ共済事由」に引き上げ
られました

２．分割共済金の支給回数が年６回となりました

共済金を一括で受け取るのではなく、10年または15年の期間に分割して受け取る場合の支給回数が、現在の
年４回（毎年２月、５月、８月、11月）から、年６回（毎年１月、３月、５月、７月、９月、11月）となり
ました。

３．共済金を受け取れる遺族の範囲が広がりました

共済契約者が亡くなった場合に共済金を受給できる遺族として、「共済契約者の死亡の当時、主として契約
者の収入によって生計を維持されていなかった『ひ孫』と『甥・姪』」が追加されました。

４．加入時に申込金（現金）が不要になりました

「共済契約の加入申込み」のお手続きの際に、申込金（現金）を添えていただかなくてもお手続きができる
ようになりました。

５．増額申込時に申込金（現金）が不要になりました

「掛金月額増額の申込み」のお手続きの際に、申込金（現金）を添えていただかなくてもお手続きができる
ようになりました。

６．掛金月額の減額のお手続きが簡易になりました

掛金月額の減額手続きの際に、これまで必要とされていた「委託機関（金融機関等）による減額理由の確認」
が不要となりました。

７．共同経営者が独立後も共済契約を継続できるようになりました

共同経営者のお客さまが、従事していた個人事業の廃止を伴わずに、共同経営者の地位を退いた場合で、１
年以内に新たに小規模企業の経営者となり小規模共済制度の加入資格を満たす場合には、「掛金納付月数の
通算」を利用して共済契約を継続できるようになりました。

８．掛金の滞納による共済契約の解除の取扱いが緩和されました

共済契約者が12 ヶ月分以上の掛金を滞納した場合は、共済契約が解除されることとなっていますが、災害
などやむを得ない事情によって生じた掛金の滞納の場合、共済契約を継続できることとなりました。

９．契約者貸付制度が拡充されました

共済契約者は、払い込んだ掛金の範囲内（掛金納付月数により、掛金の７割から９割となります）で、事業
資金または事業に関連する資金を借り入れることができます。この貸付けの限度額の上限が引き上げられま
した。
また、個人事業の廃止または会社の解散を円滑に行うための廃業準備資金を貸付ける「廃業準備貸付け」制
度が、新たに創設されました。

問合せ先

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 ☎050-5541-7171・上野商工会議所中小企業相談所 ☎21-0527
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三重県では、地球温暖化防止につながる取り組みとして、費用負担の少ない環境マネジメント
システムである「三重県版小規模事業所向け環境マネジメントシステム：M-EMS（ミームス）
」
を構築・普及し、幅広い県内事業者の環境負荷低減取り組みを推進しています。
M-EMS（ミームス）は、国際規格であるISO14001に比べてわかりやすいシステムで、「環境」
をツールとした「環境経営」活動を事業所の皆さまと一緒になって進めます。
この度、M-EMS（ミームス）の取得に際し具体的な内容（M-EMS規格の説明、M-EMS構築
の手順等）を知っていただく「説明会」「構築講座」を下記のとおり開催いたします。
「事業所の環境負荷の低減や経費削減を行いたい！」
「環境経営を充実し企業の体質強化を図り
たい」
「取引先から環境マネジメントシステムの導入を求められたので？」などお考えの皆さま、
ぜひともご参加ください。
M-EMS導入のメリット
①省エネ・省資源・リサイクルなどにより、コストダウンできる。
②環境に配慮した企業として認識され、取引等にも有利になる。
③法規制順守（コンプライアンス）に対応できる。
④認証取得にかかる費用が安い。
⑤わかりやすく、取り組みやすい。
⑥従業員数や業種により環境活動取り組みは多様であるため、要求事項の少ない「ステップ１」
、
本格的なEMSの「ステップ２」と２つの規格を設定しています。

説 明 会
開催日時

平成28年６月17日（金） ９時30分～ 11時30分

構築講座
開催日時 平成28年６月27日（月） 13時00分～ 17時00分
場
所 三重県伊賀庁舎第６会議室（伊賀市四十九町2802）
問い合わせ・申込先 一般社団法人M-EMS認証機構
電話：059-221-1605 FAX：059-221-1606
E-mail：info@m-ems.org

