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平成28年度第2回通常会員総会及び会頭会議を開催
平成29年2月14日
（火） 於 ： 四日市都ホテル
～平成28年度補正予算、平成29年度事業計画・収支予算を承認、
日本商工会議所 理事・事務局長 青山伸悦氏が講話～
三重県商工会議所連合会（会長：岡本直之）は、平成29年２月14日（火）四日市都ホテルにて、
「平成28年度第２回通常会員総会」を開催し、県内12商工会議所の会頭・専務理事出席のもと、平
成28年度収支補正予算、平成29年度事業計画および収支予算等について審議し、満場一致で原案
どおり承認されました。

▲挨拶をする岡本会長

▲講話をする日商

青山理事・事務局長

総会に引き続き、本年度の会頭会議を開催し、県内の会頭・専務理事から、各会議所の29年度
事業の基本方針や特色ある事業について報告や発言があり、意見交換を行いました。その後、日
本商工会議所 理事・事務局長の青山伸悦氏を講師に「今後の商工会議所のあり方」をテーマに講
話を拝聴しました。
会議終了後には、今回の改選で退任された小林会長（前・四日市商工会議所会頭）、山本副会長
（前・鈴鹿商工会議所会頭）、横井副会長（前・桑名商工会議所会頭）、木津副会長（前・上野商工
会議所会頭）の送別会・懇談会を開催し、終始和やかな雰囲気の中、盛会裡に終了しました。

三重県商工会議所連合会

平成29年度事業計画

１．行政庁、諸団体、大学研究機関等との橋渡し
（１）広域経済連携の推進
（２）政策・予算要望活動の展開
２．関係先との連携の強化
（１）県内中小企業の振興のための支援等
（２）地域資源を活用した地域づくり・まちづくりの支援
３．県内各商工会議所との協働
（１）各商工会議所と連携した政策・予算要望の把握
（２）各商工会議所間調整の展開
（３）情報発信、発言、提言、要望活動のために、三重県商工業界の現状や位置づけを把握す
ることを目的に各商工会議所と連携した景況調査等の調査や関連の政策研究
４．県連事務局の効果的活用
・県連活動を進めるために必要な総会、会頭会議、専務理事会議、職員研修等の会合等の行
事を企画、運営します
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部会活動ご案内 ぜひご参加ください

〜何かいいことがありそう！
交流の場が広がります〜

商業部会

サービス部会

視察研修
日 時 ４月24日
（月）
行 先 「お伊勢さん菓子博2017」

視察研修
日 時 ５月１日（月）
行 先 「お伊勢さん菓子博2017と伊勢神宮参拝」
参加費 6,000円

交通運輸部会

平成29年度総会
日 時 ６月５日（月）

視察研修
日 時 ４月24日
（月）
行 先 「お伊勢さん菓子博2017」

観光部会
「伊賀の五色米」事業として、４月１日より忍
者のキャラクターカードを各店舗で頒布します。
「五色米」にちなんだ五色の商品も販売されます。

社会文化部会
視察研修
日 時 ４月24日
（月）
行 先 「お伊勢さん菓子博2017」
参加費 5,000円（予定）

平成28年度

詳細については、各部会よりご案内いたします

灯りの城下町フォトコンテスト

平成28年10月８日～ 10日に開催された「伊賀
上野灯りの城下町」内で初のフォトコンテストが
実施され、結果が発表されました。応募作品29
点の中から、グランプリ・準グランプリ・優秀
賞・入賞が選ばれ、グランプリには伊賀牛１万円
分、他受賞者には伊賀ブランドから副賞が贈られ
ました。フォトコンテストは来年度の「灯りの城
下町」でも開催される予定です。カメラを片手に
灯りで彩られた城下町を歩いてみてください。

グランプリ

準グランプリ

「街道の灯り」 中世古健吾 様

優 秀 賞

「さざなみ」 上村

健一 様

「秋宵灯り」 上杉

裕昭 様

「幻想空間」 濱崎
上野商工会議所ニュース

久美 様
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会議所の動き
伊賀学検定・伊賀学ジュニア検定開催
今回で第12回目となる伊賀学検定を２月19日開催し
ました。受験者は、初級60名、中級17名、上級25名で
計102名の方々が受験されました。今回は従来の検定
と並行して、上野高校の１年生全員（282名）を対象

