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2017年新年賀詞交歓会
盛大に開催
上野商工会議所新年賀詞交歓会を１月５日（木）、上野フ
レックスホテルで開催し、地元の財政界関係者、当所役員・
議員をはじめ会員事業所205名の皆様とともに新年を祝い
ました。
昨年11月に会頭に就任した田山会頭は、中小企業の活力
強化するため、成長の為の底上げの1年にしていく事、また、
地域の発展に貢献するための地方再生の実現を２つの大き
な柱に挙げました。そのため、慢性的な人手不足への対応、
また生産性の向上の重要性を強調し、①IT化に伴う設備
投資の推進、②後継者の確保、③産学官連携を推進すると
あいさつを述べる田山会頭

ともに、色々な課題を市民及び市行政並びに様々な団体と

会議所のパイプを太くして連携を強化していきたいと述べました。
続いて、まちの発展には「観光」がキーワードとなる事も述べ、昨年12月上野天神祭ダンジリ行事がユネスコ
の無形文化遺産に登録されたことや、忍者、芭蕉などまちの持っている財産の素晴らしさにふれ、自分たちの気
が付いていないようなプラス部分を更にプラスにしＰＲすることが更にまちの発展に繋がると力説し、就任の挨
拶も兼ねた所信を述べました。
引き続き、岡本栄市長が「両輪体制で10年先、20年先、50年先に繋がるようなことを頑張っていきたい」と挨
拶された。川崎二郎衆議院議員、稲森稔尚三重県議会議員からの祝辞の後、北出忠良伊賀市議会議長の発声によ
り伊賀酒で乾杯し祝宴に入りました。ご出席された皆様各々の名刺交換で新年の挨拶が交わされ、和やかな雰囲
気の中で盛大に賀詞交歓会が開催されました。

和やかに新年のあいさつを交わす参加者のみなさん

伊賀酒で乾杯！

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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伊賀市活性化に向けての提言
平成29年度予算等に関する要望書を提出
平成28年12月13日
（火）、伊賀市長に、平成29年度施策の策定並びに予算編
成にあたり、中小企業及び小規模事業者が持続・発展し地域経済を支えるた
めの産業振興施策の強化及び拡充の要望書を、下記のとおり提出いたしました。

１ 「まち・ひと・しごと地域創生戦略」実現のための施策
の推進
⑴中小企業及び地域産業の振興策の充実
①「まち・ひと・しごと地域創生総合戦略」具体的アク
ションプランの策定及び推進
ア 第二次産業の具体的アクションプランの策定
（例、大阪市地方総合戦略においては、個々の
施策推進計画及び工程表の計画）
イ 良質な雇用機会の拡大及び成長産業の立地を目
指す
ウ 市内金融機関と相互に巾広い連携、協力関係を
構築し、地域活力の創出、地方創生の課題の取
り組み等促進するため「地方創生にかかる包括
連携協定」の締結
エ ものづくり道場（職業訓練等に供するもの）開
設の制度化
②産学官連携の強化及び支援の拡充
⑵雇用確保のための施策の強化及び支援施策の拡充
①地元企業への就労の向上施策の拡充
ア 地元企業への就労の発信施策の拡充
◦企業ガイドブックの拡充支援及び高校生、大学
生またＩ・Ｕターンの推進に向けての発信力の
強化
イ 小、中、高校において地元企業の企業魅力、就
労環境の魅力等産業教育の強化
②多様な雇用の確保のための支援の創設
ア 少子化対策を踏まえ女性雇用、子育て世代雇用
や婚活対策に取り組んでいる企業への支援及び
助成の創設
イ 管外から移り住んできた優秀な人材の定着化の
ため、高度化人材確保の施策の創設
⑶中心市街地活性化の促進
①第二期中心市街地活性化計画の早期策定
②中心市街地活性化協議会及び㈱まちづくり伊賀上野事
業への支援拡充
③街なか賑わいイベント等への支援の拡充
◦市民夏のにぎわいフェスタ、市民花火大会、灯り
の城下町事業等
観光立市にむけた観光振興の促進
⑴天神祭ユネスコ無形文化財登録を機に、あらたな観光推
進の強化
①市をあげての天神祭事業として運営の刷新及び支援の
創設
⑵観光客受け入れ施設等の拡充
①現市庁舎跡地の総合的な活用計画の策定
ア 商工業発展のため観光及び物産機能の設置
②魅力的で集客力の高い新芭蕉翁記念館の実現
③外国人を含む観光客向けの案内板、まちなか誘導標識

