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＜日本商工会議所臨時会員総会＞
～第30期会頭・副会頭選任される～

日本商工会議所臨時会員総会が11月17日
（木）、品川プリンスホテル
において、全国の商工会議所会頭・副会頭など約530名の出席のもと、
開催されました。
（議案第１号）第30期役員（会頭・副会頭・監事）の選任について
では、出席者からの推薦を受け会頭に東京商工会議所の三村会頭が選
任され、
「
『成長する経済』を実現し、新たな未来を築く～民間の力が
持続的な成長の原動力～」と題した所信が表明されました。副会頭に
は、大阪商工会議所尾崎会頭他10名が選任され、監事には、秋田商工
会議所三浦会頭他２名が選任されました。

所信表明する三村会頭

〈三重県商工会議所連合会〉

平成28年度 臨時会員総会を開催

～岡本直之新会長を選任、三重県知事 鈴木英敬氏が記念講話～
三重県商工会議所連合会（会長：小林 長久）は、平成28年11月21日（月）津都ホテルにて、県内１２商工会
議所の会頭・専務理事等が出席のもと「平成28年度 臨時会員総会」を開き、任期満了にともなう役員改選で、
新たに岡本直之（津商工会議所会頭）を会長に選任し、副会長他の役員を選任しました。
岡本会長は挨拶の中で、
「県内会議所が情報の共有と連携、協働を図ることを県連の運営方針として、三重県
商工会議所連合会の存在感をさらに高めていきたい」と所信を語りました。また、小林長久前会長は顧問に就任
しました。

▲挨拶をする岡本会長

▲鈴木三重県知事の講話

総会終了後は、
県内の会頭・副会頭・専務理事ほか総勢63名が参加し、講師に三重県知事 鈴木英敬氏を招き『三
重県政推進における商工会議所の役割』と題した講話を拝聴しました。鈴木知事は「中小企業や小規模企業への
支援とともに、地域の魅力を商工会議所が主体となって発信してほしい」と話をされました。
その後、引続き開催された懇談会では鈴木知事にも参加をいただき、終始和やかな雰囲気の中、盛会裡に終了
しました。

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2807-1
http://sg-anzenkeibi.jp/
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役員・議員改選に伴い、11月24日（木）に行われた第４回定例常議員会議にて各委員会委員、顧問・
参与について承認されました。

総務財政委員会

氏

■主な審議事項
○ 定款・規定等に関する事項
○ 事業計画案・収支予算案の編成及び事業報告、決算に
関する事項
○ 基本財産及び財政の管理運営に関する事項
○ 国・県・市との連携による行政との関連に関する事項
○ 伊賀市商工会との連携強化に関する事項
○ 事務委託団体及び関係団体に関する事項
○ 各部会の総合調整に関すること
○ 会議所運営に関する事項
○ その他会頭より諮問のあった事項

組織強化委員会
■主な審議事項
○ 会員ニーズの調査及び会員ニーズにそった事業の立案
に関する事項
○ 広報活動の強化充実に関する事項
○ 各種共済制度に関する事項（加入促進等）
○ 財政基盤拡充に関する事項（会員増強等）
○ その他会頭より諮問のあった事項

会員サービス委員会
■主な審議事項
○ 会員満足度アップに伴う事業の立案に関する事項
○ 会員企業に対する広報活動に関する事項
○ 情報社会への対応に関する事項（会議所ホームページ
の充実）
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会議所の動き
社会文化部会 「芭蕉とともに─おくの細道」開催 10月11㈫〜18㈫
12日の芭蕉祭に特に合わせた訳ではありませんでし
たが、10月11日から18日までの８日間、ハイトピア３
階ホールを使用して、日本画家である佐藤隆良画伯の
「芭蕉とともに─おくの細道」墨彩画五十展の展覧会
を開催しました。
同画伯は平山郁夫画伯を師と仰ぎ、指導を受けて今
日まで主に日本画を描き続けてきた方で、今回の作品
は松尾芭蕉の「おくのほそみち」を題材とし、実際に
その足跡を尋ねられて構想を練り、10年を費やして集
大成したものです。
紀行文「奥の細道」に収められている多くの俳句の
中から「夏草やつわものどもが夢のあと」
「閑さや岩
にしみ入る蝉の声」「石山の石より白し秋の風」「五月
雨をあつめて早し最上川」
「蛤のふたみに分れ行く秋
ぞ」等々五十句を抽出し、それを墨彩画として著して
おり、会場に足を運んで頂いた200余名の一部の方々
から「感動した」
「すばらしい」と異口同音に賞賛の
お声を頂戴し、
「俳都ピア」で開催して良かったと望

