上野 商工会議所

ニュース

UENO CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY NEWS

〜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

西大手町外堀付近

外堀に架かる京口橋と太鼓櫓
現四十九町並木付近

昭和初期の四十九街道

2016.

今月のTopics
上野商工会議所役員・議員改選のお知らせ…………… 2,3
上野商工会議所地域景況調査について………………… 8

9

平成28年9月5日発行 第469号
発行所

上野商工会議所 〒518−0873 伊賀市上野丸之内500番地
ＴＥＬ 0595−21−0527 FAX 0595−24−3857
発行人 専務理事 木 戸 博 URL http://www.iga-ueno.or.jp/
E-mail:info@iga-ueno.or.jp

上野商工会議所役員・議員改選のお知らせ

平成28年度は３年に一度の

上野商工会議所役員・議員
改選の年です

上野商工会議所役員・議員は、平成28年10月31日をもちまして、３年間の任期が満了となります。このため、
本年９月から10月にかけて次期（平成28年11月１日～平成31年10月31日）役員・議員の選任を行います。
役員・議員は商工会議所会員の代表として、商工会議所の運営について意思決定を行う重要な役割を担ってい
ます。そこで、議員選挙・選任、役員選任の仕組みについて、わかりやすく解説します。
会員の皆様には、議員選挙・選任、役員選任が円滑に行われますよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

議員とは？

議員は、商工会議所会員の中から代表として選
ばれ、最高意思決定機関である議員総会の構成員
として、商工会議所の運営にあたる100名のこと
です。商工会議所は、地域総合経済団体ですので、
地域経済界の代表的な立場にあると言えます。

役員の選出とは？

現在の役員（会頭・副会頭・常議員・監事・専
務理事）につきまして、本年10月末日をもって
任期満了となります。新役員は10月31日に開催
する、臨時議員総会において選任されることにな
ります。
【会 頭】
議員総会において、会員のうちから選任
します。会頭は、商工会議所の代表です。
【副会頭】
議員総会の同意を得て、会頭が会員のう
ち３名を選出します。副会頭は会頭を補
佐します。
【常議員】議員総会において、議員のうちから33
名を選出します。役員として、機動的な
意思決定と商工会議所の事業運営を図り
ます。
【監 事】
議員総会において、会員のうちから３名
を選出します。監事は、商工会議所業務
や経理を監査します。
議員総会の同意を得て、会頭が選任しま
【専務理事】
す。専務理事は、会頭及び副会頭を補佐
し、事務局を統括します。

１〜３号議員とは？

◆１号議員（定数50名）
会員のうちから立候補し、会員及び会員以外の
特定商工業者の投票により、会員の中から選出さ
れる会員全体の代表です。１号議員の立候補につ
いては、会員本人が立候補する方法と他の会員を
「推薦」して立候補する方法とがあります。
選挙投票日
選挙の資格
立候補資格
立候補受付

10月20日（木）
平成28年9月1日現在の会員
会費及び特定商工業者負担金納入者
選挙権を有する会員
10月７日（金）〜10月13日（木）

◆２号議員（定数35名）
業種別に分類した９部会から、部会ごとの割当
数に基づき、選任される議員です。各部会の議員
割当数は各部会の会員数や会費額等によって決め
られます。業種別の立場の違いや、業界の共通意
見を、会議所運営に反映させるための部会（業界）
の代表です。
選 任 方 法 各部会割当の議員を選任
部会開催日 ９月26日〜10月７日
上野商工会議所 ９部会
商業部会
交通運輸部会
工業部会
サービス部会
食品工業部会
社会文化部会
建設業部会
観光部会
金融理財部会
常議員会で決定された割当数に従って部会総会
を開催し、選任されます。
◆３号議員（定数15名）
業種・業態・地域等のバランスを考慮し、総合
的な見地から商工会議所の組織運営上、欠かすこ
とのできない議員として選任されます。
選任方法
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会頭が常議員会の同意を得て選任

議員選挙・選任の方法とは？

議員の任期は３年です。会員の代表として均衡
の取れた構成となるよう、１号議員・２号議員・
３号議員の３種類が定められ、３年ごとに選挙・
選任が行われます。
選出方法はそれぞれ異なりますが、議員の資格
に違いはありません。