受験会場の様子

に授業時間を通じて伊賀学を勉強していただき、２月
22日に初級相当の検定問題に挑戦していただきました。
また、旧伊賀町の小学生を対象とした「伊賀学ジュ
ニア検定」を実施しました。２月17日西柘植小、２月
18日柘植小、２月22日壬生野小の日程で、各校の６年
生の児童のみなさんに受講いただき、芭蕉翁・伊賀上
野城・伊賀忍者・祭・文化財・歴史・文学・自然・生
活文化・雑学の伊賀に関係する問題に、楽しみながら
取り組んでいただきました。
今後も「伊賀学検定」事業を通し、老若男女を問わ
ず市民の皆様に地域の歴史文化への関心を高めていた
だくための活動に取り組んで参ります。

伊賀学ジュニア検定（柘植小学校）

伊賀学ジュニア検定（壬生野小学校）

工業部会 視察研修

2月21日㈫

工業部会は、会員他参加者16名にて視察研修を実施
し、京都市の「松下資料館」と「島津製作所創業記念
資料館」を見学させていただきました。
松下資料館では、パナソニックグループの創業者と
して知られる松下幸之助氏の足跡をパネルや映像によ
り紹介しており、“経営の神様” が残した言葉や理念
の数々を辿ることができました。また資料館館長の遠
藤紀夫さんから、
「人材育成の心得」をテーマに講話
を頂戴しました。部下に仕事の意義を認識させ、目標
達成のために何をすべきか考えさせることによって、
社員全員に経営意識を持たせることが大切、など松下
幸之助のエピソードを基にした経営のヒントを紹介い
ただき、参加者一同興味深く拝聴致しました。
続いて訪問した日本を代表する精密機器メーカーで
ある島津製作所の創業記念資料館では、学校の理科実

験器具からＸ線装置のような医療機器までこれまで開
発されてきた多岐にわたる製品が資料として展示さ
れ、近代科学の発展の歴史を垣間見ることができまし
た。参加者の皆様には部会員同士の交流も深めていた
だき、大変有意義な視察研修となりました。

「松下資料館」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29年3月31日迄）

業務部
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059−354−9971

女性会だより 新春懇談会開催！

2月9日㈭

ハイトピア伊賀３Fの上野商工会議所ホールにて、
毎年恒例の「新春懇談会」を親睦委員会が中心となり、
来賓に田山会頭、木戸専務、佐治局長をお招きし開催
いたしました。
新春懇談会の前に臨時総会が行われ、来期の役員が
決定し、承認を受けました。
新春懇談会の場では、グループ名「ワタイ」のご夫
婦より、フォルクローレの演奏を楽器の説明をしてい
ただきながら、時間を忘れるほどに楽しく聞かせてい
ただきました。会員全員が手を叩き、リズムをとり、
グループ名「ワタイ」の由来であるケチュア語で “繋
ぐ” ように、気持ちを一つに繋ぐことができたように
思いました。
昼食後は、
「伊賀市消防団女性部」の皆様に、災害・
地震等の備えについて寸劇をしていただきました。
「へえ～」
「ふ～ん」「なるほど」「そうか～」といった
声が響き渡り、とても分かりやすく、楽しく笑いなが
ら勉強させていただきました。
ティータイムには、毎年上野天神祭で開催する「だ
んご茶屋」の団子を食べていただき、最後に「芭蕉ふ
るさと音頭」でしめくくりました。

多数の会員の皆様にご参加いただき、ありがとうご
ざいました。
親睦委員会委員長 町野礼子

西出会長のあいさつの様子

「ワタイ」のフォルクローレの演奏

青年部だより １月例会『上野商工会議所青年部 新年懇親会』開催

あいさつを述べる松本会長

１月30日㈪

恒例の「新年懇親会」をヒルホテルサンピア伊賀に
於いて開催致しました。
伊賀市長 岡本栄様をはじめ来賓の方々や青年部
OBの先輩方も駆け付けて頂き盛大な新年懇親会とな
りました。
時間の制限も有り短い歓談ではありましたが、来賓
及びOBの先輩方と楽しい時間を過ごせることができ、
とても有意義な時間を過ごさせて頂く事ができました。
本年も青年部に一層のご理解とご支援のほど、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