外の喜びに浸りました。
伊賀上野ケーブルTVの放映と中日新聞さんに記事
として載せて頂きましたが、事前にPRしなかったこ
とが反省点として残りました。
この様な企画を機会ある毎に開催できればと思う次
第です。
社会文化部会 部会長 中田 洋二

「芭蕉とともに─おくの細道」展

工業部会 『中堅社員研修会』開催 11月15日㈫
当所工業部会の主催により、
「中堅社員研修会」を
開催致しました。会員事業所17社から41名の中堅社員
が参加しました。
本年は、㈱LIXIL上野緑工場 工場長の前田康宏様
と、社会福祉法人維雅幸育会 ふっくりあモォンマー

グループディスカッションでまとめた意見を発表する参加者

ル管理者の奥西利江様の御二人に講師をお引き受けい
ただきました。
前田様からは、
「第一線で活躍する皆さんへ」をテー
マに、中堅社員に求められる役割や問題解決のヒン
トとなる思考の方法などについてお話しいただきました。
奥西様からは、「障がいのある人たちの働く未来の
かたち」をテーマに、障がい者雇用の現状と職場に
おける支え合いの大切さについてお話しいただきました。
研修の後半は、講義の内容を基に、「生かそう職場
のそれぞれの力を…」をテーマにグループディスカッ
ションを行いました。「情報共有やコミュニケーショ
ンをより積極的に行うことで、相互理解を深めること
が大切」など、参加者の皆様それぞれが自身の経験か
ら出し合った意見をまとめ、最後に発表していただき
ました。今回の研修会が、中堅社員としての意識を高
めてもらう上で貴重な機会となり、また他業種の方々
と交流できる良い機会となったのではないかと思います。

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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交通運輸部会 視察研修開催！ 11月15日㈫
交通運輸部会の視察研修を開催し、８事業所11名の
方にご参加いただきました。今回は、和歌山電鐵貴志
川線にご乗車いただく研修旅行を計画いたしました。
和歌山電鐵貴志川線は名誉永久駅長の「たま」と、
その名を襲名した「たまⅡ世駅長」の “ニタマ” や、
｢いちご｣｢おもちゃ ｣｢たま｣をモチーフにしたキュー
トな電車や和歌山特産の梅をテーマにした「うめ星電
車」が走る話題のローカル線です。
貴志駅を見学後、
「たまⅡ世駅長」に見送られ、貴
志駅から伊太祈曽駅まで乗車しました。今回、「たま
電車」が点検中の為車内を見る事ができませんでした
が、
「うめ星電車」
の車内を見学させていただきました。
和紙や木張りの床や天井等のデザインと斬新さに参加
者一同深く感銘を受けました。

今回の研修旅行を通じて、貴重な体験と親睦も深め
ていただき大変有意義なものとなりました。

「たまⅡ世駅長」と記念撮影

商業部会 視察研修 11月25日㈮
商業部会の視察研修を実施しました。
今年度は、大津市にある石山商店街振興組合と、京
都大原を視察しました。
まずは、今年の中小企業庁「はばたく商店街30選」