会員の選挙権・選任権とは？

各号議員は、会員を代表して選挙選任されるた
め、会員には選挙選任する権利と選ばれる権利が
あります。この権利を行使する会員の資格として
◦上野商工会議所の会員で、28年度前期分まで
の会費を完納された方
◦特定商工業者で28年度特定商工業者負担金を
納入された方
が条件となります。

２号議員選出の部会開催日程

部会名

商
工
食
建
金
交
サ
社
観
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設
融理
通運
ービ
会文

業
業
業
業
財
輸
ス
化
光

開催日
９ 月27日（火）
10月 ４ 日（火）
９ 月28日（水）
10月 ７ 日（金）
10月 ７ 日（金）
10月 ５ 日（水）
９ 月27日（火）
９ 月27日（火）
10月 ３ 日（月）

時 間
午前11時
午後３時15分
午後２時30分
午後２時
午後３時30分
午後２時
午後５時30分
午後２時
午後７時30分

※会員の皆様には、それぞれ所属いただいており
ます部会毎にご案内いたします。是非ご出席く
ださい。

上野商工会議所 議 員 選 挙 並 び に 選 任 の 日 程
区

分

２号議員（35名）選任

月

日

９. １
９. ６
自 ９. ９
至 ９.15
９.21
自 ９.26
至10. ７
10. ７
10.13
９. １
９. ６
自 ９. ９
至 ９.15
９.21

１号議員（50名）選任

３号議員（15名）

実

施

事

項

部会別会員名簿調製開始
部会別会員名簿縦覧期間公示
名簿縦覧及異議申立
部会名簿確定
選任議員数割当を決定し、部会長に２号議員選任方を通知
各部会ごとに2号議員選任
2号議員の選任終了
当選人決定通知と公示
選挙人名簿調製開始
選挙人名簿縦覧期間公示
名簿縦覧及異議申立

10. ７
10.13
10.17
10.18
10.20
10.21
10.24

選挙人名簿確定
選挙執行公示
立候補及推薦届出受付開始
立候補及推薦届出締切（午後４時）
立候補辞退期日（午後４時）
立候補者資格審査
選挙投票（開票は即日）
当選人決定通知と公示
当選人職務者の届出

10.26
10.26

議員の選任
議員選任通知と公示
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市民夏のにぎわいフェスタ2016

８月21日
（日）

「市民夏のにぎわいフェスタ2016」が銀座通り、本町通りで開催されました。約５万人が暑い夏のひと時を過
ごしました。通りには180ブースが軒を連ね、４ヶ所に設けた特設ステージでは、ダンスや音楽、ヒーローショー
などで大変賑わいました。ハイトピア伊賀前に設けたあおぞらステージでは、ダンスパフォーマンスが行われ、
「よ
さこい伊賀の乱」などが、力強い踊りで多くの観客を魅了しました。
伊賀上野シティホテル北側駐車場においては、地域の活性化事業として「伊賀の産業展」を開催しました。伊
賀地域をリードする企業13社、５団体が出展し、それぞれの企業ＰＲ並びに製品の販売を行い、伊賀市の製造業
を中心とした情報発信の場を創出することができました。今回も出展企業のブースを多くの方にまわっていただ
くため、スタンプラリーを実施し、300名の方々に参加いただきました。
８月27日には服部川河川敷にて伊賀市市民花火大会が実施され、約1600発の花火が真夏の夜を彩りました。
2006年から2015年まで一般社団法人伊賀青年会議所が主となり行われてきましたが昨年で終了となり、今年は伊
賀市市民花火大会実行委員会を立ち上げ、無事終了する事ができました。沢山の皆様よりご協賛・ご協力を賜り
ましてありがとうございました。

