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日本商工会議所第256回議員総会
平成28年７月21日（木）、日本商工会議所第256回総会が東京・JPタワー（KITTE）で開催されま
した。総会において平成29年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望（案）について承認
され今後提案要望活動に入ります。概要は以下の通りです。

平成29年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望（概要案抜粋）
Ⅰ．中小・小規模企業の生産性向上・経営力強化
【重点要望１】中小・小規模企業（製造業・サービス業）の業務効率化や販路開拓 に向けたIT等
の活用促進
⃝中小企業が、ITの効果・必要性を実感できる機会の創出と導入・活用に向けた支援【冊子や
事例集の作成・配布、IT機器・サービスを体験できるセミナー等の実施､クラウドサービス(会
計､決済等)の推進､インターネットモール等による販路開拓の支援、専門家派遣の拡充、経営
支援人材のＩＴリテラシー向上】、情報セキュリティ対策の啓発強化
⃝５Ｓ・カイゼンなど経営支援と一体でIT・IoT､ロボット等の導入を支援する拠点の全国展開
⃝「ものづくり補助金」「サポイン事業」､「小規模事業者持続化補助金」の継続・拡充､IT等の
設備投資・技術開発、活用に対する重点的な支援
⃝金融決済の高度化（XML電文移行）を低事務負担・低費用負担で利用できる環境整備
【重点要望２】創業､事業承継・引継ぎ､再生等による優れた技術・サービスの創出・発展
⃝「開業率10％台」実現に向けた創業・ベンチャー支援の継続的な充実､正確な開業数の把握等
⃝事業承継・引継ぎ支援の充実（事業引継ぎ支援センターの機能強化､自治体・支援機関・金融
機関の連携､「後継者バンク」の全国展開、
「第二創業補助金」の拡充等）
⃝経営改善・事業再生の促進（金融機関との対話や「ローカルベンチマーク」活用へのインセン
ティブﾞ付与､中小企業再生支援協議会の機能拡充）､円滑な廃業の支援など
⃝新事業展開等を促す金融支援､セーフティネット機能の拡充と金融仲介機能の一層の強化（
「経
営者保証ガイドライン」の推進､資金繰りの万全な対策､信用補完制度見直しの悪影響回避）
【重点要望３】消費税率引き上げ延期を受けての課題
⃝平成31年10月の消費税10％への引き上げを確実に実施できる経済環境の整備
⃝今般の消費税引き上げ延期を受けた、軽減税率制度の導入再検討
⃝適格請求書等保存方式（インボイス制度）は､十分な期間を設け､廃止を含め､慎重に検討すべき

Ⅱ．地方創生に向けた地域経済の底上げ・好循環の確立
【重点要望１】農林水産業の成長産業化に向けた連携の促進等
⃝「農工連携」による､農林水産業者の作業効率・生産性向上に資する機械化等の取り組みへの
支援（
「農商工等連携事業計画」の認定事業者が取り組む「農工連携」への重点支援）
、農林水
産業者と商工業者との連携促進に向けた支援
⃝農林水産物・食品等の輸出促進に向けた支援（JAPANブランド育成支援事業の拡充等）
【重点要望２】地域経済を牽引する中堅企業の強化
⃝「中小企業等経営強化法」の対象とされた「中堅企業」の研究開発等の取り組みへの重点的な
支援、中堅企業向けSBIRの創設など
⃝人材確保・育成・定着に資する雇用関係助成金における中小企業並みの助成
⃝大規模災害・経済危機など非常事態発生時における金融措置・補助施策等を、中堅企業まで含
めた幅広い企業を支援対象として迅速に実施できる規定・仕組みの構築
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三重県商工会議所連合会
第1回通常総会開催
平成28年７月26日（火）
、ホテルグリーンパーク津において三重県商工会議所連合会第１回通常
総会が開催されました。
下記の事業報告及び収支決算報告がなされ、可決承認されました
１．各種政策展開の為の連携調整窓口機能としての県連事業活動の推進
・国、広域、県政策展開のための単会への伝達調整活動
２．各種政策立案・改善のための連携調整窓口機能としての県連事業活動の推進
・各商工会議所活動推進のための国、広域、県政策立案・改善への要望調整活動
３．各種政策の展開、連携、調整のための各種会合への参画、支援事業活動の推進
・上記２政策推進に関連した各種会合への支援、参画～
４．県連内部事業活動
①総会、会頭会議、専務理事会議、研修会議等
②景況調査
③広報活動
④各商工会議所事業への支援活動
総会後、当会旅客鉄道株式会社相談役