２月例会『熱血商工ドッジボール部バブルサッカー編』開催！ ２月８日㈬
２月例会「熱血商工ドッジボール部バブルサッカー
編」を上野運動公園体育館にて開催しました。バブル
サッカーの試合中は、各委員会で戦術を練り、その目
の前の戦いに没頭し、仲間との相互理解や相互扶助を
体現する事が出来ました。また、インターバルではバ
ブルボールをかぶって相撲をやりました。これは各委
員会代表の個人戦ですが、選手が真剣なのはもちろん
のこと、その選手を応援する真摯な姿に上野YEGの
結束力を垣間見る事が出来ました。全体を通じて勝負
に拘るという姿勢が多分に感じられたことは感嘆する
ところであると共に、バブルボールを使った競技を通
じて仲間意識の醸成が図れました。

熱血！バブルサッカー
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…

『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

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。

融資限度額

2,000万円

返済期間

運転資金…7年以内

利

1.16%（H29.2.10現在）

※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。

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。
（運転設備資金貸付金利の1%以内で１年間）

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
場

時
所

定
員
相談内容

３月22日（水） 13：30〜16：30
上野商工会議所 相談室
３名（先着順）
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３月15日（水）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

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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平成29年度
検定試験種目

日

商

簿

記

リテールマーケティング
（販 売 士）

珠

算

商工会議所各種検定試験カレンダー
回

級

第146回

１～ 3級

試

験

日

境

社

１級：7,710円
２級：4,630円
３級：2,800円

第147回

１～ 3級

9月11日(月)～
11月19日
（日）
10月20日(金)

第148回

２～ 3級

12月18日(月)～
H30年
1月26日(金)
２月25日（日）

第80回

２～３級

7月8日（土）

5月8日(月)～
6月16日(金)

第81回

２～３級

H30年
2月21日
（水）

12月18日(月)～
1月26日(金)

第210回

１級〜10級
段位

6月25日
（日）

4月17日(月)～
5月25日(木)

第211回

１級〜10級
段位

10月22日
（日）

8月14日(月)～
9月21日(木)

第212回

１級〜10級
段位

H30年
2月11日
（日）

12月4日(月)～
1月11日(木)

第42回

２～３級

6月18日
（日）

個人4月25日(火)～5月26日(金)
団体4月25日(火)～5月24日(水)

第43回

２～３級

12月3日
（日）

個人9月12日(火)～ 10月13日(金)
１級は実施しません。）
団体9月12日(火)～ 10月11日(水)

第38回

２～３級

7月9日（日）

第39回

２～３級

11月26日
（日）

第22回
環

受験料（税込）

4月3日(月)～
5月12日(金)

6月11日
（日）

カラーコーディネーター

福
祉
住
環
境
コ ー デ ィ ネ ー タ ー

受験申込期間

会（eco）
第23回

級の設定
な
し

7月23日
（日）

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

１級：2,100円
２級：1,570円
３級：1,360円
４級〜６級：940円
7級〜10級・暗算：
840円
段位：2,620円
２級：7,340円
３級：5,250円
（上野商工会議所では

個人5月9日(火)～ 6月9日(金)
団体5月9日(火)～ 6月7日(水)

２級：6,480円
３級：4,320円
（上野商工会議所では

個人9月12日(火)～ 10月13日(金)
１級は実施しません。）
団体9月12日(火)～ 10月11日(水)
個人5月9日(火)～ 6月9日(金)
団体5月9日(火)～ 6月7日(水)

個人10月3日(火)～11月2日(木)
12月17日
（日）
団体10月3日(火)～11月1日(水)

5,400円

詳しくは、上野商工会議所までお問い合わせください。
（TEL 0595-21-0527）

第146回簿記検定試験

３級簿記検定対策講座開催

ビジネスパーソンに必須の基礎知識。経理・財務担当以外でも、職種にかかわらず評価する企業が
多い簿記３級資格。中小企業や個人商店の経理事務に役立ちます。対策講座を受講し、合格を目指
しましょう！
日

時

４月16日㈰ 23日㈰ 30日㈰
５月７日㈰ 14日㈰ 21日㈰
５月28日㈰ ６月３日㈯ 全８回

費 用 10,000円（別途テキスト代必要）
講 師 佐々木 廣明氏
※詳細・申込みは折込チラシをご覧ください。
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
第４回「芭蕉忍者説の傾向と対策」（後期） H29年１月28日㈯
「芭蕉忍者説の傾向と対策」要旨

論先決めで理屈をつける形
で芭蕉忍者説は発展してき
た。斎藤栄『奧の細道殺人
事件』（光文社、昭和45年）
や 連 続 テ レ ビ 時 代 劇「 隠
密・奥の細道」（テレビ東
京。昭和63年～平成１年）
などフィクションも様々登場し広まっていく。
出自や身体能力からの説明が難しいため現在では
反証可能性のない芭蕉隠密説が生き残っている。芭
蕉は逸話の多い人物だが忍術を使った逸話もない。
戦後の忍者ブームを経て芭蕉と組み合わせる発想が
生まれたのだろうが、芭蕉忍者説は芭蕉にとっても
忍者・忍術にとっても益のない発想である。