等の整備
④街なか駐車場やトイレ整備などおもてなし受け入れ環
境の整備
３

社会基盤の整備
⑴社会基盤の整備
①渋滞緩和及び交通安全施設の整備
ア 国道368号線及び主要幹線道路の渋滞緩和及び
安全確保
イ 丸の内交差点、ハイトピア前及び銀座通りのス
ムーズな通行の整備
②近鉄伊賀神戸駅前の開発の促進
ア ロータリーの設置、車両の待機場所の確保等
③ゆめが丘団地及び工業団地内の整備
ア 道路・公園の清掃、街灯の増設及び標識カーブ
ミラーの等安全対策の整備
イ スーパーマーケット等の生活施設の充実のため
の施策支援
⑵将来への交通基盤の整備計画の策定
①リニア中央新幹線の建設を見据え、既存交通網の整備
調査
②名神高速道路及び新名神高速道路と名阪国道との連絡
道の整備促進
⑶公共バス等の交通ネットワークの充実
①市街地と郊外並びに他の地域へのアクセス、利便性を
考慮したバス路線の見直し
②市内公共施設、
商業施設等が益々分散化の傾向にあり、
バス路線の見直し及び整備
③関西線及び伊賀鉄道と連動した交通ネットワークシス
テムの整備

４

公共工事発注制度の改善
⑴地元事業所が参入しやすい発注方式の推進
①大型案件の分離・分割発注方式の早期実施
②発注基準の選定業者数の見直し
⑵大規模案件における市外業者単独受注の防止
①全ての工事（建築・土木・電気設備・機械設備）にお
いて地元事業所とのＪＶを入札の条件
②設計・監理業務の発注基準においては、参加可能では
なく、地元事業所が受注し易い要件の設定

２

５

中小企業・小規模企業振興事業費補助及び商店街活性化
等の事業補助の拡充
①上野労務対策協議会負担金
②中小企業相談業務負担金
③商工会議所事業補助金
④中心市街地等商店街活性化事業費補助
等の事業支援及び助成の拡充
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会議所の動き
金融理財部会 市内会員事業所工場見学会 H28年12月7日㈬
金融理財部会では、毎年市内会員事業所様への工場
見学会を開催しております。今年度は18名が参加し、
伊賀市ゆめが丘にある株式会社クラフトワーク様を訪
問させていただきました。
同社では、環境品質をテーマに『Vカット技術』を
駆使した木製住宅部材を生産されています。Vカット
技術とは、平らな板の裏側にV字型の溝を掘り、そこ

㈱クラフトワークにて

を折り曲げて接着し成型する技術です。この技術によ
り、まるで紙を折り曲げるかのように木がシャープに
折り曲げられていく工程に目が釘付けになりました。
内装ドア枠・間仕切り枠・間仕切り扉・窓額縁・玄関
框・キッチン扉・階段踏板・ホームエレベーター・リ
ホーム用パーツ・照明用パーツ等が作られています。
全国の新築戸建住宅の７軒に１軒が同社のドア枠が採
用されているそうです。
また、長年にわたる環境保全事業への取り組みや今
後のビジョンについても種々ご説明いただき、参加者
一同、大いに見聞を広めるとともに有意義の内に工場
見学会を終えることができました。～会社と社員とそ
の家族の幸福と繁栄を図る～というあたたかい言葉の
入った経営指針にも感銘を受けました。株式会社クラ
フトワークの皆様ありがとうございました。