須田

寛様を講師にお迎えし「商工会議所における観

光振興のあり方」についてご講演いただきました。

平成15年「観光立国政策」策定と共に、日

商としても観光への取組を強化し、全国515商工会議所すべてが何らかの形で地域の観光に取り組
む体制を強化してきました。人口減少、少子高齢化が進む中、観光ニーズの変化など課題もふま
え、地域の「光」と「個性」を活かす観光推進施策を展開し、新しいまちづくりを展開していく
ことが重要であると事例をまじえ説明がされました。また、「観光立国」推進のために①観光資源
の充実②宿泊施設の充実③観光安全の確保等当面の課題についても指摘し、観光の質・量の充実
と、観光リピーターの増加を期すべく「観光を産業にするこころ」をもって観光施設の棚卸と開発、
改良を進めることが急務であり、商工会議所の大きな柱として産業観光を進めていこうと話され
ました。

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
上野商工会議所創立70周年記念事業
上野商工会議所創立70周年記念ゴルフコンペ
７月８日㈮
上野商工会議所の創立70周年記念事業の一環とし
て、ゴルフコンペを島ヶ原カントリークラブにて開催
致しました。
平日の開催にもかかわらず、当日は97名の方にご参
加をいただきました。各自プレーをお楽しみいただい
た後は、表彰式を兼ねた懇親会も開催し、大変賑やか
なひと時となりました。競技を通じて、会員相互の親
睦を深めることができたのではないかと思います。ご
多忙の中参加いただいた皆様、本当にありがとうござ
いました。

レディース１位の上村信恵様

土俵入りの様子

大相撲名古屋場所観戦ツアー ７月20日㈬
創立70周年記念事業として大相撲名古屋場所観戦
ツアーを実施し40名の方にご参加いただきました。
11日目の取組では、伊賀市の観光大使でもある前頭
九 枚 目 の 千 代 の 国 関（ 九 重 ） の 取 組 で は 横断幕を
持って大きな声援をおくり、見事押し倒しで北磻磨
（山響）を下し、勝ち越しを決めました。
会議所の事業としては初めての相撲観戦ツアーでし
たが、千代の国関を皆で応援し、国技の相撲を生で観
戦し、伝統と相撲の奥深さを肌で感じることができま
した。

金融理財部会

総会並びに視察研修会を開催 ７月20日㈬

融参加者15名にて、総会並びに視察研修会を兼ねて、
愛知県西春日井郡・名古屋市へ出向きました。
車中では総会を開催し、平成27年度事業報告並びに
収支決算報告、平成28年度事業計画（案）並びに収支
予算（案）が審議され、それぞれの議案が承認可決さ
れました。
視察研修では、西春日井郡にある「三菱重工名古屋
宇宙システム製作所史料室」を訪れました。県営名古
屋空港に隣接する同製作所小牧南工場は、国内航空宇
宙開発の一大拠点となっており、昨年注目を集めた
MRJの最終組み立てラインが工場の一角におかれて
います。
（工場内の一般見学は不可能ですが、現在一
般向けの見学施設の整備が進められているとのことで
す。
）
今回は、敷地内に開設されている史料室を見学し、
1920年から続く航空技術の変遷や航空機の歴史や会社
概要等について詳しく説明していただき、希少な史料
を拝見しました。国内に２機しかない零戦の復元機
を間近で見学し、またビジネス機で成功をおさめた
MU-2のコックピットに入り、操縦体験をするなど貴
重な体験ができました。
午後には、平成31年３月をもって閉館が予定されて
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三菱重工名古屋宇宙システム史料室にて