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

6月・・・ 1日・17日
7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
上野商工会議所ニュース
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市民夏のにぎわいフェスタ2016
「子どもからお年寄りまで、来る人すべてが一日楽しく遊べる空間」をテーマに
中心市街地・銀座通り・本町通りを歩行者天国にして楽市・楽座を開催します。

と

き

ところ

平成28年８月21日
（日） 正午から午後９時
銀座通り・本町どおり・中之立町通りの一部

伊賀の産業展

伊賀市内の製造業を中心とした産業のPR・振興のため、
産業展を開催します。
詳細は折込チラシをご覧ください。ふるってご応募下さい。
昨年の産業展ブースの様子

清掃ボランティア協力企業を探しています！

夏のにぎわいフェスタ会場では、ごみ箱を８カ所設置しています。その中の４カ所のゴミ箱設
置場所にて、正午から18時までの間、ごみ箱の管理（分別・ごみ袋の入替等）のボランティアに
ご協力いただける事業所を募集しています。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。
お問合せは…TEL21-0527 市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会事務局（上野商工会議所内）

部会活動ご案内 ぜひご参加ください
全部会共通議題

〜何かいいことがありそう！
交流の場が広がります〜

１．平成27年度事業報告並びに収支決算報告について
２．平成28年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について

15：30〜16：00 総会
16：00〜17：30 講演会
６月13日（月）
テーマ：最新のロボット技術と産業への普及について
工 業 部 会
講 師：三重大学工学部機械工学科メカトロニクス研究室 教授 矢野賢一氏
ヒルホテル サンピア伊賀
※講演会には部会員以外の方もご参加いただけます
17：30〜
懇親会
会費：5,000円
サービス部会

建設業部会

６月20日（月）
上野商工会議所

11：00〜12：00 役員会及び総会
12：00〜
昼食懇談会

７月４日（月）
上野商工会議所

11：00〜12：00
12：00〜12：30
13：30〜15：00

役員会
総 会
懇談会
伊賀市建設部長との懇談会

７月26日（火）
商 業 部 会
上野商工会議所

14：30〜
総 会
15：00〜17：00 セミナー
テーマ：消費税軽減税率対策セミナー
17：30〜19：30 懇親会

金融理財部会 ７月20日（水）

視察研修及び車中総会

観 光 部 会

７月14日（木）
上野商工会議所
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19：30〜

総

行先：名古屋方面
会

伊賀連携フィールド2016年度
第２回「伝承される忍術」

５月21日㈯

忍術（しのびのじゅつ、にんじゅつ）とは
軍事に於ける「忍び」の活動は、史料的には太平
記（14世紀成立とされる）に初めて表れる。その具
体的技術の総称としての「忍術」の呼称は、江戸時
代から唱えられたようであり、それ以前の記録には
見出せない。乱世を経て経験的に培われてきた「忍
び」の技術が、江戸時代の武家文化の中で体系付け
られ大成された時よりの名称と推測される。この時
代より、伊賀・甲賀以外の様々な流儀も立てられ、
兵法や武術の内にも取り入れられ、英雄や架空の人
物などを流祖に仮託されたものも編み出されていっ
た。古典的な諜報、謀略、撹乱、防諜等の軍用技術
の集積であるが、自存自衛のための様々な技能や知
識を総合した生存技術であり、当時の人々の生活術
を吸収しながら成立している。我国の風土や文化、
心性の中より、長年に渉り揉まれ培われた、心身の
操作を含む術技であり、書物からのみでは伝承は全

明日から使える忍者の知恵！

企画展 ここであなたも忍者になれる！？

三重大学社会連携特任教授

川上

仁一

く不可能である。伝承には口伝承を含み種々有るが、
作為を加えられたり、後代に創作、改変、追加され
た可能性も多分に含んでおり、古に実際に行われて
きた忍術の内実を探るのは非常に難しい。この中で、
忍術の実体を探っていくには、文献史学からのみで
はなく、理化学、宗教、民俗学的分野などの多角的
方面からの調査・研究が必要である。

忍者って ナンジャ！？

忍者の虎の巻「万川集海（まんせんしゅうかい）」などの忍術書をひもとくと、科学や自然など当時最先端
の実践的知識が書かれています。
本展は最新の忍者研究をもとに、就業体験展示を通して、科学的側面からも楽しめる展覧会です。
会
期
会
場
開催時間
主
催