大原三千院にて

女性会だより だんご茶屋開設

に選ばれている石山商店街を視察させていただきまし
た。石山商店街の歴史は古く、地元企業の東レ滋賀事
業場の設立と共に発展して来た商店街でしたが、時代
の流れと共に周囲に大型店が出来て、商店数も減少傾
向にありました。しかしそうした中、頑張っているお
店が組合の主導のもとに、お客様が楽しんで買い物を
していただける様、年間、各店自慢の逸品を販売する
「とれ取れ祭」、小中学生に職業体験学習の場と商店へ
の来店機会の提供として「子どもミュージアム商店街」
のイベントを数々実施し、地域に愛され地域と共に生
きる商店を目指して、生活や文化を共に作り上げてい
こうとする姿勢をうかがいました。
その後京都大原に移動し、紅葉に色づく美しい名庭
の宝泉院と三千院を見学させていただき、参加者一同
多角的に見聞を広められたと有意義に視察研修を終え
ることが出来ました。

10月23日㈰〜25日㈫

今年も恒例の上野天神祭にだんご茶屋を開設致しま
した。お祭りを見物し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始めたおも
てなしで、約15年位継続し、女性会全国大会でもこの
活動に対して４年前に会長特別賞をいただきました。
今年も三重大学連携フィールドの関係で、だんじり
を曳くボランティアの三重大学生の方々にもおもてな
しをさせて頂きました。
今年は23日が日曜日となった為、23日からだんご茶
屋を開設し、例年に比べて１日長くて大変でしたが、
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３日間を経験致しました。
あいにく25日は雨となりましたが、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。
上野商工会議所女性会 会長 西出孝子

お祭り３日間元気に団子茶屋でおもてなし
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会議所の動き
女性会だより 視察研修

11月２日㈬

まちづくり委員会企画のバス旅行に出発しました。
当日は天候に恵まれ、23名の参加者で岐阜県羽島市竹
鼻町に向かいました。道中渋滞もなく、予定通り10時
過ぎに羽島市歴史民俗館・映画資料館に着きました。
民俗資料館では、美濃縞の技術がどの様に伝わり、
そして、羽島市の代表的な織物「縞木綿」となって、
多くの方に着ていただいたり、小物として使っていた
だいているそうです。これからは縞木綿を次世代に継
承していきたいと、お話されていました。
映画資料館では、伊賀からの見学という事で、伊賀
を舞台にした作品「忍ぶ糸」のポスターを、説明会場
の中央に飾って、
それこそおもてなしの心が伝わって、
憎い演出でした。昔懐かしい美空ひばり、中村錦之助
等、往年のスターが出演した映画のポスターが飾られ
ていて、見ていると時代の移り変わりが感じられ、時
代はどんどん進化しているのだな〜と思いました。
昼食は、
「れんこん料理」を頂きました。（羽島市は
れんこんの産地です）
お腹いっぱいになったところで、午後からのまちな
み散策に出かけました。大仏寺（佐吉大仏）
、千代菊
酒造、本覚寺を訪ねました。
その中の一つ、
本覚寺は竹ヶ鼻城主歴代の菩台寺で、
本堂に描かれている絵天井の「雲龍」は、墨の濃淡で

描かれている「龍」がとても立派に描かれていました。
それに精進料理が頂けるお部屋にも案内して頂き、歴
代の襖や絵が飾られ、格式の高いお部屋でした。あの
お部屋で精進料理を頂いたら、悟りが開けるかもしれ
ませんね！
散策も無事終わり、最後にケーキとお茶で休憩を
とってから帰りました。
同行された皆様は、今回の企画いかがだったでしょ
うか？次回の企画も楽しみにして下さい。
まちづくり委員会より

羽島市竹鼻町にて

鈴鹿商工会議所女性部創立20周年記念事業へ参加 11月８日㈫

鈴鹿サーキットS-PLAZAにて

鈴鹿商工会議所女性部20周年記念事業が、㈱モビリ
ティランド鈴鹿サーキットS-PLAZAで開催され、上
野会から９名が参加しました。
記念式典後の記念講演会は、鈴鹿商工会議所会頭で
（医）誠仁会 塩田病院 理事長 田中彩子氏による「女
性活躍社会へのエール」を拝聴し、懇親会・祝賀会で
は地元鈴鹿市出身の女性アーティストのトランペッ
ト、和太鼓の演奏を拝聴し、異なる単会の皆さんとも
話に花が咲き、親睦も図れました。ご参加された会員
の皆様お疲れ様でした。
上野商工会議所女性会 会長 西出孝子

