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日本商工会議所 第124回通常会員総会
９月15日
（木）全国367商工会議所の会頭・副会頭など820名以上の出席のもと、第124回通常会員総会が帝国ホ
テルにて開催されました。
冒頭、三村会頭から挨拶があり、その後、安倍内閣総理大臣、世耕経済産業大臣から祝辞が述べられ、続いて、
各政党からの来賓として、自由民主党・二階幹事長、民進党・岡田代表、公明党・山口代表、日本維新の会・片
山共同代表が祝辞を述べられました。
議事に先立ち行われた第124回表彰では、「特別功労者表彰」「役員・議員表彰」「職員表彰」など該当者が表彰
されました。
議事では、まず、日本商工会議所の最近の活動をまとめた動画を放映した後、「平成27年度事業報告
（案）、平
成28年度収支予算
（案）について両議案とも異議なく承認されました。概要は以下のとおりです。

「平成27年度事業報告」について
（１）復興の加速化と福島再生の早期実現
（２）デフレ脱却と地方創生を目指した政策提言活動を展開
（３）新たな挑戦を行う中小企業をワンストップ・ハンズオンで支援
（４）地域の資源を徹底活用した地域力の再生・成長の促進
（５）企業の海外展開支援の強化
（６）地域・企業における少子化への対応や若者・女性活躍を支援
（７）「現場主義」「双方向主義」による商工会議所活動の推進

挨拶する三村会頭

安倍内閣総理大臣

総会会場

リニア中央新幹線建設促進経済団体連合会
平成28年度総会開催
９月15日、
東京イイノホール＆カンファレンスにてリニア中央新幹線建設促進経済団体連合会総会が開催され、
東京―大阪間の早期全線開業を求める決議を採択した。政府が８月に閣議決定した経済対策に、財政投融資を使っ
てJR東海を支援し、大阪延伸を最大８年前倒しする方針を打ち出したことを受け、出席者からは歓迎の声が相
次いだ。
大会決議（抜粋）
１．東京・名古屋間については、工事実施計画に基づき着実に事業を進め、早期整備を図る事。
２．技術開発等による大幅なコストダウンに努めるとともに、一日も早い全線開業のための方策を示すこと。
３．名古屋・大阪間についても概略ルート及び駅の概略位置を早期に公表し、環境影響評価の手続きに着手する
こと。
４．リニア中央新幹線の早期建設のため、大深度地下使用等に関する行政手続きが円滑に進められるよう、所要
の措置を取ること。
５．今後のリニア中央新幹線の推進にあたっては、地域の発展に資するよう、駅設置に関することなど地域の意
向を十分に反映させること。
駅周辺のまちづくりに関する支援など、地域の活性化に資するための施策を積極的に講じること。
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〜城下町の祭り絵巻〜

トイレの設置場所

上野天神祭 交通規制図

駐車場

24日 9：00〜18:00
25日 9：00〜17:00

有料臨時駐車場（1回500円）
上野西小学校
23日 9:00〜21:00
24・25日 11:00〜21:00

鬼行列・だんじり及びみこし行列の巡行
国道163号線

新服部橋

地場産まつり

う回路
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25日 10：00〜19:00

城北駐車場
(23日のみ有料)

有料駐車場（1回500円）
至 服部町

だんじり会館
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だんじり
会館

市役所

無料臨時駐車場

23〜25日 9:00〜21:00

消防署

上野城

上野西小学校
国道163号線

国道163号線

西大手駅
鍵屋辻

伊賀鉄道

西御
旅所

上野市駅

10:55

11:45

13:20
13:00

《10月25日》

東御

9:00 旅所

13:45
栄楽館

14:15

新町通り

14:55

う回路

紺屋町集議所

車両通行止

お問い合わせ
銀座中央
駐車場

茅町駅
中部みなみ消防センター

23日 10:00〜22:00
24日 10:00〜22:00
25日
9:00〜21:00

駐車禁止の区間

う回路

上野天神祭地域振興実行委員会
☎0595 (21) 0527
（一社）伊賀上野観光協会
☎0595 (26) 7788
伊賀市観光戦略課
☎0595 (22) 9670