おります名古屋ボストン美術館（米国ボストン美術館
の優れたコレクションを紹介する国内唯一の施設）を
訪れ、開催中の～ルノワールの時代 近代ヨーロッパ
の光と影～展を鑑賞しました。
参加者一同、大いに見聞を深めるとともに、和やか
に交流・懇親を深め、有意義のうちに視察研修を終え
ることができました。

女性会だより 上野商工会議所女性会創立50周年記念事業
上野商工会議所女性会創立50周年記念式典・記念講
演・祝賀会を上野フレックスホテルにて開催させてい
ただきました。
三重県下女性会・女性部の皆様、ご来賓の皆様160

女性会会員のみなさん

６月28日㈫

名にご参加頂き無事終える事ができましたこと、心よ
りお礼申し上げます。ありがとうございました。思え
ば、４、５年前より準備に入り、１年前から実行委員
会を立ち上げ、皆で役割を持って進んでまいり、本番
を迎える事ができました。
当日は、沢山の会員さんにご出席していただき、ご
参加の皆様におもてなしの心で接していただき、本当
に皆様ご苦労様でございました。
反省すべき事は多くありますが、女性会の皆様が一
丸となって成功させようという思いで取り組めた事は
私にとって忘れられない行事となりました。これから
もこの素敵な女性会の行動と発展がずっと続く事を
願ってやみません。又、色々とご尽力いただいた皆様
に深く感謝申し上げます。ありがとうございました。
創立50周年記念事業実行委員長 森西博美

青年部だより 平成28年度東海ブロック商工会議所青年部連合会親睦交流会
平成28年度東海ブロック商工会議所青年部連合会親
睦交流会を上野商工会議所青年部（以下、上野YEG）
主管で伊賀市内各地にて開催しました。参加者はバス
釣り、麻雀、サッカー、ゴルフ、伊賀焼陶芸体験、モ
クモク体験視察の６つのコースに分かれ、スポーツや
物づくり体験を通して東海ブロック内の他単会の方々
との交流を深めていただきました。そして夜はモクモ
クファームのPaPaビアレストランを貸し切り、懇親
会を開催しました。懇親会では各コース別に席を分け
ることで同じ体験をした仲間として友好を深めやすく
し、各コース優勝者の発表や本年度の東海ブロック大
会岡崎大会の告知などもあり、大いに盛り上がりました。
金曜日という平日にも関わらず合計205名の東海
ブロックのメンバーにご登録いただきました。上野
YEGメンバーも何か月も前から準備をし、当日もス
タッフとしてホスト役に徹しながらも他単会の青年部
の方々と親睦を深めることができました。
青年経済人として伊賀地域以外のYEGの方々と交流
を深めることで自分たちがより成長し、その熱意を
持って伊賀地域の発展に貢献していきたいと思います。

東海ブロック大会

東ブロ戦隊

岡崎大会PR

参上！
！

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

059−354−9971
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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

合同就職セミナー（U・J・I ターン）開催のご案内

大学生・短大生・専門学校生及び未就職者等を対象に
『合同就職セミナー（U･J･I タ－ン）』を開催いたします。
日
場

時

平成28年９月２日（金）

所

PM １：00 ～４：00
上野フレックスホテル

（伊賀市平野中川原544－2）
参加企業
約40社
※参加企業につきましては、当所ホームページ
へ掲載させていただく予定です。

誰にでもわかる・誰にでもできる

主
後

この機会に是非ご参加ください
催

伊賀市・上野商工会議所・

援

名張商工会議所・伊賀市商工会
三重学就連

お問い合わせ先
上野商工会議所（三重県伊賀市上野丸之内500）
TEL（0595）21－0527
URL http://www.iga-ueno.or.jp/
E-mail info@iga-ueno.or.jp

簿記教室のごあんない

小規模個人事業所の事業主並びに従業員（家族従業員を含む）を対象に実務簿記教室を開催
いたします。
事業を営む上で、簿記は重要不可欠なものです。時代が変わっても、簿記の仕組みは変わり
ません。一度習得すれば一生自分の財産となるものです。
是非、この機会に簿記を習得され、経営の合理化や税務申告等、企業発展の指針として活用
されてみてはいかがでしょうか。
日