吉丸 雄哉
松尾芭蕉を出自から忍者と見なす説は「芭蕉は無
足人（准士分）の末流だが、父の代ではもう農民」
「無足人は忍術を身につけ働いた伊賀者とは別の身
分で、忍術を身につけていた者は稀」
「母の出生は
資料をきちんと解釈すれば百地氏と関係づけられな
い」ので無理がある。
「奥の細道の行程から健脚なので忍者」という説
は、最大でも一日60キロの日がある程度で他は健脚
な当時の日本人と変わらない移動距離なので否定で
きる。
そもそも芭蕉忍者説の起源は松本清張・樋口清之
『東京の旅』
（光文社、昭和41年）である。以後、結

伊賀連携フィールド2017年度前期
４月15日
（土）

市民講座「忍者・忍術学講座」日程

「徳川幕府の伊賀者について―伊賀者松下家文書の解読―」

高尾

善希 （立正大学非常勤講師）

５月20日
（土） 「身体で学ぶコツ・身体技術上達法」

ウィリアム・リード （山梨学院大学教授）

６月17日
（土）

「藤堂藩の無足人と伊賀者―伊賀国を中心に―」

藤谷

彰 （三重県総合博物館展示・資料情報課主幹）

７月15日
（土）

「戦国時代 伊賀国の石造物情勢は複雑怪奇なり」

竹田

憲治 （三重県教育委員会社会教育・文化財保護課班長）

８月19日
（土） 「伊賀上野の武家屋敷」

菅原

洋一 （三重大学大学院工学研究科教授）

９月16日
（土）

久松

「忍者食はストレス社会に活かせるか？」

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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眞 （三重大学社会連携研究センター特任教授）

三重県伊賀市小田町743-2

平成29年3月分（4月納付分）〜の協会けんぽの保険料率に
ついてお知らせします。
三重支部の健康保険料率は変更となります。
介護保険料率も変更となります。
皆さまのご理解をお願い申し上げます。
給与・賞与の

9.93％
給与・賞与の

1.58％

平成29年２月分
（３月納付分）まで

平成29年２月分
（３月納付分）まで

健康保険料率

介護保険料率

給与・賞与の

9.92％
給与・賞与の

1.65％

平成29年３月分
（４月納付分）から

平成29年３月分
（４月納付分）まで

※40歳から64歳までの方
（介護保険第２号被保険者）
には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保険料率が適用されます。

日本年金機構・全国健康保険協会

（http://www.nenkin.go.jp/）

三重支部

（http://www.kyoukaikenpo.or.jp/）

知って得するビジネスマナー
「ビジネスシーンでのマスク着用のマナー」
先日、JR品川駅のホームで新幹線を待っている
と、あることに気付きました。ホームには、ビジネ
スパーソンらしき人がたくさんいたのですが、なん
と、２人に１人がマスクを着用しているのです。な
んという「マスク着用率」でしょう。
今の時季、外出先でもオフィスの中でもマスク姿
の人をよく見掛けます。厚生労働省では、
「咳エチ
ケット」や「マメにマスクでインフルエンザ予防」
と、飛沫（ひまつ）感染予防としてマスクの着用を
推奨しています。確かに、周囲にうつさないために
も、自分の喉を守るためにも、積極的にマスクを使
うべきかと思います。しかし、ビジネスシーンにお
いては、医療関係者や食品製造業などを除いてマス
クの着用は原則ＮＧであることを覚えておかなくて
はなりません。
マスクは顔の半分を覆ってしまい、表情が見えま
せん。また、マスクを着用したまま話すと、言葉も
聞き取りにくくなります。こうなると、表情という
コミュニケーションツールを隠し、意思疎通を避け
ている印象を相手に与えてしまいます。初対面の相
手なら、表情が見えないことに不安を覚え、声がこ
もって聞き取りづらいことに不快感を示すでしょう。
通勤時にマスクを着用していたとしても、オフィ
スに入る際には注意が必要です。特に、お客さまな