◯9:10

14:05

中之立町

西之立町

う回路

この間24日 14:00〜17:00
車両通行止

9:15

銀座通り

上野三之西町
15:25 14:15

15:00
伊予町

11:25

この間
25日 7:00〜11:00
車両通行止

広小路駅

祭礼
本部 上野
ふれあい
プラザ

小玉町公民館

西部公民館

三之町通り

9:55
10:10

10:15
10:30

10:55

西町集議所

12:45

うえせん
白鳳プラザ

寺町通

本町通り

《10月25日》

菅原神社

ハイトピア伊賀

中町公民館

12:30

通り抜禁止
三重県伊賀庁舎

上 野 天 神 祭 ス ケ ジ ュ ー ル
■23日（日）
宵宮祭
東御旅所において19時から宵宮祭
宵山
本町・二之町筋において19時から21時まで提灯・雪
洞を飾りロウソクで点灯し展示（雨天中止）
■24日（月）
宵宮祭
東旅所において19時から宵宮祭
足揃の儀
三之町筋において14時から16時まで鬼行列の練行
本町・二之町筋などにおいて13時から16時までだん
じり曳行（雨天中止）
宵山
18時30分から21時頃まで本町・二之町筋などを提灯
に点灯してだんじりの曳行（雨天中止）
■25日（火）
発輿祭
９時から神輿行列巡行（東御旅所出発）
鬼行列の後、だんじり巡行（東御旅所出発）
※雨天中止（天候回復の場合、短縮巡行）

■23日（日）
女性会だんご茶屋

14時〜20時
（上野東町プリンセスフジヤ西隣）

■24日（月）
女性会だんご茶屋

10時〜20時
（上野東町プリンセスフジヤ西隣）
甘酒ふるまい
18時頃（上野中町）
だんじり乗車体験 10時〜12時（上野小玉町）
■25日（火）
女性会だんご茶屋

9時〜終了まで
（上野東町プリンセスフジヤ西隣）

■23日（日）・24日（月）・25日（火）
鬼面展（上野相生町）
■24日（月）・25日（火）
鬼面展・蔵出し展（上野紺屋町・上野三之西町・上野徳居町）
グッズ販売（上野東町・上野紺屋町・上野徳居町）
地場産まつり（うえせん白鳳プラザ・濱邊ビル）
※伊賀の名産品販売
上野商工会議所ニュース
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会議所の動き
「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」説明会 ８月23日㈫
上野商工会議所ホールにおきまして、伊賀市商工会
と上野商工会議所の主催で54名の方々にご参加いただ
き、「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の説
明会を開催しました。
この総合戦略は、伊賀市の人口減少に歯止めをか
け、引き続き活力あるまちを維持していくため、50年
後のあるべき姿を示した「人口ビジョン」と、「来た
い・住みたい・住み続けたい “伊賀づくり “」をテー
マに、その実現に向けた最初の５か年の目標や基本的
な方向、全てのライフシーン・ライフステージにわた
る具体的な施策がまとめられています。
説明会では、これまでの市の人口推移、現在の人口
減少の要因と課題、国立社会保障・人口問題研究所に
よる推計（平成72年には約53,000人に減少）に対し、
将来的に６万人程度の人口を維持することを目標とす
る人口減少対策の取組みを進めることをうかがいまし
た。また、そのために必要な出生率上昇、転出超過抑

制による好循環への移行、それを持続するための取組、
特に産業施策に関する内容についての現状をご説明い
ただきました。
当日は、参加者の皆様からのご意見等も頂戴しまし
たが、伊賀市の人口減少問題について理解を深めると
ともにその対策をまとめた本総合戦略の重要性につい
ても充分認識いただけたと思います。

伊賀市の担当者より総合戦略について説明いただく

合同就職セミナー ９月２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３・４年生のほか既卒者・高校生
も合わせたくさんの方が来場し、市内に事業所を置く
40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。
セミナー会場の様子

社会文化部会 視察研修開催 ９月15日㈭
iPS細胞を発見した功績でノーベル賞を受賞された
山中伸弥教授のお膝元へ訪問したい気持ちから、社会
文化部会の視察研修会は京都大学本部構内の医学部へ
の見学を行いました。
途中酷い渋滞に遭って到着が遅れ教授にお会いする
ことが出来ませんでしたが（？）
、学生諸君の案内で、
普段は見られないキャンパスを百周年時計台記念館の
前で集合写真撮影後３班に分かれて各研究棟を勉学の
志に燃えて再度入学したい思いを胸に見学。
同じ構内に在る京大総合博物館で「虫を知りつく
す・京都大学の挑戦」と銘打った研究成果や、研究中
の様々な展示や資料を拝観、考古学史料室では伊賀市
石山古墳（城之越）から出土した埴輪の数々を興味深
く観察しました。
午後は梅小路公園の市立水族館そして京都鉄道博物
館の見学で数多くの本物の車両に遙か旅の空へと心を
馳せました。
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京都大学での各学部其々の研究テーマに接し、社会
文化部会として社会と文化の融合、そして社会が文化
を育み文化がその時々の社会を創る壮大な使命を我が
部会は担っていると自負を抱いた次第です。
社会文化部会 部会長 中田 洋二