青年部だより 11月例会『シゴトーーク！』開催！

11月９日㈬ 於：ハイトピア伊賀３階ホール

青年部11月例会はRIO委員会の担当で『シゴトーー
ク！』 ～青年経済人の業界のお話～と題して会員の
仕事や業界の話をする例会を開催しました。今回は青
年部会員39名の他、特別に松阪YEGの会員４名もご
参加いただき、上野YEGの例会活動を体験していた
だきました。普段知る機会の無かった会員の仕事や業
界の内容・裏話などを聞くことでお互いをより理解す
るきっかけになりました。
松阪YEGから参加の皆さんとともに
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伊賀連携フィールド2016年度
第１回「“忍者の里” の原像－壬生野の結衆、城館と春日神社－」
三重県教育委員会
戦国時代の伊賀国には、
「戦国大名」と呼ばれる
権力者がいません。それは、大きな権力者による支
配を望まない風土だからと言われています。忍者を
育んだその個性について、壬生野地区（伊賀市川東・
川西・西ノ沢）を素材に解説しました。
壬生野地区は、平安時代後期（西暦12世紀初め）
には春日社
（奈良市）の荘園でした。春日神社（川東）
が地域の精神的主柱で、その拝殿は室町時代の造立
と考えられている古建築です（県指定有形文化財）。
この一方で、ここには一辺50ｍ程度の土塁を巡らせ
た方形の小規模城館が多数見られます。城館はひと
つひとつが独立し、武力を持った領主の家です。独
立意識の強い彼らですが、川東の春日神社を心の支
えとするという点ではまとまっていました。
織田信長による２度の伊賀責め（天正７年・同９
年、1579・1581年）で、伊賀の人びとによる連携組
織である「惣国一揆」は崩壊したと言われています。
しかし、信長死後に勃発した羽柴秀吉と柴田勝家に
よる主導権争い（天正10・11年、1582・83年）に伴
い、壬生野の人びとは「一庄惣」という組織を立ち
上げました。天正11年５月、彼らは川東の春日神社

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！
！
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

1.16%（H28.11.16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。
（貸付金利の1%以内で１年間）

伊藤

社会教育・文化財保護課班長

裕偉

をはじめとした
４所の神社に立
願します。立願
状には、壬生野
だけでなく、広
く伊賀国の安定
を願う旨が記さ
れています。
「惣
国一揆」の精神は継承されているのです。
彼らの祈りが通じたのか、伊賀国に侵入していた
筒井順慶は退却します。そしてその年の９月、壬生
野一庄惣を中心に春日祭が催されました。現在、春
日神社春の例祭で催されている「長屋祭」は、戦国
時代末期の春日祭を起源としています。
壬生野地区では、春日神社拝殿や城館の土塁など、
戦国時代の景観を彷彿とさせる素晴らしい文化遺産
を数多く目にすることができます。これは、江戸時
代を通じて維持されてきた景観に他なりません。信
長によって伊賀は壊滅されたと言われますが、壬生
野の景観を見ると、戦に勝ったのは実は伊賀ではな
いのか、と思えてきます。

相談はいつでもどこでも…

『がんばる経営応援します！』

10月８日㈯

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
上野商工会議所ニュース

2016.12.5｜7

交通についてのアンケート調査結果
交通運輸部会
交通運輸部会では、毎年旧上野市の道路状況について改善・要望していくことを目的に、今年は平成28年６
月に部会員・議員等に「交通についてのアンケート調査」を実施しました。
この結果を踏まえ10月19日には交通環境の改善を要望するべく、国土交通省・警察・県・市の担当者をお招
きして当部会員との懇談会を開催しました。
※アンケートにて問題改善要望のあがった主な返答を列記します。
①平野城北町スギ薬局と西浦眼科と平野住宅街の交差点
→車の交通量も多いし、児童も多いので点滅
信号機を設置して欲しい。
警察署：
白鳳通りには４箇所信号機があり、小学
生の通学路も他の所なので現実的にはここ
に付けるのは難しいです。近くに横断歩道
があるのでそちらを利用いただきたいで
す。