ど社外の人と話す際にマスクを着用するのは厳禁で
あると心得てください。
自分が風邪をひき、咳やくしゃみなどにより周囲
に迷惑を掛けたくないという「他者への配慮」の場
合は、ビジネスシーンにおいても例外的にマスクの
着用が許されます。ですが、その際には「風邪をう
つしてしまうと申し訳ありませんので、マスクを着
用させていただきます」といった一言を添えなくて
はなりません。表情が見えない分、余計に、現在の
自分の状況やマスクを着用する理由などを言葉にし
て相手に伝える配慮が必要だからです。「自分は体
調が悪いのだから仕方がない」と、何も言わずにマ
スクを着用しているのはマナー違反です。
また、お客さまなど社外の人と話す際など、いっ
たんマスクを外すような場合には、そのまま机の上
などに置かないよう気を付けてください。特に、風
邪をひいているときに着用していたマスクは、菌が
いっぱいです。不衛生なものを周囲の目に付くとこ
ろに置く行為は、大変失礼です。マスクを外したら、
内側に折り畳んで上着のポケットやかばんに入れま
す。使い捨てのものを使い、マメに取り替える方が
衛生的にも見た目にもスマートです。また、マスク
を片方の耳にだけ引っ掛けて、ブラブラさせている
人を見掛けますが、だらしのない印象を与えますの
で注意が必要です。
今回ご紹介したマスクのマナーに留意していただ
きつつ、風邪をひかれませんよう、どうぞご自愛く
人財育成トレーナー 美月 あきこ
ださい。
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！
！

伊賀市猪田1367-1
☎080-1571-1115

TomiBerryいちご農園

はじめまして、TomiBerryいちご農園の冨田です。弊農園は2016年１月に伊賀市猪田にオープンしたいちご農
園です。イチゴの直売の他、イチゴ狩りも出来（完全予約制）、休日には大勢のお客様で賑わいます。「高設栽培」
という方式で栽培しており、イチゴが汚れにくく、綺麗な上、かがむ事なくイチゴ狩りをお楽しみ頂けます。茎
が少しでも折れると果実に栄養が行かず、美味しいイチゴに育たない為、ネットで保護をしたり、余分な果実を
予め摘み取る摘果作業、いちごが最大限に光合成し栄養を蓄えるよう温湿度管理やCO2施用、天候やいちごの具
合をみながらの水やり調整で、大きくて甘いイチゴとなるよう育てています。まだまだうまくいかない事も多く、
品質・生産量も安定せず、日々試行錯誤しながらですが、一度お試し頂ければ幸いです。イチゴは農園直売の他、
近隣スーパーや八百屋さんなどにも出させて頂いていますので、もし見かけましたら是非手に取ってみて下さい。

イチゴ高設栽培

笑顔でお待ちしています♪

会議所の新しい仲間です
部

会

名

事 業 所 名

（平成28年12月7日〜平成29年2月15日）（敬称略）

代表者名

住

所

業

商

業 ㈱前沢畜産

籠井

浩美 伊賀市大野木343

工

業 伊藤製作所

伊藤

保 伊賀市山出1566

業 都プラス

森川

竹明 伊賀市ゆめが丘1-3-3 インキュベーション室３号-Ｃ 総合建設業

交 通 運 輸 ㈱ＭＩロジ

伊澤

正弘 伊賀市依那具378-2

社 会 文 化 ㈱ジャスト・ビー

本田真奈美 伊賀市ゆめが丘1-3-3

建

設

上野商工会議所

会員の動き

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

3月・・・ 1日・17日
4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
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種

農畜産業
省力機械、設計、製作

運送業
人材育成・研修

商工業者数

H29年1月末会員数

組織率

2,771件

1,478件

53.34%

上野商工会議所会員増強キャンペーンについて

ぜひ新入会員をご紹介ください！

上野商工会議所の会員現状は、経済情勢などの理由で「会員退会」が増え、平成29年１月末
には1,397件となり、商業統計による管内商工業者数からの会員組織率も50.41％と、会議所運
営に影響が出る危機的な状況が目前に迫っております。
先般、組織強化委員を開催し、「財政基盤の拡充」と「組織率の向上」に向け検討を重ね、
会員増強に力を入れていくことになりました。つきましては、お知り合いの方でまだ未加入の
方、ご近所で開業された事業所の方をご紹介いただきたく存じます。
ご紹介をいただいた事業所につきましては、職員がお電話の上入会のご説明にお伺いいたし
ます。
上野商工会議所は、今後も会員の皆様のニーズに沿ったきめ細やかなサービスを提供し、信
頼される会議所を目指し一層努力してまいります。
ご支援ご協力よろしくお願い申し上げます。
問合せ先 上野商工会議所 総務課 TEL 0595-21-0527 FAX 0595-24-3857