場

時

９／５㈪ ６㈫ 12㈪ 13㈫ 16㈮
計５日間
（各日とも午後７時〜９時まで）
所 上野商工会議所
（ハイトピア伊賀３F応接会議室）

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 ９月10日
（土）13：30 ～ 16：30
名張産業振興センターアスピア４階
10月８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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講
師 税理士 安屋敦史先生
受 講 料 １名 2,000円（テキスト、
資料代含む）
定
員 20名
（申し込み先着順にて締め切り）
申込締切 ８月29日（月）
※受講者は電卓、筆記用具をご持参下さい。

決算・申告実務研修会
日

時

平成28年９月14日（水）
13：30 ～ 15：00（予定）

場

所

名張市南町822-2
名張産業振興センター・アスピア

内

容 「わかりやすい会社の決算・申告の実務」について

講

師

受講料

上野税務署

法人課税部門

上席国税調査官

法人会員・上野商工会議所会員（無料）
その他は、2,000円（事前申し込みが必要）

主

催

一般社団法人伊賀法人会
伊賀市上野丸之内500
電話24-5774

共

催

ハイトピア３階

FAX24-5796

上野商工会議所・名張商工会議所

伊賀連携フィールド2016年度
忍者・忍術学講座「現代スポーツの常識にはない武術の身体運用法」
講師

7月16日、私は三重大学の山田雄司教授の御依頼
で、初めて伊賀上野を訪れて、私の武術の実演と解
説を行なった。これは忍術に関連してのお招きで
あったので、冒頭は私が約半世紀にわたって研究し
てきた手裏剣術の解説と実演。私の手裏剣術は、幕
末に成立した根岸松齢を開祖とする根岸流手裏剣術
の四代目、前田 勇師範に教伝を受け、前田師範から
「君はこれを元にして甲野流を創れ」とのお勧めをい
ただき、ずっと私なりに研究してきたものである。
その結果、針形と分類される八角形先太のミサイ
ルのような形をした剣を、直打法という剣を1/4回
転以上は回転させない打ち方で、ごく近い半間（90
センチ）くらいから6 〜 7間（11 〜 13メートル）の
距離までを、同じ重心の剣を同じ掌の位置に持って
打つ事が可能になったのである。

７月16日㈯

甲野善紀（松聲館）

今回は、この手裏剣術の演武を皮切りに、柔道の
組み手争いなどの際、柔道の常識にはない、こちら
が相手に向かって出した手を払おうとした相手が、
逆に崩れる技術や、
「角成りの手」
「旋段の手」といっ
た手指を特殊な形にすることで、上腕を下から上げ
るのを崩したり、座り込んでいる人を片手で立たせ
たりといった誰もが覚えやすい技も何人かの方々に
体験していただいた。
その他、「ヒモトレ」という、太さ6ミリほどの丸
紐を、軽く臍の高さの胴回りや腰、胸などに巻くこ
とで自然と身体のさまざまな部位がつながって強化
されることの実演も行ない、最後に真剣（日本刀）
は一般的には竹刀よりも重く、変化させにくいと思
われているが、実際は竹刀よりも迅速に変化させら
れる実演も参加者の方々に観ていただいた。

伊賀ぶらり体験博覧会「いがぶら」2016
10/1（土）〜12/4（日）開催！
！

第 3 回「いがぶら 2016」が今年も秋に開催されます！伊賀に住んでいても、知っ
てるようで知らなかった「伊賀のいいところ」を再発見・再確認していただけるよう
な、伊賀の魅力が詰まった体験プログラムを、今年は 112 個ご用意いたしました。
定番になりつつあるものや、初登場のものなど、市民の方々はもちろん、伊賀市外
の方にも楽しんでいただける内容となっております。
ご家族やご友人などと、伊賀の
秋をお楽しみいただき、伊賀にハマってください♪

【予約受付開始日】
・電話予約 ：9/5(月) 午前10時〜
・Web予約：9/6(火) 正午〜

【いがぶら事務局】
・伊賀市観光戦略課
TEL：0595-22-9670
・㈱まちづくり伊賀上野

公式サイトURL：http://igabura.com

TEL：050-5204-2828
上野商工会議所ニュース
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8