2016年全国そろばんコンクール H28年12月18日㈰
ハイトピア伊賀３階 ホールＡ・Ｂにおいてそろば
んコンクールを実施しました。小学１年生から一般の
方まで55名が参加しました。
この大会の結果は、全国集計され各部門100位以内
に入賞すると賞状が贈られます。
今回の最高得点者賞は、久米小学校４年生 髙岡琉
翔さん
（小学校４年生以下の部）
と霊峰中学校２年 福
永沙梨菜さんでした。おめでとうございます。
１年に１回のコンクールですので、１年毎の成長を
感じるいい機会になるのではないでしょうか。来年も
多くの方に挑戦していただければと思います。
～各部門金賞のみなさん～（敬称略）
☆小学校１年生以下の部 西山 紗菜
☆小学校２年生の部
西村 聡旭

各部門金賞のみなさん

☆小学校３年生の部
☆小学校４年生の部
☆小学校５年生の部
☆小学校６年生の部
☆中学生・一般の部

相澤
髙岡
髙岡
福永
福永

勇汰
琉翔
詩音
有彩
沙梨菜

異業種交流懇談会『忘年会』開催 H28年12月27日㈫
異業種交流懇談会（岡森久剛座長）の12月例会とし
て忘年会を「金谷」にて開催致しました。来賓として
ご臨席いただきました田山雅敏会頭をはじめ18名の方

「一年を振り返る漢字一文字」を手に記念写真
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にご参加いただき、会員間の親睦を深めることができ
ました。また、本会では恒例となっております “今年
を振り返る漢字一文字” を参加者の皆様に発表いただ
きながら、各々一年間の回想と新年への抱負を述べて
いただきました。
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（TEL 0595-210527）までお問い合わせ下さい。

長谷川幸洋氏

新春講演会 H29年1月21日㈯

（公財）
日本電信電話ユーザ協会との共催で新春講演
会を開催しました。
今年は、テレビそこまで言って委員会に出演されて
いる東京新聞論説委員でジャーナリストの長谷川幸洋
氏をお招きし、“今後の政局の行方” と題してご講演
をいただきました。
2017年の安倍政権の動向を占う上でカギになるであ
ろう外交問題、特に中国船による領海侵犯や北朝鮮の
核実験などへ毅然とした対応が求められる対東アジア

「外交・経済・政権」の動向について鋭く解説する長谷川氏

関係と、トランプ大統領誕生によりTPP問題など政策
の転換が注目される対米関係を中心に舌鋒鋭く解説し
ていただきました。講話の中で特に強調されていたの
は、外交問題を解決する上でまず私たちは当事者間の
交渉の動きに目が行きがちですが、外交を優位に進め
るために重要なのは（特に米中のような大国と対等に
渡り合う上では）第三国と問題を共有することにより
自国の味方を増やすことである、ということです。そ
うした第三国とのやり取りにも私たちは注目しなけれ
ばならないと感じました。
また、防衛政策に関しても今年はさらに一歩先へ議
論が深める必要が出てくるであろうという見解を示さ
れました。現状は隣国の脅威に対する抑止力としては
不十分であり、経済の面だけでなく安全保障の面でも
トランプ大統領の就任に揺れるアメリカとどう向き合
うのかは政権の重大な課題となるであろう、とのこと
です。
当日は、117人のご出席で盛大な催しとなりました。