天神前ステージ
伊賀の産業展会場の様子
【産業展】あいさつする木津会頭

たくさんの人で賑わう様子

伊賀の産業展ブースの様子

青年部

文都ステージ

市民夏のにぎわいフェスタ2016協賛事業

（場所：上野銀座通り

志摩パール駐車場）

8月27日

夏の夜を彩った花火大会

YEGバブルウォーク

市民夏のにぎわいフェスタ2016に参加させていただき、YEGバブルウォークを開催致しました。これは、
直径２ｍのビニール製のボールに入り濡れることなく水上で自由に動き回ることのできるものです。子供た
ちは普段体験できない不安定な水の上を思いっきり走ったり、転がった
りと制限時間２分の間、目いっぱい楽しんでいただきました。
また、
飲食ブースには、昨年好評でしたシャリチュー（かき氷をチュー
ハイに入れたもの）、かき氷、生ビール、ラムネ等のソフトドリンクに
今年はぐるぐるウインナー、長さ90㎝の特大ぐるぐるウインナー、焼
きそばにお客様自身で世界の珍しい調味料をトッピングしていただく
world wild 焼きそばの販売を実施致しました。
猛暑の中、フェスタにお越しいただいた方、体験していただいた子供
たちの楽しそうな笑顔を見ることができ、参加者一同有意義な事業を終えることができました。
最後に、当日までの準備から翌日の片づけ清掃まで、頑張っていただいた青年部のみなさんに感謝いたし
ます。お疲れさまでした。
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会議所の動き
そろばん体験講座 ７月30日㈯・８月27日㈯
日珠連上野支部の先生方による、そろばん体験講座
を２日間にわたり開催し、40名の方が参加しました。
そろばんを使うと、数字に強くなり計算が早くなる、
右脳が鍛えられ、集中力・記憶力・判断力・忍耐力な
どがつき、脳のトレーニングになります。先生の親切
な指導により、初めてのそろばんやフラッシュ暗算を
楽しく体験していただきました。
〈体験された子供の親御さんからの感想〉
幼稚園から公文へ行かせていたが、そろばんも習え
ば良いかと思って体験させていただきました。そろば
んにさわるのも始めてでしたが、子供達はとても楽し
かったようです。将来塾へ通うことも考えています。

先生方のていねいな指導による体験講座

夏休み親子でおもいでサポート講座開催 ８月６日㈯
今年で３回目となる小学生を対象とした「夏休み親
子でおもいでサポート講座」を開催。毎年教育委員会
を通じて参加を呼び掛けるチラシを配布。組子細工（馬
場建具さん）、木工工作（スマイルウッドさん）を講
師に迎え、鉛筆立て・小物入れ、木製ビー玉迷路作り
を親子で楽しんでいただきました。
また、日根野ちよ子さんによる集中力アップ等の体
操コーナーも取り入れました。
その後、ミニミニコンサートでは、ピアノ（澤しの
ぶさん）＆エレクトーン（渋木美華さん）の演奏でア
ニメやテレビソングのポピュラーな曲目に皆さん聞き
入っていました。親子約50名が参加し、楽しい夏休み
のひとときを過ごしていただきました。

親子で木工教室を楽しむ様子

異業種交流懇談会 『視察研修旅行』開催

８月22日㈪

異業種交流懇談会（岡森久剛座長）の８月例会とし
て毎年恒例の視察研修旅行を実施致しました。今回は
11名が参加し、大阪市立阿倍野防災センターを訪問致
しました。同館は、震災発生時の模様をバーチャルな
機器や迫力あるセットによりリアルに再現し、災害時
に身を守るための行動を体験学習できる施設です。
スタッフの方による案内の下、火災の発生する室内
からの避難、消火器を用いた初期消火や応急救護の方
法など安全を確保するための一連の流れをご指導いた
だきました。また、起震装置により1995年の阪神大震
災を再現した震度7の揺れを体感させていただきまし
た。いつ遭遇するか予測できない災害にどう備えるべ
きか、参加者一同見つめ直していく良い機会となりま
した。
本会は企業の中心を担う若い会員が集い、毎月の例
会を通して経営感覚を高め合うことで、
「相互の連携
を強化することにより、企業経営の円滑化及び活性化
に寄与し、もって地域経済の振興に資する。
」という

目的のもと活動しております。現在19名の会員が参加
しており、新規の入会も随時募集しております。入会
ご希望の方は、上野商工会議所事務局（TEL0595-210527）までお問い合わせ下さい。