上野銀座通りおよび本町通り周辺 歩行者天国

楽市楽座

21

（日）

雨天決行

正午〜午後 9 時

（警報発令時は中止する場合があります）

周辺商店街や地元企業によるブース、県内外からのフリーマーケットが一堂に集まる「楽市」！
ストリートパフォーマンスやステージイベントなどを行う「楽座」！！
当会議所・青年部も参加し、来場者出展者みんなで楽しめるお祭りです。
主催：市民夏のにぎわいフェスタ2016実施委員会 後援：伊賀市・上野商工会議所 問合せ：0595‑21‑0527

8

上野運動公園周辺

27

雨天決行・荒天中止

午後8時30分〜午後9時30分

伊賀市市民花火大会

（土）

主催：伊賀市市民花火大会実行委員会

問合せ：080‑9494‑1519

< 駐車場・交通規制図 >

周辺駐車場
① 上野キヤノンマテリアル㈱駐車場

P
P

伊賀上野マップ

有料駐車場
無料駐車場

２80台
至大阪･奈良

５0台

③ 伊賀上野武道館駐車場
④ テニスコート向側駐車場

１５0台

⑤ 市営城北駐車場

３０0台

⑥ だんじり会館駐車場

５0台

⑦ 上野公園駐車場

５0台

⑧ 市営市庁舎駐車場（第１・第２）

にい

P②

１80台

伊賀上野武道館駐車場

１00台 21日のみ

⑪ 三重県伊賀庁舎臨時駐車場

１５0台 21日のみ

８/27㈯

ドラッグストア

●

● 伊賀市消防本部

中心市街地推進課
☎22-9825

本町通り

三之町通り

８/21㈰

三重交通
（株） ☎66-3715

中之立町通り

午後6:00〜10:00

西之立町通り

規制区間 伊賀上野大橋南詰〜運動公園南詰間

R368

８/27㈯ 伊賀市市民花火大会

ふれあいプラザ

二之町通り

西コース：ふれあいプラザ前、中町、西町
東コース：片原町、広小路駅前、農人町、西町、中町、ふれあいプラザ前

☎22-9620

上野天神宮

ひろこうじ

中瀬I.C.

鉄道
伊賀

【問合せ】交通政策課

〒

●

西コースは公園口〜西大手交差点経由となります。
東コースは赤坂経由となります。

運休
停留所

P⑨

うえのし
ハイトピア伊賀
（上野商工会議所）●

にしおおて

外回り循環「終日迂回運行」

市営白鳳門駐車場

丸之内交番●

銀座通り

北回り循環
「終日通常運行」

⑧P

P

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

⑥ P だんじり会館

伊賀市役所駐車場

⑩

上野支所振興課
☎22-９６３３

8月２1日（日）上野コミュニティバス「しらさぎ」
内回り循環
「終日運休」

P

名阪国道

上野公園駐車場 ⑦
崇広中学校臨時駐車場

川

商工労働課
☎22-9669

● コンビニ

谷

規制区間 本町通り・銀座通り・中之立町通りの一部

午前10:00〜午後10:00
上野商工会議所
☎２１-０５２７

矢

P⑤

市営城北駐車場

問合せ 市民夏のにぎわいフェスタ２０１６実施委員会

の区間

P③ P④

伊賀
鉄道

交通規制のお知らせ

運動公園
伊賀一宮I.C.

※ 駐車場内でのトラブルにつきましては、一切責任をおいませんのでご了承ください。
※ 当日は、道路の混雑が予想されますので公共交通の利用にご協力ください。

の区間

至名古屋

テニスコート向駐車場

⑩ 崇広中学校臨時駐車場

８/21㈰

至名古屋

P①

上野キヤノンマテリアル㈱駐車場

㈱LIXIL上野事業所駐車場

２２台

⑨ 市営白鳳門駐車場

JR西日本関西本線

いがうえの

８0台

② ㈱LIXIL上野事業所駐車場

（午後３時から大型車両通行規制）

三重県伊賀庁舎
臨時駐車場

⑪ P 21日のみ

友生I.C.