７月２日
（土）～ 10月10日（月・祝）
日本科学未来館（東京・お台場）
10：00 ～ 17：00
日本科学未来館、朝日新聞社、
フジテレビジョン
特別協力 三重大学
お問い合わせ 日本科学未来館
東京都江東区青海2-3-6
TEL03-3570-9151

会
期
会
場
開催時間

10月25日
（火）～ 2017年１月９日
（月・祝）
三重県総合博物館（MieMu）
９：00 ～ 17：00（火〜金）
９：00 ～ 19：00（土・日・祝）
主
催 三重県総合博物館、朝日新聞社
特別協力 三重大学
お問い合わせ 三重県総合博物館
三重県津市一身田上津部田3060
TEL059-228-2283

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/
上野商工会議所ニュース
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会員 ひろば

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市佐那具町909
TEL・FAX 24-8818

わらしべ伊賀上野店

平素は当店をご利用いただき誠にありがとうございます。「たいたき・わらしべ伊賀上野店」は2014年11月に
佐那具町にてオープンし「すべてのお客様に口福（幸福）を」を経営理念として約１年半が経ちました。おかげ
さまで、たくさんの皆様にご来店いただき、口福（幸福）をはこぶわらしべたいやきは、
多くの方々のもとにピチピチと元気よく泳ぎだしていきました。
基本メニューとして つぶあん・ぷりん・あんなしの3種が 通年ございます。今は
夏メニューの冷たいたいやき「ひえひえたいやき つぶあん・ぷりん・チョコ・キャラ
メル」も販売しております。
わらしべたいやきの特長であるもちもちした皮とさらりとした甘さのつぶあんの絶妙
なバランス。この基本はしっかりと守りつつ、今後は伊賀上野店独自のメニューも展開
して、ますます伊賀の皆様に愛されるお店にしていこうと思っております。お土産、お
持ち帰りはもちろん、店内にてもお召し上がりいただけるテーブル席もございますので、
ぜひご利用ください。
たいやきわらしべは、県内伊勢本店と宮川店、松阪店、鈴鹿店、伊賀上野店、津一身
田店、久居店、鳥羽店、磯部店、愛知県に瀬戸店、阿久比店の計11店舗を展開しており
ますので、近くにお越しのときには各店舗お立ち寄りいただければ幸いです。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H28年4月末会員数

組織率

2,771件

1,487件

53.66%

第６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にお中元やお歳暮等のギフトに同封し、
伊賀市のPRになる小型のパンフレットとなっています。昨年度は16万部を発行いたしました。
６回目となる今回は、“伊賀の天然温泉” をテーマにしました。市内に６箇所ある天然温泉
施設の温泉自慢紹介や、「おすすめより道」の紹介、その他よりみち通信初のクーポンを付け
たりと内容が盛りだくさんです。
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
ご協力ください。
お問い合わせやご購入については、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

クールビズを実施しています

E-mail kankou@city.iga.jg.jp

平成28年５月１日（日）～ 10月31日（月）

節電の取り組みとして『冷房28℃設定』と『軽装』推奨しています。
当所職員は期間中、軽装（ノー上着・ノーネクタイ）で勤務しております。会員事業所の皆様におかれま
しても、当所で開催される会議等においては軽装でお越し下さい。ご理解とご協力をお願いします。
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共済・福祉制度キャンペーン実施中！ 4月15日～ 6月30日

上野商工会議所では、「共済・福祉制度キャンペーン」を４月15日から６月30日まで実施しております。
共済・福祉制度引受保険会社であるアクサ生命保険㈱の社員（推進員）と当所職員が事業所の皆様の所に
ご訪問させていただいております。お忙しい所誠に恐縮でございますが、共済制度についてご案内させてい
ただくお時間をいただければ幸いです。

商工会議所/ 商工会共済・福祉制度

推進スタッフ募集

誰だって最初は未経験者だった。
ほとんどのスタッフは未経験からのスタート。
きめ細かい研修制度でしっかりとサポートします。
給

与

勤務時間
休日休暇

勤 務 地
担
当

経験・能力を考慮のうえ優遇
月給15万円・18万円・21万円・24万円＋比例給
9：15 ～ 17：00（休憩60分、原則として残業なし）
完全週休２日制（土・日）、祝日、夏季、年末年始
有給休暇初年度14日、２年目以降26日
（無欠勤加算６日含む）
上野分室
中谷・粕谷