阿倍野防災センターにて
上野商工会議所ニュース
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会議所の動き
工業部会 『新入社員及び若手社員研修会』開催
当所工業部会の主催により、
「新入社員及び若手社
員勉強会」を開催致しました。今回で13回目を迎え、
会員事業所16社から49名の若手社員が参加しました。
本年は、長谷製陶㈱会長の長谷優磁様と、上野都市ガ
ス㈱代表取締役社長の中井茂平様（上野商工会議所工
業部会長）の２名よりご講義をいただきました。
長谷様からは、伊賀焼製品の生産に長年携わった経
験を踏まえ、
「ものづくりにはお客様の意見に耳を傾
ける姿勢が不可欠」
「すぐに自分はもう一人前だと思
わず向上心を持ち続けよ」など、これからの伊賀を
支えていく若者へのエールを込めてお話いただきました。
中井様からは、職場で起こりうる周囲との摩擦に関
するお話を中心に、
「ズレ」というキーワードを用い
てご講義いただきました。新入社員に対しては、まず
は他人との「ズレ」を認識しよう、そして相手への思
いやりをもって行動することを心がけよう、というア
ドバイスをいただきました。
以上の講義を踏まえ、研修の後半では「職場におけ
る人と人とのズレを見つけよう」をテーマにグループ
食品工業部会 『視察研修』開催

８月24日㈬

長谷優磁様の講議

ディスカッションを行いました。今回参加した若手社
員の皆様におかれましては、他業種で働く同年代の
方々と交流を深めながら、企業の未来を担う一員とし
ての意識を高めるきっかけを得られる場となったので
はないかと思います。

８月25日㈭

当所食品工業部会の視察研修を開催し、10名の方に
ご参加をいただきました。

今回は、「お豆腐屋さんを知るツアー」ということ
で愛知県高浜市にございます㈱おとうふ工房いしかわ
へ工場見学に行きました。見学時には、お豆腐が作ら
れる工程等についてビデオにて説明いただき、実際に
作られている現場を窓越しより見学させていただきま
した。 皆さんが普段食べているお豆腐がどのように
できているのかを、学んでいただけたかと思います。
また「旨い、安全、安心」 国産大豆100％の豆乳をに
がり寄せ。この基本に忠実に、シンプルな原料だから
こそ、原料の良さを活かすという、お豆腐作りに対す
るこだわりも感じることができました。
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、また部
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。

㈱おとうふ工房いしかわにて

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

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～創立50周年ロゴマークと女性会ブランド品の採用について～
・50周年記念ロゴマーク
女性会創立50周年記念事業の一環として、創立50周年ロゴマークの制
作を三重県立伊賀白鳳高等学校工芸デザイン科様に依頼いたしましたと
ころ、13名の皆様に独創性とアイデアに溢れる素晴らしい作品をご提案
いただきました。選考の結果、森栄澪奈様デザインのロゴマークを選定
させていただきました。ご協力ありがとうございました。
三重県立伊賀白鳳高等学校工芸デザイン科
デザインコース 三年 森栄澪奈様（写真右）

・女性会ブランド品
女性会創立50周年記念事業の一環として、伊賀の食材を使ったパン、
和菓子、洋菓子の商品開発の為、アイデアを募集したところ、中井澄子
様のアイデアを採用させていただくこととなりましたので紹介させてい
ただきます。女性会ブランドとして後世に残していきたいと思います。
ご協力ありがとうございました。
アイデア採用：中井澄子様（写真中央）

・
「幸せのスコーン」
国産と伊賀産にこだわった「幸せのスコーン」が完成しました。伊賀
産苺等をトッピングしたり、はさんだりしてお気に入りのお飲み物を用
意、
朝の「おめざめ」、午後の「ティータイム」にどうぞご賞味ください。
「幸せのスコーン」
試作：モモの手づくりパン工房様