京都大学百周年時計台記念館にて

女性会だより 平成28年度三重県商工会議所女性会連合会総会に参加！
「平成28年度三重県商工会議所女性会連合会総会」
が津会さんの担当で行われました。
当日は、ご来賓としてご参加の木戸専務理事をはじ
め、13名の会員が参加致しました。また、津商工会議
所女性会創立25周年記念式典も同日開催となり、県下
より多数の会員さんの参加がありました。
総会の後の講演会は、弁護士 住田裕子氏による「次
の世代へのメッセージ 今女性にできること」を拝聴
し、懇親会・祝賀会では異なる単会の皆さんとも話に
花が咲き、フィナーレとして「見上げてごらん夜の星
を」を合唱し、ペンライトを夜空の星に見立て、幕を
閉じました。

上野商工会議所女性会創立50周年記念事業

９月２日㈮

ご参加された会員の皆様お疲れ様でした。次回は来
年鳥羽で開催予定です。皆さん今からマークしておい
てくださいね。よろしくお願い致します。
上野商工会議所女性会 会長 西出孝子

県連大会参加の皆さん

～創立50周年記念 投句集～の発刊について

平成28年６月28日の創立50周年記念事業の当日、「芭蕉翁生誕の地」として、ご出席の皆
様に一句詠んでいただきたく、ホテルのロビーに投句箱を設けました所、沢山の方々がご投
句下さいましたので、女性会創立50周年記念事業の一環として、投句集を作成いたしました。
ご協力ありがとうございました。

『平成28年度 東海ブロック商工会議所青年部連合会 日本商工会議所青年部

青年部だより 第29回東海ブロック大会 岡崎大会』に参加！
上野YEG9月例会としまして、第29回東海ブロック
大会岡崎大会に総勢28人で参加致しました。早朝より
バスにて伊賀を出発。昨年の大会は上野で開催いたし
ましたので、岡崎YEGがどのように設営されている
のか非常に楽しみでもありました。大会内容は記念式
典に始まり、各分科会、記念講演、大懇親会というス
ケジュールで、記念式典においては大村愛知県知事を
はじめとするご来賓の方々からご祝辞を頂戴した後、
次年度の東海ブロック役員メンバーや大会開催地（次
回は津大会）の発表などがなされました。その後、9
つの分科会に分かれ、三河地域の文化伝統に触れたり、
会員相互の親睦交流を図るなど、伊賀の地では体験で
きない事をさせて頂きました。そして、記念講演では
ジャパネットたかた創業者であられます高田明氏に講
演頂きました。氏の講演では、仕事の成功の秘訣や人
との接し方、トレンドの見つけ方等を実体験に基づき
笑いも挟みながら熱く語ってくれました。大会の最後

９月３日㈯ 於：岡崎中央総合公園他

は大懇親会。三河の美味しい料理に舌鼓を打ちなが
ら、普段会う事の出来ない他YEGメンバーと多様な
談議に花が咲き、これからのYEG活動ひいては自身
の仕事への活力を漲らせる良い機会になりました。冒
頭、触れましたが昨年の上野大会ではメンバー一丸と
なり、しっかりとした大会運営をさせて頂いたと自負
致しておりますが、岡崎YEGのメンバーもおもてな
しの心をしっかりと持ち、上野大会を参酌し素晴らし
い大会に仕上げてくれたと思います。

東海ブロック大会岡崎大会に参加

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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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…

『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
小企業事業者
経営改善資金
融資限度額

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。

2,000万円

※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。

返済期間

運転資金…7年以内

利

1.30%（H28.9.9現在）

率

設備資金…10年以内

★マル経資金については、伊賀市から別途利子補給がございます。
（設備資金貸付金利の1%以内で１年間）

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					
11月12日
（土）13：30 ～ 16：30
名張産業振興センターアスピア４階
12月10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）