かやまち
恵美須神社

問合せ 伊賀市市民花火大会実行委員会 ☎080-9494-1519
愛宕神社
至大阪
奈良
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同時開催

8月21日

12：00〜21：00
上野シティホテル北側駐車場

ンプラ
タ

ー
リ

ス

（市民夏のにぎわいフェスタ2016会場内）

景品GET!!
※1人1回限り

伊賀連携フィールド2016年度

上野商工会議所地域活性化事業
本町通り

㈱ミルボン
上野ガス㈱
上野都市ガス㈱
中外医薬生産㈱

（一社） 三重県屋根
三重県 工事業組合
建築士会 連合会

Ｎ

三晃工業㈱

三重大学
伊賀研究拠点
㈱ナベル

中部電力㈱
伊賀営業所

BUNTO
ステージ

出展企業名

出

展

内

BUNTOステージ
森香
道上さとみ
まえちゃん印
吉村ビソー
花垣 亮志
ダニエル浅田
三重のあんでぃ。
仲山 佳
ogurock
のらりくらり
キャプテンブルース

上野印刷㈱

ゆめぽりす伊賀
立地企業連絡会

㈱石井工作所

西ざわ笑店
馬場建具店

近畿大学 （休憩処） クローバーガーデン
工業高等
専門学校 景品交換所 スマイルウッド(同)

休 憩 用 ベン チ

ブースを廻って
スタンプを集めて

伊賀の産業展

容

スマイルウッド（同）

杉を使った木工ワークショップ（マステカッター等）と作品の展示。

近畿大学工業高等専門学校

マグロロボットやかわいらしいロボットによるパフォーマンス。学校案内と入試案内。

中部電力（株）伊賀営業所

エネルギーパネル展示、
スポンジボール工作教室、
カテエネPR
（当日入会特典あり）

西ざわ笑店

暑い夏のスタミナ食！揚げたて"コロッケ・唐揚げ・カレーパン"を提供！！

三晃工業（株）

太陽光発電システムのモジュールの展示及び設置写真パネルの展示。定置型蓄電池サンプルの展示。
（※カキ氷販売）

クローバーガーデン

好きな形にリースを作って、花飾りと「アロマ」芳香剤づくり。

（株）ミルボン ゆめが丘工場
中外医薬生産（株）
（株）ナベル

頭髪化粧品の展示と紹介。ミニサンプルの配布。
医薬部外品の販売。暑い夏を中外医薬のドリンクで乗り切ろう！
ソーラーパネルの展示、実演及びジャバラ展示。お子様向けゲーム。

上野ガス（株）・上野都市ガス（株） ガスでできる節電・停電対策や防災用ガス機器の展示。無料のお子様向けゲーム。
三重大学伊賀研究拠点

伊賀研究拠点での展開事業、研究のパネル展示と、体験型科学実験教室「ジャンボピコピコカプセル」作り

馬場建具店

匠の作品展示と「木製コースター」づくり。

（株）石井工作所
上野印刷（株）

船舶用ポンプパネル展示と子ども用プールで模型の実験。
伊賀流忍者グッズ販売＆
「似顔絵描きコーナー」
協

（社）三重県建築士会
ゆめぽりす伊賀 立地企業連絡会

力

団

体

建築士会のＰＲ＆親子で楽しめる「光るどろだんご作り」
（先着３６名様限定）
企業ＰＲ・求人募集

三重県屋根工事業 組合連合会 ・屋根材、主に粘土瓦の展示ＰＲ ・粘土型抜き体験

䚭㜭≚䜯䝥䝭シ⨠

䚭䜨䝝䝷䝌㆑ങ

䚭䜿䜱䝩䝮䝊䜧䜻䜽䝊䝤

䚭᪃シ㆑ങᴏຸ

䚭㜭≚ᑊ➿

䚭ಕ㝜⌦ᗉᴏຸ

䚭䛚┞ㄧ䝿䛐ず✒䜐↋ᩩ䟵䚭䛐Ẵ㍅䛱䛐ᑖ䛳ୖ䛛䛊䚯
㔔┬㈙ᕰけ᪺ᑈ622␊ᆀ䛴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！
！