女性会だより フラワーアレンジメント講習会開催
女性会親睦事業「お正月のフラワーアレンジメント
講習会」を行いました。年末のお忙しい中、ご参加い
ただき、厚くお礼申しあげます。
さて、一昨年度もお正月フラワー講習会を開催し、
二年続けてとなりましたが、毎年人気をいただいてお
ります、
「冬ごもり」と器にお花を生ける「お正月ア
レンジフラワー」と２つから選んでいただきました。
「冬ごもり」は何度か作ったことがある方が多いの
で慣れた手つきで、助け合いながら生けて下さってい
ました。
「お正月アレンジフラワー」は、花材に珍しいピン
クの葉ボタンを使ったので、
「バラみたい」
「可愛い」
と話しながらアレンジ作りを楽しんで下さいました。
雪の降る寒い日の開催となりましたが、皆様手早く
生けられ、完成されたので講習時間もあっという間に
終了！！

H28年12月28日㈬

完成した華やかなお花を見ながら、「一足早くお正
月が来たようだ」と、自分の出来上がった作品に満足
されていました。
親睦委員会 佐藤直美

「冬ごもり」をつくる参加者達

青年部だより 『名張YEG＆上野YEG合同新年会』開催

名張YEGの皆さんとの新年会の様子

H29年1月16日㈪

恒例の「名張YEG＆上野YEG合同新年会」を上野
YEG主催で、とろろ庵 伊賀路に於いて開催致しました。
当日は、あいにくの雪模様となりましたが、総勢26
名の参加で互いに交流させていただきました。
時間の制限も有り短い歓談ではありましたが、名張
YEGの皆さまとしっかり親睦を深めることができま
した。
名張YEGの皆様からの刺激を今後の活動への活力
としていきたいと思います。
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…

税

務

労

務

経

営

事業主の皆様へ（従業員の皆様へもお知らせください）

65歳以上の方も
雇用保険の適用対象となります
平成29年1⽉1⽇より

雇用保険の適用拡大について
平成29年１⽉１⽇以降、65歳以上の労働者についても、
「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険
の適⽤の対象となります（平成28年12⽉末までは、「⾼年齢継続被保険者」（※１）となってい
る場合を除き適用除外です。）。
⃝平成29年１⽉１⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件（※２）に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被
保険者資格取得届」（以下「資格取得届」という。
）を提出（※３）してください。
⃝平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年１⽉１⽇以降も継続して雇
⽤している場合
雇用保険の適用要件（※２）に該当する場合は、平成29年１⽉１日より雇用保険の適用対象
となります。事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出（※４）してください。
⃝平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者（※１） である労働者を平成29年１⽉１⽇以

降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は不要です。
（⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます）

（※１）65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保
険者。
（※２）１週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること。
（※３）被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
（※４）提出期限の特例があります。平成29年３⽉31日までに提出してください。

保険料は、平成31年度（平成32年３月31日）までは免除となりますので、事業主負担もなく、
労働者から徴収いただく必要はありません。
お問い合わせ

上野商工会議所

労働保険事務組合担当まで

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

平成29年度新規学卒就職者調査について
当所では今春卒業され、市内各事業所に就職された従業員（家族従業員を含みます。）の方々の調査を行い、
就職の動向等を把握させていただきたいと考えています。
本調査は、上記目的以外には一切使用いたしません。個票を公表することも決してありません。また取扱
いにつきましては十分慎重を期すものとします。
つきましてはご繁忙の折、誠に恐縮ですが、会報折込しております調査票にご記入の上、3月6日までに
FAX（24-3857）又は郵送にてご回示下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