税

務

労

務

経

営

中小企業事業主・個人事業主様へ

「無料経営相談会」
上野商工会議所は、三重県よろず支援拠点からの派
遣により専門コーディネーターによる「経営相談」
を行っております。お気軽にご利用ください。
日

時

奇数月

場

所

上野商工会議所

定

員

３名（先着順）

相談内容

第４水曜日

13：30〜16：30

相談室

販売拡大・創業・経営相談などあらゆる
経営に関する相談

※事前予約制。
予約は２営業日前までにお申込み下さい。
申込み・問合先

上野商工会議所

中小企業相談所

☎21‑0527
伊賀青色申告会よりお知らせ

『税を考える週間』イベント
「マイナンバーカード取得のための説明会」

と き
ところ
内 容

11月14日（月）14：00 ～ 15：30
ハイトピア伊賀３階ホール（上野丸之内500番地）
個人事業者の方を対象としたマイナンバーカード
取得のための指導・説明会を開催します。
昨年の10月頃、総務省から通知カードと個人番号
カード交付申請書が郵送されましたが、手続きの
方法が分からないという方は、是非この機会をご
利用ください。
マイナンバーカードを取得されれば、確定申告を
電子申告、又、住民票の写しがコンビニで取れる
等手続きが簡単に行なえます。
参考資料として『個人番号カード交付申請書在中』
の封筒一式をご持参ください。
（事前予約は不要ですが、会場の状況により入場を
お断りする場合がありますのでご了承ください）
問い合わせ 伊賀青色申告会 ☎26-1016
※当説明会は、伊賀市住民課の協力の下、開催します。

今なら、
純新規取扱分のみ
金庫事務取扱手数料無料
（平成29年3月31日迄）

業務部
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059−354−9971

平成28年度 後期分商工会議所各種検定試験カレンダー
検定試験種目

①簿

回

級

第144回

１～４級

11月20日（日）

9月12日
（月）～
10月21日（金）

第145回

２～４級

2月26日（日）

12月19日（月）～
1月27日（金）

第79回

２～３級

2月15日（水）

12月12日（月）～
２級：5,660円 ３級：4,120円
1月20日（金） （上野商工会議所では１級は実施しません。）

第208回

全て

10月23日（日）

１級：2,100円 ２級：1,570円
8月15日
（月）～
３級：1,360円
9月22日（木）

試

験

日

記

②リテールマーケティング
（販 売 士）

③珠

算

受験申込期間

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

４級〜６級：940円
７～ 10級・暗算：840円
段位：2,620円

第209回

全て

2月12日（日）

12月5日
（月）～
1月12日（木）

④カラーコーディネーター

第41回

２～３級

12月4日（日）

9月20日（火）～
２級：7,340円 ３級：5,250円
10月21日（金） （上野商工会議所では１級は実施しません。）

⑤福祉住環境コーディネーター

第37回

２～３級

11月27日（日）

9月13日（火）～
２級：6,480円 ３級：4,320円
10月14日（金） （上野商工会議所では１級は実施しません。）

⑥環 境 社 会（ e c o ） 第21回

級の設定
なし

12月18日（日）

10月4日（火）～
11月4日（金）

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

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
年次有給休暇の取得は、心身をリフレッシュするための非常によい機会であり、また、労
働意欲の維持を図るために大きな意義があるものです。
年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、来年（年度）の年次有給休暇の計
画的付与について労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期
間」としています。
この機会に一度、年次有給休暇の計画的付与制度の活用等を検討してみてはいかかでしょ
うか。
年次有給休暇の計画的付与制度の活用方法等、詳しくは三重労働局までお問い合わせくだ
さい。
問合せ先

三重県労働局雇用環境・均等室

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

TEL059-226-2110

三重県伊賀市小田町743-2

上野商工会議所ニュース
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伊賀連携フィールド2016年度
忍者・忍術学講座『忍者・忍術と本草学』