伊賀市上野西日南町1762
TEL・FAX 21‑1126

一乃湯
伊賀上野の城下町に風呂屋の「ゆ」の暖簾はなんとも良く似合います。
風呂屋の全盛期（昭和30年代〜40年代前半）には上野の高台と呼ばれる旧町に
18軒もの風呂屋が町の人々の暮らしと共に存在していました。
ご年配の方は馴染みの風呂屋を「◯◯町の◯◯湯」と３、４軒は口を突いて出
て来るはずです。
今、上野で営業している風呂屋は、愛宕町の「池澤湯」と西日南町の「一乃湯」
この２軒だけです。
家の内風呂があるのが当たり前になり、利用者が減りつづける事を「時代の流
れ」と先輩方は口にします。しかし時代に対応出来なかったこちら側にも原因は
あります。
今の平成の時代に私が皆さまに提案するのは「暮らしに銭湯がある事で少しだ
け日常が豊かになる」と言う事です。
例えば、風情を楽しむ
下駄を履いて銭湯通いとか…お気に入りの風呂敷に着替えを包んで銭湯通い
とか…ひとりの時間を楽しむ銭湯とか…家族でたまに銭湯にとか…近くだけれ
ど旅気分で銭湯とか…
今は少数派の「風呂屋の大好きな人達」の為に空間をしつらえて、お湯を仕込
みます。それで風呂屋が存在する事が出来れば、それで良いのです。
風呂屋は人々の暮らしに寄り添い共に存在します。

伊賀上野の城下町に風呂屋が存在することで皆さまが「ほんの少しだけ豊かに」暮らせたら幸いです。

上野商工会議所

会員の動き

会員 ひろば

あなたのお店・事業所をPRしてみませんか？

会員ひろばに掲載させていただく事業所
を募集しています！会員事業所１回無料で
掲載できますので、ＰＲにご活用ください。
ご希望の方は、お気軽にお申し出ください。

商工業者数

H28年6月末会員数

組織率

2,771件

1,490件

53.77%

会報チラシ折込サービス
上野商工会議所会報に、お店・サービスのＰＲ
チラシを同封し会員事業所・官公庁関係機関にお
届けします。
料金（税込・1800部）
Ａ４版（１枚）
20,000円
Ｂ４・Ａ３（１枚） 30,000円
会報発行日 毎月５日発刊・発行（予定）
（新年号は除く）
詳しくはお問い合わせ下さい。
問合せ先
TEL 0595‑21‑ 0527
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部会活動ご案内 ぜひご参加ください
社会文化部会

〜何かいいことがありそう！
交流の場が広がります〜

工業部会

法律無料相談〜お困りごとはありませんか〜
法律に関する悩み等の無料相談会を下記の日程で
開催します。相談内容は他に知られることがあり
ませんので安心して相談にお越しください。
相談をご希望される方はお電話でお申込み下さい。
法 律 相 談

９月21日（水） 11月16日（水）
（奇数月・第３水曜日） 午前10時〜午後３時まで
司法書士相談 ８月10日（水） ９月14日（水）
（毎月・第２水曜日） 10月12日
（水）
午前10時〜午後３時まで
行政書士相談 ９月７日
（水） 10月５日（水）
（毎月・第１水曜日） 午前10時〜午後３時まで
場 所 上野商工会議所 相談室
お問い合わせ・申込み TEL 21‑0527

『新入社員及び若手社員研修会』
日 時 ８月24日（水）
13時30分〜 16時30分
場 所 ゆめテクノ伊賀
（伊賀市ゆめが丘1‑3‑3 TEL41‑1061）
対象者 新就職者及びそれに準ずる方で高卒〜 25
歳ぐらいまでの方で、企業人、社会人と
しての更なる自覚を心がけてほしい社員。
講 師 ①「伊賀の伝統と産業」
長谷製陶㈱ 会長 長谷 優滋 氏
②「新入社員へのアドバイス」
上野都市ガス㈱ 中井 茂平 氏
会 費 無料

３級簿記検定対策講座
11月20日
（日）
実施の第１44回日商簿記検定試験に向けて、対策講座を開講いたします。
初めて簿記を学ばれる方、経理担当の方、独学で勉強されている方等、是非この機会に
ご受講ください。一緒に合格をめざしましょう！
！