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

員

上野商工会議所

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

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）・伊賀市

講師 みなみトレーニングラボ〜 倉智紫津子氏

上野商工会議所・伊賀市商工会

申込締切

３月22日（水）

内容 『新社会人のためのビジネスマナー』

※申込書は3月号会報に折り込み致します。

合同就職セミナー開催（UIJターン）参加企業募集
日

時

４月14日（金）午後１時～午後４時

対

象

大学・短大・専門学校

・会 員
・非会員
主

催

場

所

上野フレックスホテル

高専等卒業予定者及び若年就職希望者

（上野商工会議所・名張商工会議所・伊賀市商工会 会員の方）
5,000円（税込み）
10,000円（税込み）

伊賀市・名張市・上野商工会議所・名張商工会議所・伊賀市商工会

参加ご希望の事業所様はお問い合わせ下さい。ご連絡させていただきます。
※定員（45社）先着順で締め切らせて頂きます。お早目のお申込みをお願い致します。

法人決算・申告実務研修会の日程
日
場

時
所

内

容

講

師

受講料

主

催

３月６日
（月） 13：30 ～ 15：30（予定）
伊賀市上野丸之内500
ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所ホール
「わかりやすい会社の決算・申告の実務」
について
上野税務署
法人課税部門 上席国税調査官
法人会・上野商工会議所・名張商工会議
所・伊賀市商工会 会員（無料）
その他は、2000円（事前申し込みが必要）
一般社団法人伊賀法人会
伊賀市上野丸之内500 ハイトピア３階
電話 24-5774
FAX 24-5796

新設法人説明会の日程
日

時

３月16日（木） 13：30 ～ 15：00（予定）

場

所

伊賀市上野丸之内500
ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所ホールB

内

容 「新設法人のための税金」について

講

師

上野税務署
法人課税部門

受講料

無

主

上野税務署

催

上席国税調査官

料

伊賀市緑ケ丘本町1680
後

援

電話 21-0950

一般社団法人伊賀法人会
伊賀市上野丸之内500
電話 24-5774

ハイトピア３階

FAX 24-5796
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年男

にきく

酉

1. 氏名 2. 生年月日 3. 職業
4. 趣味・健康法は何ですか？ 5. 今年の抱負は何ですか？
6. 好きな言葉・座右の銘は何ですか？
7. 伊賀市の魅力は何だと思いますか？ 8. 尊敬する人物

２．昭和20年7月30日
３．美容業
４．時代物読書、散歩
５．ゆったりと生きる
６．特に無し
１．油

屋 藤 夫

㈱ブーケ

１．榊

原 成 人

㈱サカキバラ

７．歴史ある町並み
８．全ての先達者

２．昭和32年12月6日
３．段ボールケース製造販売
４．料理
５．安定した企業経営
６．事実は真実の一部でしかなく、真実は見
方により変わる
７．多様な潜在資源（歴史・自然等、ただし
有効利用は…）
８．考え方に共感する人＝山本七平（作家）

１．長

谷 康 弘

長谷製陶㈱

２．昭和56年4月23日
３．造園業
４．読書、ジョギング
５．目標に向かう姿勢を大切にする
６．七転八起
１．上

田

石原園

靖

２．昭和56年6月10日
３．広告宣伝業（伊賀流看板屋）
４．趣味：スポーツ

７．不自由の無い田舎
８．何歳になっても自身の向上に取り組んで
いる人

健康法：温泉

５．営業部 中忍から上忍に昇格すること

６．有言実行

眞

８．自分の仕事を持っている人

３．高級輸入時計、宝飾品小売り
５．今一度、己を見直す

㈲奥時計店

７．お米、野山

２．昭和32年12月7日
４．時計のコレクション

１．奥

２．昭和44年8月31日
３．長谷製陶㈱ 代表取締役社長
４．趣味：楽しいお酒
健康法：毎朝の朝礼時のラジオ体操
５．創業185年目を迎え、不易流行の精神
のもと、何事にもチャレンジする
６．作り手は真の使い手であれ
７．風土・歴史・文化・産業といった「地域の資源」
８．親