９月15日㈯

三重大学社会連携研究センター

教授

山本

好男

忍者は、薬学、

忍者は忍術を駆使し、情報の収集や諜報活動・戦
闘活動などを行っていました。忍術は、主に伊賀地

薬草や毒草に詳

方と甲賀地方で発達した独自の兵法ともいわれ、江

しく、また、野

戸時代の忍術伝書などに記されるように密偵術を含

山に生える薬

む剣術、火術、呪術、薬学、天文学などとされてい

草、毒草を見分

ます。いろいろな忍術の施術および忍者としての活

ける能力にも長

動は、厳しく過酷な訓練で培われており、この施術

けていたと思わ

の基本は健康な体であることが要求されます。その

れます。伊賀や

ために、健康な体の維持、傷や病気をなおすために

甲賀地域は薬の

薬草を用い、また、暗殺や人をあやつることに毒草

原材料となる薬

を利用していたとされています。

用植物が豊富に育つ地域であったこと、薬学の知識

中国の炎帝・神農が、身をもって薬草を試し、強

を持つ渡来人が多く住み着いていたといわれること

壮保健剤、無毒で不老延年を望む人が飲むべきもの

などから忍者のみならず地域に暮らす人々も民間薬

（上薬）
、病気の予防、強壮に効果があるが、毒のあ

として平素からこれらの薬草を利用していたことが

るものやないもの（中薬）
、病気を治す薬で、毒が

考えられます。

あり長期服用してはいけないもの（下薬）に分類し

忍者は、身近に生えている植物をうまく活用して

たとされています。これが中国から伝わり、わが国

ケガや病気に対処し、薬草や毒草など本草学の知識

の初期の本草学が山伏、修験者らにより利用・応用

を蓄積していました。忍者として活動する時、携行

され、わが国独自の本草学(薬用植物学又は博物学)

する薬、携帯食、毒薬などの原材料として薬草・毒

が展開され、
「くすり狩り」や「採薬」の基礎になっ

草を利用し、時に不思議な薬や毒薬を使用していた

ていたと思われます。

と考えられます。

上野商工会議所展示コーナー出展事業者募集
コミュ二ティホール内の一角に「展示コーナー」として当所会員企業が生産販売する商品や上野の代表的特
産品を展示しております。
ご来場の市民や観光客、会議等でご利用の皆様に郷土の企業・地場産品を見ていただき大変好評をいただいて
おります。商取引の促進や自社のPRのため、展示コーナーに出展してみませんか。ぜひご出展をご検討下さい。
★出展概要★
１．当所会員事業所で自らの企業が生産・販売する商品展示
２．使用料１小間

月1,000円

１年間12,000円（消費税別）

1年更新
３．1小間のスペース

奥行き23㎝×よこ44㎝×高さ38㎝

その他詳細については事務局にお問い合わせください
問合せ先

総務課

TEL 21-0527
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好評の展示コーナー

部会活動ご案内 ぜひご参加ください
社会文化部会
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

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 10月12日（水） 11月９日
（水）
（毎月・第２水曜日） 午前10時～午後３時まで
行政書士相談 10月５日（水） 11月２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 TEL21-0527

トレンド通信
「ライバルのことをどれくらい調べたか」
いろいろな地域のヒット商品開発の相談に乗る
と、残念ながら「またか」と思うことがあります。
その１つが「想定される競争相手（ライバル）のこ
とをきちんと調べていない」です。商品に地域の特
徴を盛り込めばそれだけで付加価値になっていると
思い込んでしまっているケースです。
ある地方で、古くからその地域で行われている養
蜂業をベースにハチミツをブランド化したいと相談
を受けました。国産のハチミツは中国産や南米産に
比べると高価で、市場価格は何倍も違います。その
市場の中でさらにブランドをつくりたいというので
す。ハチミツは採れる花によっていくつも種類があ
ります。国産で珍しい花の蜜といえばたしかに稀少
なものですが、稀少だからといってすぐ消費者に喜
んでお金を払ってもらえるとは限りません。それだ
けでは消費者にとって価値の設計がなされていない
からです。
話を聞いたときに、
「東京の高級スーパーやアン
テナショップで国産のハチミツ製品がどれくらいの
種類売られているか知っていますか？」と尋ねたの
ですが、きちんと調べた形跡はありませんでした。
そして、このハチミツがライバルの中で勝てると思
う理由を尋ねると「安全性」だと言います。私は消
費者にとっての安全性は国産という時点でクリアさ
れているので、それ以上の優位性が必要だとアドバ
イスしました。

〜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
『中堅社員研修会』
日 時 11月15日（火） 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 入社５年目以上の中堅社員、リーダー・
主任クラス者で、業務遂行能力の向上を
期待する社員。
講 師 ①「第一線で活躍する皆さんへ」
㈱LIXIL上野緑工場
工場長 前田 康宏様
②「障がいのある人の『働く』未来の形」
社会福祉法人維雅幸育会
ふっくりあモォンマール
管理者 奥西 利江様
会 費 無料