○日

程

全13回

9月

27日（火） ３０日（金）

10月

4日（火） ７日（金） １１日（火） １４日（金） 18日（火） ２１日（金） ２８日（金）

１１月

1日（火） ４日（金） ８日（火） １５日(火)

○時

間

19:00〜21:00

○場

所

上野商工会議所（ハイトピア伊賀３階）

○ 受講料
お問合先

10,000円（別途テキスト代）
上野商工会議所
TEL：0595-21-0527
FAX：0595-24-3857

◇第144回日商簿記検定試験
平成28年11月20日（日）施行
検定申込期間

９月12日(月)〜
10月21日(金)

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

8月・・・ 3日・19日
9月・・・ 7日・16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

2016.8.5｜11

お店とまちのファンをつくる！
第３回まちゼミ 参加店募集のご案内
「まちゼミ」とは、商店街のお店の店主やスタッフが講師となり、
各お店の専門的な知識や技術、コツなどを無料で紹介する少人数制
のゼミナールです。お店の存在や特徴、店主のこだわりや人となり
を知っていただくとともに、お店とお客様との交流を通じ、信頼関
係を築くことで、お店のファンづくりを推進する取り組みです。
◆第３回まちゼミ募集内容◆
◇実施期間
（予定） 平成29年２月初旬〜３月初旬の約１ヶ月間
（この期間で参加店のご都合の良い日時、何日でもOK）
（所要時間は30〜90分程度で各店舗が設定）
◇そ

の

（コミック・文庫除く）

『老いも病も受け入れよう』
新潮社

泣き童子

三島屋変調百物語参之続

（KADOKAWA）

村上海賊の娘

病になっ

脊椎圧迫骨折で入院中にガンが見つかり摘出手

第１巻

（新潮社）

村上海賊の娘

瀬戸内寂聴94歳、はじめての闘病記
てわかった元気と長寿の秘訣とは?
術。

半年間寝込んでもすっかり元気に復活された、
寂聴さんの力の源はどこにあるのか?

第２巻

（新潮社）

植物図鑑
（幻冬舎）

夢幻花
（PHP研究所）

12｜上野商工会議所ニュース 2016.8.5

泣くほどの痛みに苦しんだ闘病生活、リハビリ
と日常生活、毎日の食事など、94歳でなお書き
続けられる、若さと長寿の秘訣を初めて綴ります。
老いも病も前向きに乗り切る力が湧いてくる一
冊です。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

８・９ 月 主 な 事 務 局 行 事

今月のおすすめの１冊

８月

２日・第２回商工会議所専門スタッフ研修会
（津）

日・青年部例会

５日・県連第１回職員研修会（津）

日・青年部三役会、役員会

・伊賀の産業展２０１６

⑤

21 17 10
日・市民夏のにぎわいフェスタ２０１６

④

日・異業種交流懇談会視察研修旅行（大阪）

③

日・正副会頭会議

②

23 22

ベストセラー紹介
平成28年6月10日〜7月10日集計 提供 コメリ書房 上野店

①

日・工業部会新入社員および若手社員研修会

日・交通運輸部会役員会

日・県下専務理事会議（四日市）

日・伊賀市市民花火大会

日・常議員会議

振興推進協議会

日・第３回伊賀地域みえ中小企業・小規模企業

31 30 27 26 25 24

・伊賀市まち・ひと・しごと総合戦略説明会

９月

２日・東海ブロックＹＥＧ第６回役員会・会員総

周年記念事業

25

会・会長会議（岡崎市）

・県女連総会（津）
・津会

29

回ＹＥＧ東海ブロック大会岡崎大会

（岡崎市）

３ 日・ 第

13

日・工業部会役員会

周年記念実行委員会

50

・第３回女性会役員会

21

・女性会

・青年部三役会、役員会

29

詳細は折り込みちらしをご覧ください。
日・異業種交流懇談会研修会

・ 第 回全国商工会議所女性会連合会徳島総会

48

28

日～ 日

授与式

日・伊賀ブランド推進協議会臨時総会・認定証

30

他