・

６．責忍重大
１．中 田 周 之 介

㈲アート工房

７．自然・歴史・文化
８．百地三太夫

伊賀連携フィールド2016年度
第３回「猿飛と霧隠―江戸文学の中の忍者―」（後期） H28年12月24日㈯
「猿飛と霧隠―江戸文学の中の忍者―」要旨
大阪大谷大学文学部教授 高橋 圭一
猿飛と霧隠は真田幸村の家来として、江戸文学の
中で生み出された忍者（忍び）です。
史実の真田信繁（幸村）は、夏の陣での壮絶な討
死によって世間に名を轟かせましたが、それ以前は
父昌幸に隠れて目立たない存在だったようです。そ
の幸村を日本一の大軍師としたのは、江戸時代の小
説の一ジャンルである「実録」です。実録については、
当時の条例などを引いて詳しく説明いたしました。
近世前期の文学、
『大坂物語』
『難波戦記』...と時
代が下るにつれて幸村の活躍は増え、近世中期に成
立した『厭蝕太平楽記』に至ってその天才軍師・豊
臣の忠臣という像が完成します。と共に、
『厭蝕太
平楽記』で初めて猿飛佐助と霧隠（才蔵の名はまだ
ありません）が一度づつ登場します。原本のコピー
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で、名前の書か
れていることを
確認してもらい
ま し た。 さ ら
に『厭蝕太平楽
記』を約四倍に
増補した『本朝
盛衰記』が近世
後期には出現し
ます。そこでの猿飛と霧隠は卓越した忍びとして、
主として情報収集・報告、及びその操作に携わりま
す。ただ一度、霧隠が他の四人の忍びと家康の旗本
勢四五百人と戦った挙げ句、鉄砲組に囲まれるや、
忍術で姿を消すという場面が描かれています。ここ
は原文を読んでもらいました。江戸の忍びも、立川
文庫の猿飛・霧隠並みの腕を持っていたようです。

全
健
学

25 講座
康

つくる

ぶ

食べる

キレイ

店

名

内

● 株式会社 ウヲジスポーツ
❶

❷ 伊賀流忍者整体 癒しの館
●
❸-1
●
❸-2
●
❹-1
●
❹-2
●

糸

❻-2
●

源

榎ふとん店

● ステーキハウス グラツィエ
❼
❽ フラワー松井
●
● 紅屋結納店
❾

❿ 岡本誠美堂印刷
●

⓫ 有限会社 西尾デンキ
●
⓬-1
⓬-3
●

お申込みは各店へ!!
受付始まってます!!

● 株式会社 中里工務店
⓮
⓯ 平安会館 伊賀斎奉閣
●
⓰ 咲花（さな）
●
⓱-2

正しい姿勢の作り方！負担の少ない体づくり 0120‑19‑1842

眠りのメンテナンス＆おふとんのメンテナンス
ダニくんとさようなら アレルギーの原因ダニを知ろう
お母さんのための漢方教室1・2・3
あなたの羽毛布団、健康診断でずっ〜と快適に
ママが作る、
マイベビー布団

21‑0884

21‑0434
23‑1076
21‑3886

ご家庭でできるヘルシーハンバーグ作り

51‑0783

White Day Presents

21‑1881

お祝いの作法と水引結び体験3

21‑1481

名刺をお作りになるその前に

21‑3784

知って得する楽しく学ぶ電気の講座♪

21‑3372

プロの味！赤飯饅頭とすいーとポテト

21‑0028

和菓子屋女将の体に優しい麹料理

⓭ むらい萬香園

⓱-1
●

21‑4900

着物のお悩み解消! 知恵袋

⓬-2 ㈱紅梅屋
●

受講料無料!!

足はたいせつ！小さな町のくつの助っ人

自宅で出来るアイケア講座

❺ 薬局ヘルスショップ としみ
●
❻-1
●

申し込み電話番号

薬局で出来る血液検査

ハヤシ薬局

寝具の店

容

アキュラ鍼灸治療室

● 森下ふとん店 マニステージ伊賀
⓲
⓳ ポーラ上野店
●

お茶のおいしい淹れ方講座

21‑1173

後悔しないための
「賢い家づくり勉強会」

21‑5303

家族葬 ＆エンディングノート勉強会

24‑9999

玄米の美味しい食べ方

24‑0815

お家でできる簡単美容ストレッチ

（刺さないはり治療・お灸体験あり）

お家でできる簡単ツボ押し美肌ケア

44‑6644

（刺さないはり治療・お灸体験あり）

眠る前のマットレス de ヨガストレッチ体験

21‑0135

ほほ笑みアップ！ポーラの顔エステ体験

23‑0593

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

2月・・・ 1日・17日
3月・・・ 1日・17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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会員 ひろば