青年部だより 『８月例会』開催！

８月10日㈬

於：上野商工会議所ホール

今月の例会はRIO委員会の担当で、委員会例会を開
催致しました。
今回の議題は、上野YEGが主管で７月７日、８日
に開催しました『東海ブロック商工会議所青年部連合
会 平成28年度 親睦交流会』と８月21日開催の『市民
夏のにぎわいフェスタ』
、９月３日に開催します『東
海ブロック大会岡崎大会』をテーマに各委員会にわか
れて、報告及び協議を行いました。
また当日は、名張商工会議所青年部の方々にお越し
いただき、10月１日に開催されます『第６回三重県連
大会名張大会』のPRを兼ねた交流会を行い、両会に
とって有意義に親交を深めることができました。

名張会PR隊との交流

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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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…

景況調査（上野商工会議所地域）（調査対象299事業所

税

務

労

務

経

営

回答状況49事業所）

当所では、地区内企業の皆さまの実態を的確に把握し、問題点を抽出し適切な対応を計ることが重要な使命で
あり、下記のとおり平成28年７月景況調査を実施しましたのでご報告します。
現

状

平成28年1 ～ 6月の業況は、
「良い・やや良い」が16.3％（前期12.5％）、「やや悪い・悪い」が49.0％（前期
46.5％）となった。DI値は△32.7（前期△34.0）となり、前期調査時に比べ1.3と改善する結果となった。
業種別のDI値を見ると、製造業が11.1（前期△23.4）
・建設業が△60.0（前期△40.0）
・卸売業が△40.0（前期△0.0）
・
小売業が△44.4（前期△43.8）・飲食業が33.4（前期△33.4）・サービス業が△33.3（前期△0.0）となった。
業種別では前期ＤＩ値と比較して製造業と飲食業で改善が見られた。特に飲食業については、大幅な改善が見
られた。一方で、建設業が悪化した。
見

通

し

今後の見通しについては、「良い・やや良い」との回答が6.1％、「やや悪い・悪い」との回答は53.1％、DI値は
△47.0となった。
現状のDI値（△32.7）と今後の見通しDI値（△47.0）とを比較すると、14.3と業況の悪化を見通している。
業種別のDI値を見ると製造業が△22.2・建設業が△60.0・卸売業が△20.0・小売業が△50.0・飲食業が△33.3・
サービス業が△100.0となった。
業種別に現状のDI値と比較すると、飲食業が66.7と改善を見通すほか、建設業が0.0と現在の水準で推移する見
通しである。一方で卸売業は、△20.0と悪化を見通す結果となった。
目立った変化等
【経営課題】
経営上困っている問題について「売上・受注の停滞減少」が最も多く、57.1%（前期42.9%）、
「競争激化」が30.6%（前
期21.4%）
、
「設備店舗の狭小老朽化」が26.5％（前期12.5%）と上位を占めた。
また、業種別では、飲食業を除いたすべての業種において「売上・受注の停滞減少」が最も多い。
【設備投資】
設備投資について設備投資を実施した企業は９社18.4％（前期16.1％）であった。前期と比較して2.3と増加した。
業種別では、製造業が22.2％（前期17.6％）
、建設業が30.0％（前期0.0％）、卸売業が0.0％（前期25.0％）、小売業
が11.1％（前期25.0％）
、サービス業が33.3％（前期33.3％）、となり、前期と比較し、建設業が、30.0と最も増加
幅が大きく、卸売業は、25.0と最も減少幅が大きい結果となった。業種別では、建設業が３社と最も多かった。
総

括（結果を踏まえた分析（類推も含む））

今回の調査結果から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
上野商工会議所エリアにおいては、今期は現状のDI値が前期と比べ1.3と増加した一方、見通しについては前
期に比べ16.6と悪化するという結果となった。
現状では製造業・飲食業のDI値が改善し、売上DIの改善が合わせて見られることから、受注・売上の状況が
回復しつつある事業所が増えてきたことが要因ではないかと推測される。見通しDI値の悪化については、業種
別DI値が66.7と減少したサービス業が全体の減少に大きく影響する形となった。

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実
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三重県伊賀市小田町743-2

伊賀連携フィールド2016年度
伊賀連携フィールド2016年度後期 忍者・忍術学講座「忍者を探る」講座予定
2016年10月８日
（土）
11月26日
（土）
12月24日
（土）
2017年１月28日
（土）
２月18日
（土）
３月18日
（土）
時間