①周辺図

②上野丸之内ハイトピア伊賀交差点の信号機
→ハイトピア伊賀交差点に右折信号が無い
為、信号が変われば１台しか右折できないの
で右折信号を設置して欲しい。
警察署：
右折信号を付けるのは右折車線が必要で
す。Ｂは右折車線が無いのでできません。
Ａは可能でありますが、渋滞は朝夕の通勤
時間帯のみで、北側に踏切がある為、北行
の直進車輌が踏切信号でつまれば右折でき
ると思われます。

②周辺図

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

③国道368号線（名張街道バイパス）
→車がほとんど来ないので、渋滞緩和の為、現在、時差式の信号機２ヶ所を感知式又は押ボタン式のものに変更
してもらいたい。
警察署：
感知式に変更して欲しいと他からも要望が来ている場所ですが、大きな事故を起こさない為に速度の抑制措
置として信号機を設置しているので現状でご理解いただきたいです。
④名阪国道上野IC（伊賀市守田町）
→国道368号線から上野IC（上り）進入時、名張方面からと上野方面から同時進入時、ゆずり合わない事故が多
く危険なので、優先、一時停止標識、合流注意マーク等を設置して欲しい。
国土交通省 北勢国道事務所：
交差点であることから、右折・左折と考えてください。この場合は、上野方面から進入した方が左折方向と
なり優先になります。利用者がよく分からないとの意見から、現地には図上☆印の交差部分に、名張方面から
の右折方向に該当する車輌が、破線を横断するように設置することとします。

③周辺図

④周辺図

⑤名阪国道白樫インター
→大阪から白樫ICで降りた際に、カーブミラーが設置されていないため、名阪国道の下をくぐって出てくる
車が見えづらく危険なので、カーブミラーを設置して欲しい。
国土交通省 北勢国道事務所：
カーブミラーを設置することとします。材料が搬入次第設置作業を進めていきます。

⑤周辺図
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！
！

本社 伊賀市朝屋字越中2052
名張営業所 名張市蔵持町原出446−9

㈱ナック

TEL 23−6523
TEL 63−5237

FAX 24−3841
FAX 63−5246

1972年（昭和47年）に創業して44年、この度11月に旧社屋から道を挟んで徒歩数分の場所に新社屋を建設いた
しました。創業当初の社屋前道路は、トラクターが通る程度の農道だったのが交通量が増え荷物の積み下しが難
しくなっており、また会長である私が68歳となり、70歳になるまでに建てたかったことや、様々な好機が重なり、
「今こそタイミングだ」という事で、息子の社長と共に思い切って建てました。
弊社は、中村溶材機械工具として創業して以来、各種ガス・溶接機器・溶接材料・電動工具・産業機械・住宅
設備機器などの販売、施工、メンテナンスを通じて、伊賀の企業の皆様との間に信頼関係築き、共に成長して参
りました。今後もこの伊賀で、
「コンサルティング力を兼ね備えた商社」として、ユーザニーズに的確・迅速に
対応しどんどんステップアップし、オンリーワン・ナンバーワンを目指して参ります。よろしくお願いいたします。