伊賀市商業後継者育成事業セミナー

社長は「人」に頼るな、「仕組み」で戦え！

世界で実践された“小さな会社”を飛躍させる手法

ガーバー流
会

場

仕組み経営 ８つの条件

平成29年３月24日
（金）20：00〜22：00

上野商工会議所ホール

講

師

（ハイトピア伊賀3F）

受講料

無

定

50名（定員に達し次第、締め切ります）

員

上野商工会議所
☎0595‑21‑0527

伊賀 の 里
開催日
集 合
解 散
その他

代表取締役

ほりこし きち た ろう

堀越 吉太郎氏

料

お問い合わせ先

Think&Do 株式会社

主

催

伊賀市、上野商工会議所
中小企業相談所

魅力満載ウォーキング

平成29年４月９日
（日）小雨決行（ただし荒天中止）
JR伊賀上野駅（受付時間９時45分〜）※10時30分出発
13時00分頃予定
★ウォーキングに適した服装で、お弁当・水筒・
★公共交通機関でお越しください。
タオル・その他各自必要と思われるものを持
★解散後「伊賀上野NINJAフェスタ」への参加
参してください。
の方は、自由行動となります。
★小学生以下のお子様は、必ず保護者と一緒に
★中止の場合は、当日午前７時に決定しますの
ご参加ください。
で、上野商工会議所へお問い合わせください。
上野商工会議所ニュース
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第59回新規学卒就職者激励会 ＆
教育セミナーのご案内
と

き

４月18日(火) 〜 19日(水)
【第１部】式
18日

典

ところ

ハイトピア伊賀３階

参加費

参加者１名につき（昼食代、テキスト代含む）

午前８時30分〜午前９時20分

会

【第２部】教育セミナー
18日

午前９時30分〜午後５時

主

催

19日

午前９時〜午後４時

後

援 （公財）日本電信電話ユーザ協会三重支部（伊賀地域）・

申込締切

今月のおすすめの１冊
『LIFE

人間が知らない生き方』
文響社

「人生の成功者から学ぶ」やら「偉人から学ぶ
○○術」などというキャッチコピーのビジネス書
は数あれど、
「動物たちから生き方を学ぶ」なん
ていうテーマを掲げている本は、唯一無二ではな
いでしょうか。
ペンギン、ライオン、そしてダンゴムシまで、
我々よりはるかに知能が劣る彼らではあるが、人
間には思いもよらない生き方があると教えてくれ
ます。
ビジネス書ではありますが、漫画+解説といっ
た構成ですので小学生からでも読めます。
普通の本に飽きた という方にオススメです。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

３・４ 月 主 な 事 務 局 行 事

３月
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１日・女性会まちづくり委員会

（PHP研究所）

２日・常議員会議

ストーリーで人を楽しませる

６日・逸品研究会・逸品フェアＰＪ

雑談力

８日・青年部例会

（文藝春秋）

９日・天神祭実行委員会

コンビニ人間

日・婚活事業「なばなの里イルミネーション」

（双葉社）

日・正副会頭会議

君の膵臓をたべたい

14 13 12
日・女性会役員会

（小学館）

・青年部役員会

九十歳。何がめでたい

日・青年部県連役員会

⑤

（講談社）

日・日商通常会員総会（東京）

④

結物語

日・インターンシップ反省会

③

提供 コメリ書房 上野店

日・伊賀ブランド推進協議会臨時総会

（コミック・文庫除く）

日・通常議員総会

・女性会県連理事会

ベストセラー紹介
平成29年1月10日〜2月10日集計

３月22日（水）

24 23 21 17 16 15
日・後継者育成事業セミナー

日・青年部東海ブロック役員会・総会

27 25
日・異業種交流懇談会

４月

１日・建設業部会視察研修

６日・県下専務理事会議

９日・魅力満載ウォーキング

日・県連会頭会議

19

日・合同就職セミナー

日～ 日・新入社員歓迎の集い

日・商業部会視察研修

・交通運輸部会視察研修

・社会文化部会視察研修

24 18 14 10

上野商工会議所・伊賀市商工会
伊賀市

内容 『新社会人のためのビジネスマナー』

②

5,000円（上野商工会議所・伊賀市商工会・ユーザ協会）

非会員 10,000円

講師 みなみトレーニングラボ〜 倉智紫津子氏

①

員

上野商工会議所