生
受講 中！！
集
募

伊藤裕偉氏（三重県教育委員会 社会教育・文化財保護課班長） 「“忍者の里” の原像―壬生野の結衆、城館と春日神社―」
マンス・トンプソン氏（フォトグラファー）
「日本忍者映画史」
高橋圭一氏（大阪大谷大学文学部教授）
「飛猿と霧隠―江戸文学の中の忍者―」
吉丸雄哉氏（三重大学人文学部准教授）
「芭蕉忍者説の傾向と対策」
岡本 聡氏（中部大学人文学部教授）
「芭蕉のネットワークと藤堂家」
（三重大学人文学部准教授）
森 正人氏
「忍者の近現代」

午前10時30分から12時（予定）

場所

英語講座「朗読で楽しむ英米文学」

生
受講 中！！
集
募

三重大学教養教育機構教授 小田敦子 氏
第１回 10月21日
（金）
第４回 １月13日（金）
第２回 11月11日
（金）
第５回 ２月17日（金）
第３回 12月９日
（金）
第６回 ３月10日（金）
時 間 各回とも 14：30〜16：00
場 所 上野商工会議所
参加費 全６回 3,000円（資料代・茶菓代）
※欠席日があっても返金はいたしません。
定 員 20名
申し込み先

上野商工会議所ホール（ハイトピア伊賀３階）

伊賀忍者古文書講座

三重大学人文学部教授 山田雄司 氏
第１回 10月７日（金） 第４回 １月６日（金）
第２回 11月４日（金） 第５回 ２月３日（金）
第３回 12月２日（金） 第６回 ３月３日（金）
時 間 各回とも 14：30〜16：00
場 所 上野商工会議所
参加費 全６回 3,000円（資料代・茶菓代）
※欠席日があっても返金はいたしません。
定 員 20名

上野商工会議所（山﨑） ☎ 21-0527

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！？

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

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

ハイトピア伊賀ロビーギャラリー出展者募集
ロビーギャラリーに展示してくれる方（サークル）
を募集しています。
写真・絵画・押し花・書道など自身の作品を展示し
てみませんか。展示は無料です。
お気軽にお問い合わせください。
問合せ先

総務課

TEL 21-0527
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！
！

伊賀市上野片原町2778（天神横）
TEL・FAX 21−1453

古美術大藪尚古堂
∞エンジョイメントストア∞
伊賀は山国、秘蔵の国といわれるが、山河越えれば古来の都
には至近の距離であるため、早くから都の感性を直に受入れ文
化感や生活面においては粋で古風な生き様が深く根付いている。
こうした地域性にあって街の規模からは考えられぬほどの骨
董屋あり、かつてのブームのピーク時には70件を超える業者が
みられたことは、遠い歴史に培われてきた先人の行動力を想わ
ずにはいられません。
当店も数寄者で始め60有余年続いた親父の尚古堂を継いでま
だほやほやで東奔西走の毎日ですが、毎月開催されるオーク
ションが大きな支えとなり、勉強となるので努めて参加するよ
うにしています。
（一見は百聞に如かず）
買ってばかりいては商売にならないのですが、売るより買う
方が楽しい心境をお客さんにも伝えればと考えています。
県内の経済情勢も２期連続足踏み状況下では、我々小売りは
お先真っ暗ですが、地域柄伊賀市で育んだ古美術ビジネスを一
層魅力あるものにするため既存の骨董価値だけでなく、違う視
点からの演出ができれば楽しい生活に繋がると思います。
お客様には、単にコレクターだけでなくクリエイターとして
の方々がたくさん来ていただけるよう微力ながら努めています。