三階建の新社屋。社屋の横には溶接機材等を降ろす倉庫があり雨にも濡れることなく積み下ろしができる。見晴らしが良く上野城
が見渡せる。

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

建

設

業 エムビーワークス

松居

建

設

業 ㈱橋本道路

橋本

光 PACHA！

北出

観

事 業 所 名

H28年10月末会員数

組織率

2,771件

1,480件

53.41%

（平成28年10月26日〜平成28年11月14日）
（敬称略）

代表者名

住

昭治 伊賀市外山263
健 伊賀市西明寺485-1
能章 伊賀市平野東町58

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

12月・・・ 7日・16日
1月・・・ 5日・20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

所

業
足場設工
建設業
飲食店

種

上野商工会議所 新春講演会

17上野商工会議所
新年賀詞交歓会
日

時

平成29年１月５日（木）

（受付）午前10時〜
（開会）午前11時〜
午後12時30分終了予定

会

場

上野フレックスホテル
２階オークホール
伊賀市平野中川原 TEL 21−3111

会

費

１名

申込締切

5,000円

平成28年12月９日（金）

会員の皆様どなた様もご参加していただけます。
名簿作成の都合上、12月12日（月）までにお申込み下さい。
申込･問合せ先 上野商工会議所総務課

TEL 21−0527

健康診断のご案内

実施期日
受付時間

平成29年２月23日（木）
９：30〜11：00
生活習慣病健診・定期健康診断
実施会場 ゆめぽりすセンター２Ｆ大会議室
問い合わせ先 上野商工会議所
TEL 21‑0527 FAX 24‑3857
実施機関 一般財団法人 滋賀保健研究センター 伊賀営業所
申し込み締め切り日 平成29年１月26日（木）
詳細は折込チラシをご覧下さい

「今後の政局の行方」
講師

長谷川 幸洋 氏

東京新聞・中日新聞論説副主幹
ジャーナリスト

き 平成29年１月21日（土）
午後２時30分〜４時00分
ところ 上野フレックスホテル２階「桜の間」
定 員 150名（先着順）
参加費 無料
お申し込み・お問い合わせ
上野商工会議所（伊賀市上野丸之内500番地）
TEL 21 0527 FAX 24 3857
と

恋のHappy大作戦

〜ステキな出会いをあなたに〜

イルミネーションストーリー
in なばなの里

日時 2017年３月12日
（日）12：30 〜 21：00
会場 なばなの里（上野商工会議所より貸し切りバス）
主催 上野商工会議所・伊賀市商工会
後援 伊賀市・ゆめぽりす伊賀立地企業連絡会
お申込み・お問い合わせ 上野商工会議所総務課
TEL 21‑0527 FAX 24‑3857
詳細は折込チラシをご覧下さい

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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第

伊賀学

検定

回

12

28 27 21 19 18 16

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
平成28年10月10日〜11月10日集計 提供 コメリ書房 上野店

①
②
③
④
⑤

小説

12

13 12

21

12

41

今月のおすすめの１冊
『人間の煩悩』
幻冬舎
人生は「なぜ自分だけがこんな目に遭うのか？」

君の名は。

と思うことの連続で、あらゆる煩悩（心身をわず

（KADOKAWA）

らわし悩ませる迷いの心）にさいなまれるが、ど

九十歳。何がめでたい
（小学館）

流鶯

14

うすればこれらの悩みから解放されうるのか？

吉原裏同心

波瀾万丈の日々を生きてきた著者は「逃げずに受

25

（光文社）

祈りの幕が下りる時
（講談社）

何者
（新潮社）
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け止めることが道を拓く」と喝破する。
「苦労を
引っかぶって元気よく生きる」「複雑な世を生き
ぬくコツ」「欲望が涸れると、らくになる」「死ん
でみなされ、そしたらわかる！」等々、九十二年
の人生経験から人間の本質を的確に突いた一冊。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

・１月主な事務局行事

28

30 28 23 21 16

月
１日・女性会親睦委員会
４日・第 回カラーコーディネーター検定
６日・一日公庫
７日・正副会頭会議
・金融理財部会工場見学
・まちゼミ会議
８日・経営計画作成個別相談会
日・小規模事業者支援研修（津）
日・経営計画作成個別相談会
・逸品研究会及び逸品フェアＰＪ
・伊賀学検定委員会
日・青年部例会
・観光部会五色米文字事業会議
日・専務理事会議（津）
日・第 回環境社会（ｅｃｏ）検定
日・記帳継続相談会
日・青年部三役会・役員会
日・異業種交流懇談会
日・女性会フラワーアレンジメント
・御用納め

12

１月
４日・御用始め
５日・新年賀詞交歓会
日・記帳継続相談会
日・新春講演会
日・異業種交流懇談会
日・伊賀学検定セミナー
日・青年部新年会

本年も大変お世話になりました

29

年末業務 月 日
︵ 水︶
まで平常通り
年始業務１月４日
︵ 水︶
より平常通り

︵ 月 日から１月３日までお休みさせていただきます︒︶

来年もよろしくお願いいたします

12

〔初級・中級・上級〕