こう言うと身も蓋（ふた）もないのですが、国産
ハチミツ同士で品質に差をつけることは難しいと思
います。他の地域の商品もそれぞれ稀少で高品質で
す。ならば、あとはどのようにしてその商品が、そ
れぞれの消費者にとって「特別なもの」になりうる
かを考えるべきだと思います。例えば、生産者の顔
が見えていてその人からぜひ買いたいとか、そのハ
チミツをつくるのに家族で参加したとか、どこかで
食べたときにこれまでにない体験をしたといったこ
とです。
以前、ローソンのヒット商品であるプレミアム
ロールケーキの開発に携わった人に話を聞いたこと
があります。プロジェクトの最初に「コンビニのス
イーツはなぜまずいのか」を確かめるために、自社
と他社も含めて店頭で売られているスイーツを100
種類も食べたといいます。さらに開発チームの全
員がそれぞれ想定消費者100人に対して個別インタ
ビューを実施したそうです。そこから「クリームの
味を良くすれば勝てる」という結論を出してからモ
ノづくりに取りかかったそうです。
地方発ではここまでの調査をした話はなかなか聞
きません。やっている内容は大企業であれ中小企業
であれ、やろうと思えばできることです。限られた
予算や時間のなかで少なくともライバルの数や内容、
そのジャンルに対する消費者のニーズや興味くらい
は押さえてから商品開発にかかる必要があると思い
ます。いまの消費者はいくら珍しくても要らないも
のは買わないし、いくら安くても自分にとって意味
のないものは買わないのです。
日経ＢＰヒット総合研究所 上席研究員 渡辺 和博
上野商工会議所ニュース

2016.10.5｜9

会員 ひろば

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市上野徳居町3247
TEL・FAX 21−4401

ミンミの幸せキッチン
三之町通り、大仙寺さんの向かいの武家屋敷の離れ
に、
「ミンミの幸せキッチン」はあります。路地を通って、
柿の木や井戸のある風景を楽しんでいただいた奥が入り
口です。
「地元の方に普段着で気軽に来ていただけるイタリア
料理の、
ちょっと隠れ家的なお店」。というコンセプトで、
江戸時代築とも言われる建物を活かしたお店になってい
ます。
お料理も気の張ったものではなく、南イタリアの家庭
で普段食べられているマンマの手料理を基本に、毎日食
べていただいても飽きのこないものを心がけています。
「ミンミ」はイタリア修行時代につけてもらった愛称で、
皆様に幸せな時間を過ごしていただき、私達も幸せを共
有させていただきたいという思いをお店の名前にしまし
た。
開店祝いにイタリアから来てくれた師匠が伊賀上野を
とても気に入って帰国されました。お店が、イタリアと
伊賀上野をつなぐ拠点になって行ったら良いなと思って
います。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H28年８月末会員数

組織率

2,771件

1,488件

53.70%

お伊勢さん菓子博2017前売券販売中！

日本最大のお菓子の祭典「全国菓子大博覧会」が伊勢志摩にて開催されます。
特典が受けられる施設や店舗が100カ所以上！入場券でうれしいお得がいっぱい！上野商工
会議所で前売券を販売しておりますので是非お買い求めください。
開 催 平成29年４月21日
（金）
～５月14日（日）
場 所 三重県営サンアリーナ及びその周辺
主 催 第27回全国菓子大博覧会・三重 実行委員会
※詳細はお伊勢さん菓子博公式ホームページ（http://www.kashihaku-mie.jp/）まで！
【チケット販売】 販売場所 上野商工会議所 ８：30 ～ 17：15（土・日・祝を除く）
問合せ先 上野商工会議所 TEL0595-21-0527

土曜朝市、
毎月第１土曜日開催中！

公式キャラクター
いせわんこ

伊賀上野「灯りの城下町」

10月８日
（土）〜 10月10日
（月・祝）

（上野市駅前広場）

城下町バル 10月７日（金）〜 10月16日（日）

11月5日（土）
9：30〜11：00
12月3日（土）

【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）
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チケット好評発売中！