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

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

上野商工会議所ニュース
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星降る夏の恋のものがたり

★恋のHappy大作戦★

上野商工会議所と伊賀市商工会がお贈りする安心の婚活イベントです。美味しい食事とちょっぴり大人な
雰囲気が、
お洒落で素敵な時間を創り出します。あなたに素敵な出会いをもたらす、
特別な夏の想い出を…

開催場所
参加資格
募集人数
参加費用
主
催
後
援

８月７日
（日）
ハイトピア伊賀集合 12：30
ホテル受付 13：30
ホテル解散 20：00
メナード青山リゾート
〒518‑0295 三重県伊賀市霧生2356
TEL：0595‑54‑1326
25歳〜 45歳くらいの男女
（男性）伊賀市在住または在勤の独身者
（女性）伊賀市での婚活に関心のある独身者
60名（男・女 各30名）
男性 6,000円
女性 3,000円
上野商工会議所 伊賀市商工会
伊賀市 ゆめぽりす伊賀立地企業連絡会

今月のおすすめの１冊
『防災ピクニックが子どもを守る！』
メディアファクトリー
東日本大震災発生から３年経ち、今年の４月にも熊
本地震によって大きな被害が出ました。
震災という予測できない被害に対して我々ができるこ
とは、 備える こと。しかし、それがなかなか難しい。
なぜなら防災は、生死に関わる重いテーマである。め
んどうくさくて、大変そうで、できれば自分たちには
関係ない、他人事として扱いたいという傾向がある。
本書は、防災についてしまったそんな暗い印象を払
拭し、家族みんなで 楽しみながら サバイバルスキル
を習得しようというコンセプト。非常食を実際に食べ
てみたり、テントで寝てみたり、焚火を起こしてみた
り。まさに子どもとピクニックをしているかのような
感覚で防災を学ぶことのできる１冊である。
この本を携えて、子どもと一緒にアウトドア体験。
今度の休日のいかがだろうか。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

６・７ 月 主 な 事 務 局 行 事

６月

２日・社会文化部会役員会・総会

５日・全国あんざんコンクール

８日・青年部例会

日・第１４３回日商簿記検定試験
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９日・第１回定例常議員会議

（小学館）

日・工業部会総会・講演会

112日間のママ

日・県連ＹＥＧ第２回役員会（亀山市）

（集英社）

16 15 13 12
日・労務対策協議会

七つの会議

・青年部三役会、役員会

おやすみ、ロジャー 魔法のぐっすり絵本

20 17

日・県女連理事会（津市）

（幻冬舎）

・サービス部会役員会・総会

⑤

認知症とともに生きる

19：00〜19：30

「で・あ・い」から「婚活」へのきっかけづくりセミナー開催
「で・あ・い」から「婚活」への事前セミナーに参加
して素敵な自分を発見し、８月７日交流イベントに
参加しましょう。
日時 ７月24日（日）
男性10：00 〜 12：00 女性13：00 〜 15：30
場所 ハイトピア伊賀４階
講師 色彩心理診断士 畑中 弥生 先生
日・記帳継続相談会

④

（幻冬舎）

（飛鳥新社）

17：00〜19：00

日・正副会頭会議

③

天才

14：30〜16：30

カップル発表→解散

日・県下専務理事会議（津市）

平成28年4月10日〜5月10日集計 提供 コメリ書房 上野店

周年記念事業前日準備

（コミック・文庫除く）

②

13：30

フレンチディナー→ライトアップと満点の星を楽しもう
20：00

日・第２０７回珠算能力検定試験

50

ベストセラー紹介
①

ホテル集合→恋愛カウンセラーのサポートによる交流タイム

27 26 22 21
日・女性会役員会・

周年記念式典・祝賀会

50

・異業種交流懇談会

周年記念事業

日・女性会創立

・創立
70

29 28
日・通常議員総会

７月

４日・建設業部会役員会・総会・懇親会

・東海ブロックＹＥＧ親睦交流事業
（伊賀市）

７日～８日

日・一日公庫

日・ 東海ブロックＹＥＧ第５回役員会（名古屋市）

日・青年部三役会、役員会

25 20 15 12
日・第１回県連通常会員総会（津市）

・異業種交流懇談会

日・県連ＹＥＧ第３回役員会

・商業部会総会・セミナー

26

当日の予定

開催日時