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

株式会社ミルボン 生産本部 ゆめが丘工場
2016年9月、株式会社ミルボンゆめが丘工場北棟が完成し、
12月14日に竣工式を執り行いました。今回新設した北棟は、
2005年に竣工したゆめが丘工場に隣接し、既設となる南棟の1.6
倍の生産能力を備えております。これに伴い、青山工場は24年
余りの歴史に幕を閉じ、設備はゆめが丘工場北棟へと移設いた
しました。
2000年以来、日本国内でのシェアNo.1を保ち続けているミル
ボンですが、国内製造拠点をゆめが丘へ集結させることで、よ
りお客様にご満足いただける『より良い製品』の『効率的な生
産』に取り組み、
「日本発
（初）、世界No.1のグローバルプロフェッ
ショナルメーカーを目指す」というビジョンを掲げて挑戦して
いきます。
今回、無事に竣工、稼動を迎えることができましたのも、皆
様のご支援、ご協力の賜物とここに御礼申し上げます。今後と
も格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

伊賀市ゆめが丘7−7−5
TEL 26−3838 FAX 26−6000

新設されたゆめが丘工場北棟

自動倉庫

COMMON SNAPPER

TEL 23−9771

みなさんはじめまして！COMMON SNAPPERの宮本です！
利便性合理性といった道具としての自動車の位置づけが一般
層に蔓延した中、若者層の自動車離れが嘆かれる現代ではあり
ますが、その反面趣味に特化した付加価値のある車両を求める
高年齢層（40代以上）は全国的に見てもいえ世界的に見ても増
加してきているようです。そんななか当方でも特にクラシック
カーの再生製作を軸に、現代テクノロジーのレースカー製作の
ノウハウなどを取り入れた手法により一台一台製作する拘りあ
る車両が話題を呼び、全国から様々な車両の製作依頼をいただ
いております。
また自社ブランドの鍛造製法にて製造するオリジナルホイー
ルブランド「BMD wheel」も誕生から６年という歳月ととも
に徐々に拘りのブランドとして確立してまいりました。
今後オンリーワンで付加価値のある魅力ある製品を世界中に発
信していけるようなブランディングをさらに加速させていきた
いと思います。
COMMON SNAPPER
www.commonsnapper.com
BARRAMUNDIDESIGN www.barramundidesign.com

上野商工会議所

会員の動き
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伊賀市問屋町61
FAX 23−9775

オリジナルホイールブランド「BMD wheel」

商工業者数

H28年12月末会員数

組織率

2,771件

1,478件

53.34%

上野商工会議所をご利用ください！
会員増強運動実施中！

上野商工会議所は事業をされている方ならだれでも加入できる地域の総合経済団体です。
様々なサービスの提供等を通じ、商工業者の経営支援と地域振興に全力で取り組んでいます。

経営相談

税務・融資・経営に関する様々な相談が受けられます。

人材育成

人材育成を支援します

人材育成・スキルアップ、労働保険の事務代行 等

会員としての様々なサービスが受けられます。
・同業種の会員による部会のほかに、各業界交流会、女性会、青年部などに加入して異業種交流
を図る事ができます。
・貿易証明やJANコードなどの各種証明、申請の受付を行っています。
・会議室・ホールを会員価格でご利用いただけます。

会員の皆様へのお願い
上野商工会議所では会員数を増やし、組織力を強化させ多くの経営者の声を集約して中小企業
施策や提言・要望を強化し、地域の発展に全力で努力していきたいと考えております。
取引先の方、開業される方でまだ会議所へ未加入の方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介下
さいます様お願いいたします。
問合せ先