上野商工会議所

会員の動き

会議所の新しい仲間です
部 会 名

事 業 所 名

代表者名

商工業者数

H28年７月末会員数

組織率

2,771件

1,489件

53.74%

（平成28年６月９日～平成28年８月29日）（敬称略）
住

所

業

種

食品工業 Tomi Berry いちご農園

冨田

高平 伊賀市猪田1367-1

いちごの生産・販売・いちご狩り

建 設 業 快清空調

山田

貴久 伊賀市上野相生町2812

空調機

建 設 業 恭進

山口真佐美 伊賀市ゆめが丘6-3-11

電気・一般土木工事

建 設 業 道建

利光

道彦 伊賀市生琉里3175-3

土木工事（エクステリア）

建 設 業 ヨシダ建設㈲

吉田

和男 伊賀市下郡50-33

土木工事業

金融理財 三井生命保険㈱伊賀営業部

宿谷

大輔 伊賀市上野丸之内28 ラフォーレビル１階 生命保険業

交通運輸 稲田自動車ガラス㈱

稲田

勇人 伊賀市四十九町1192

特別会員 ビルディツク

山本ヒサ子 伊賀市阿保1794-7

特別会員 （一社）大山田温泉福祉公社

藤森

荘剛 伊賀市上阿波2953

公衆浴場業

特別会員 まねきや硝子㈱

奥山

寛一 東大阪市吉原2-1-13

板ガラス加工卸販売

観

光 数馬茶屋

井上

秀子 伊賀市小田町 鍵屋の辻公園内

観光土産品、飲食業（そば・抹茶・ぜんざい・甘酒）

観

光 古美術尚古堂

大薮

謙一 伊賀市上野片原町2778

古美術骨董品売買商

観

光 ミンミの幸せキッチン

二宮

由実 伊賀市上野徳居町3247

南イタリア家庭料理

観

光 berz レストラン クアトロ Number 4 稲垣
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保守工事

自動車ガラス施工
建物清掃管理

孝志 伊賀市上野丸之内23 映劇ビル２階 飲食店

〈食品工業部会〉

〈食品工業部会〉

「コスモス祭り」収穫祭のお知らせ

「第８回伊賀発…食品産業フェスタ」開催

本年度も近畿圏の情報誌等で広く知られ毎年地
域の方は勿論、遠方から大勢の皆様がお見えに
なります「コスモス祭り」収穫祭が開催され、当
部会より２事業所が出展します。ぜひお立ち寄り
下さい。
実施日時 10月９日
（日）10時～ 15時まで
開催場所 伊賀市比自岐512番地外
（比自岐小学校周辺）

伊賀には地域資源や伝統を活かした、魅力ある
産品が色々あります。こうしたすばらしい産品を
地元の消費者だけでなく、観光客や近隣の方々な
どに幅広く紹介し、市場の開拓支援や地域経済の
活性化を目的とした「食品産業フェスタ」を開催
します。

工業部会セミナーのお知らせ
日 時
ところ
講 師

10月４日
（火）16時～ 17時30分
上野商工会議所ホール
石巻ガス株式会社 代表取締役社長
青木 八州氏
テーマ 「震災から５年」
定 員 60名
受講料 無料
詳しくは折込チラシをご覧ください。

実施日時
場

10月８日（土）～９日（日）【２日間】
両日 ９時～ 18時（雨天決行）
所 三交興業㈱
名阪上野ドライブイン駐車場等
（伊賀市大内2017番地 TEL 23-1414）

独身男女またはその親を対象とした相談会や婚活事業のお知らせ
地域の縁結びさんによる個別相談会

「子の婚活」を考える親へのセミナー

と
き 10月15日（土）15：00 ～ 17：00
と こ ろ ハイトピア伊賀３階 会議室
対 象 者 結婚を考えている独身男女、またはその親
申込期限 10月５日
（水）
※親へのセミナーを受講された方のご相談も申し受け
ます。

講
師 岩下ゆり香氏
と
き 10月15日（土）13：30 ～ 15：30
と こ ろ ハイトピア伊賀３階 ホール
対 象 者 結婚を考えている独身男女の親
申込期限 10月12日（水）
申込先・問合せ こども未来課
TEL 22-9654 FAX 22-9646

恋のHAPPY大作戦

星降る冬の恋ものがたり in メナード青山リゾート

日時
会場
内容

11月６日
（日）13：30 ～ 20：00
メナード青山リゾート 〒518-0295 三重県伊賀市霧生2356 TEL 54-1326
初めてでも楽しくできるケーキデコレーションづくり、ディナービュッフェ、自己紹介・交流会、
イルミネーションと星空散策 等 ～詳細は折込チラシをご覧ください～