生命共済利益配当金が確定致しました
◎平成27年度利益配当金額（期間：平成27年7月1日～平成28年6月30日）
保

険

年

齢

月 額 掛 金

配

15歳～ 60歳（男女同一）

１，
４８０円

３，
５７８円

61歳～ 65歳男性

２，
７３０円

８，
８１９円

61歳～ 65歳女性

１，
８７１円

５，
１５９円

66歳～ 70歳男性

３，
７０８円

１２，
９８６円

66歳～ 70歳女性

２，
２７２円

６，
８６８円

※Ａコース

当

金

普通死亡保険金100万円当り

毎月の保険料の引き落としをさせていただいております貴指定口座に10月20日頃にお振込させ
ていただきます。
この生命共済制度は、会員事業所様のみご加入いただける制度です。今後共より多くの事業所
様でご愛顧下さいますようお願い申し上げます。

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

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

10月・・・ 5日・21日
11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

2016.10.5｜11

国指定重 要 無 形 民 俗 文 化 財

上野天神祭
四百年の伝統を持ち町人文化が幕開く

くちとりしき

（しるし）

だ ん じ り 巡 行 の 順 番 を 決 め る「 事 始 籤 取 式 」
が九月九日、東町の菅原神社で行なわれました。
（だんじり）

紫鱗

琴高仙人

きんこうせんにん

町
逆熨斗

しりん

魚
桐本
日月扇

じつげつせん

さかさのし

町

きりもと

東
てつえいけんぼこ

鉄英剣鉾

・

月主な事務局行事

（文藝春秋）

きくじどう

菊慈童

（幻冬舎）

向島町
きしんざんあおいぼこ

其神山葵鉾
のぼりやま

幟山

つきほこ

月
１日・ＹＥＧ県連大会名張大会
・城下町バルプレツアー
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
・逸品研究会・逸品フェアプロジェクト会議
７日～ 日
・城下町バル
８日～９日
・食品産業フェスタ（名阪ドライブイン）
８日～ 日
・ 伊賀上野灯りの城下町・オープニングイベント
９日・コスモスまつり
日・ＹＥＧ鈴鹿ＢＯＸＫＡＲＴＧＰ
日・青年部例会
日・正副会頭会議
日・伊賀学ジュニア検定（島ヶ原小）
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
・交通運輸部会行政との懇談会
日・第４回専門スタッフ研修会（津）
日・珠算検定試験
日～ 日
・上野天神祭
・女性会だんご茶屋
日・常議員会議
・選挙管理委員会
・第４回専門スタッフ研修会（津）
日・専務理事会議（津）
日・臨時議員総会
月
２日・女性会まちづくり委員会視察（岐阜）
４日・コトＰＯＰセミナー
日・交通運輸部会視察研修（和歌山）
・工業部会中堅社員研修会
日・簿記検定試験
日・伊賀上野シティマラソン
日・異業種交流懇談会
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町
さんめい

三明

にとう

かっこ

（文藝春秋）

中
福居町

三社の託宣

たくせん

小蓑山

白楽天

さんしゃ

薙刀鉾

月鉾

こみのやま

小玉町

二東

羯鼓

かかん

はくらくてん

町

花冠

なぎなたぼこ

鍛冶町

新

町

西

（聖教新聞社）

（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

新・酔いどれ小籐次６

らくだ

⑤

コンビニ人間

④

山女日記

③

平和を創る女性の世紀へ

幸福の花束

②

（順番）（町名）

一番
↓
二番
↓
三番
↓
四番
↓
五番
↓
六番
↓
七番
↓
八番
↓
九番

①

（KADOKAWA）

テレビで人気の、阿川佐和子さんの父であり小説
家 阿川弘之氏が94歳で大往生されてから、今年八
月で一年。強父語録とともに、父との62年間を振り
返ります。
たとえば、４歳のサワコ嬢が、「このイチゴ、生ク
リームで食べたい」と口にしただけで、
「なんという
贅沢な子だ。ふざけるな!」と怒鳴りつけられます。
またある時は、娘のちょっとした口答えに対して
「子供に人権はないと思え。文句があるなら出ていけ。
のたれ死のうが女郎屋に行こうが、俺の知ったこっ
ちゃない」と烈火のごとく怒るのです。
そんな我儘で偏屈で、もはや絶滅寸前とも言える
「怖くて」
「強い」父親ぶりが存分に描かれます。

君の名は。

小説

文芸春秋
平成28年8月10日〜9月10日集計 提供 コメリ書房 上野店

『強父論』
（コミック・文庫除く）

今月のおすすめの１冊

ベストセラー紹介
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城下町の
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