上野商工会議所

総務課

TEL 0595-21-0527

FAX 0595-24-3857

異業種交流懇談会オープンセミナーのご案内

RESAS体験～あなたも出来る、ビッグデータの活用法～
RESAS（地域経済分析システム）の操作を学び、受講
者自身が操作を行う事により、日々の業務課題の解決や
新しいサービス、ビジネス創造に向けた気づきやきっか
けを作ることが可能となります。

日時 ２月27日（月）18：30 ～ 20：00
場所 ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所ホール
定員 40名（先着順） 受講料無料
※詳細・申込みは折込チラシをご覧ください。

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/
上野商工会議所ニュース
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恋のHappy大作戦

★ 当日の予定 ★

〜ステキな出会いをあなたに〜

ハイトピア伊賀集合 ー 両者対面・他己紹介（上野商工会議所）
12：50〜14：30

12：30〜

イルミネーションストーリー

バス移動 ー なばなの里 ー バーベキューパーティー

14：30〜15：30

in なばなの里

15：30

16：00〜17：30

イルミネーション散策・ベゴニアガーデン散策 ー バス移動
17：30〜19：20

19：30〜20：30

車内ＰＲ ー カップル発表（上野商工会議所）ー 閉会・解散
20：30〜21：00

バーベキューパーティー ＆
魅惑のイルミネーション散策

参加対象者

2017年３月12日（日）

日時

なばなの里（上野商工会議所より貸し切りバス）
バスの手配等旅行進行についてはコスモス観光に委託しています

今月のおすすめの１冊
『日本の大和言葉を美しく話す
─こころが通じる和の表現─』
東邦出版
「感動する」ではなく「胸に迫る」と表現すると、
なんだか大人な感じがしませんか？本書はそん
な、日本固有の大和言葉について、ビジネスから
日常会話、手紙やメールといった日々の暮らしの
中で活用できるよう、柔らかく美しい文体で解説
してくれている。
日本語って本当に美しい。そう感じさせてくれ
る一冊です。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

２・３ 月 主 な 事 務 局 行 事

２月

５日・伊賀学検定セミナー（東京）

６日・記帳継続相談会

７日・伊賀市商工会との懇談会

日・ユーザ協会幹事会（鳥羽）

20

女性3,000円

９日・女性会臨時総会・新春懇談会
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日・ 青年部東海ブロック 周年記念事業（名古屋）

（双葉社）

日・第２０９回珠算検定試験

よるのばけもの

79

日・記帳継続相談会

ストーリーで人を楽しませる

12

16 15 14 13 12 11 10
日・第２回県連通常会員総会（四日市）

（アスコム）

（ダイヤモンド社）

２月16日（木）

日・第 回販売士検定試験

⑤

はじめての人のための3000円投資生活

やり抜く力

申込締切

・交通運輸部会役員会

④

（文藝春秋）

（PHP研究所）

男性6,000円

日・正副会頭会議

③

コンビニ人間

雑談力

参加費用

日・伊賀学ジュニア検定（西柘植小）

平成28年12月10日〜平成29年1月10日集計 提供 コメリ書房 上野店

②

40名（男女各20名）

日・伊賀学ジュニア検定（柘植小）

（コミック・文庫除く）

日・第 回伊賀学検定

ベストセラー紹介
①

募集人数

22 21 19 18 17
日・工業部会視察研修（京都市）

・伊賀学検定（上野高校）

23

日・伊賀学ジュニア検定（壬生野小）

・総務財政委員会

24

日・生活習慣病検診

・青年部全国大会（北海道）

日・第１４５回簿記検定試験

日・異業種交流懇談会オープンセミナー

27 26

日・専務理事会議（津）

３月

１日・女性会まちづくり委員会

日・正副会頭会議

２日・常議員会議

日・女性会役員会

日・日商通常会員総会（東京）

日・通常議員総会

23 16 14 13

25 〜 45歳くらい
伊賀市に関心を持ち、素敵な
出会いを求めている独身の男女

12：30〜21：00

会場

21：00