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

9月・・・ 7日・16日
10月・・・ 5日・21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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伊賀上野「灯りの城下町」 10月８日（土）〜 10月10日（月・祝）
コンサートとともに点灯式が行われ、期間中は寄席も楽しめます。城下町に点灯される灯りの
風情をお楽しみください。
時間
場所

17時30分〜 21時
西大手駅界隈・中之立町通りから愛宕神社・上野市駅から新天地・上野天神宮の辻から
車坂の伊賀街道沿い・本町通り・銀座通り

城下町バル

10月７日（金）〜 10月16日（日）

伊賀上野城下町バルは、イベントエリア内にある参加25店の中から好きなお店を
選んで食べ歩き＆城下町探訪が楽しめるイベントです。あなたの知らないお店を
発見して下さい！

チケット販売 ９月15日（木）〜
【１ドリンク＋料理一品】 昼はチケット１枚〜２枚、夜はチケット２枚〜３枚
６枚つづり 3,000円（税込）
26 19

10

17 13 12 10

28

30 28

29

21 20 15

14

13

15

29

50

12

10

25

13
16

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
平成28年7月10日〜8月10日集計 提供 コメリ書房 上野店

①
②
③
④
⑤

村上海賊の娘

第１巻

（新潮社）

村上海賊の娘

第２巻

（新潮社）

村上海賊の娘

第３巻

（新潮社）

村上海賊の娘

第４巻

（新潮社）

死神の浮力
（文藝春秋）
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今月のおすすめの１冊
『結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる』
新潮社
「すぐやることの大切さ」を無意識に感じ取ってい
る人が多いにもかかわらず、行動力が大事とわかっ
ていても、なかなか行動できないもの。
それはなぜか？ 理由は、人間の心にブレーキを
かけ行動力を下げてしまう３つの「不安」を感じて
しまうから。口だけでなかなか行動できない人、考
えすぎて行動にうつせない人…こんな先送り、先延
ばしの自分を変えるにはどうしたらいいのか？
本書はそんな人達の意識を変えることで、
「新しい
自分」
「理想の自分」へ近づく方法を明快に説明して
います。
この本を読み終えた時、あなたは少しだけ変わっ
ているかも？
（※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

48

27 23

９・

９月
２日・東海ブロックＹＥＧ第６回役員会・会員総
会・会長会議（岡崎市）
・県女連総会（津）
・津会 周年記念事業
３日・ 第 回ＹＥＧ東海ブロック大会岡崎大会（岡崎市）
５日・簿記教室（９／５、６、 、 、 ）
８日・経営指導員ネットワーク会議
日・工業部会役員会
・第３回女性会役員会
・女性会 周年記念実行委員会
日～ 日
・日商常議員・議員総会・第１２４回通常会
員総会（東京）
日・第３回専門スタッフ研修会（津）
日・記帳継続相談会
日・部会長会議
・異業種交流懇談会研修会
・青年部三役会・役員会
日・社会文化部会役員会
日・商業部会役員会・臨時総会
・社会文化部会臨時総会
・サービス部会役員会・臨時総会
日～ 日
・ 第 回全国商工会議所女性会連合会徳島総会
日・食品工業部会役員会・臨時総会
日・ 伊賀ブランド推進協議会臨時総会・認定証授与式
・第３回専門スタッフ研修会（津）
月
１日・ＹＥＧ県連大会名張大会
３日・観光部会役員会・臨時総会
４日・工業部会役員会・臨時総会・セミナー
５日・交通運輸部会役員会・臨時総会
７日・建設業部会役員会・臨時総会
・金融理財部会役員会・臨時総会
８日～９日
・ 伊賀上野灯りの城下町・オープニングイベント
日・ＹＥＧ鈴鹿ＢＯＸＫＡＲＴＧＰ
日・青年部例会
日・正副会頭会議
日・選挙管理委員会
・記帳継続相談会
・異業種交流懇談会
日・青年部三役会・役員会
日・常議員会議
・選挙管理委員会
日・臨時議員総会
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