上野 商工会議所

ニュース

UENO CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY NEWS

祝

中町だんじり

其神山・葵鉾（きしんざん・あおいぼこ）

しるし

いかなれば其神山のあふひ草 としはふれどもふたばなるらむ
「其神山」は上賀茂神社の枕詞で「葵草」は賀茂祭の葵蔓で「いかなれば」
の起句を伊賀と結び、だんじりの名を付けたといわれる。宝暦9年（1759）
に其神山を作る。

現存する印ものでの圧巻。享和２年
（1802）菅公九百年を契機として
作られた伝えがある。
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社会人一年生の皆様、おめでとうございます
第59回新規学卒就職者激励会＆教育セミナー開催

伊賀市管内事業所に、今春、就職された新社会
人を対象に上野商工会議所・伊賀市商工会主催、
伊賀市・
（公財）日本電信電話ユーザ協会三重支部
後援により４月18日（火）
・19日
（水）両日にわたり
開催致しました。本年は23事業所54名の出席があ
りました。
第１部式典では田山会頭から、社会人と学生の
違いとして、社会人は人を選べない、先輩方は温
かく迎えてくれると思うが、先輩の良い所を見つ
け、多少辛いことがあっても我慢し、謙虚に物事
田山会頭のあいさつ
を見て素直取り組んで欲しいとお話がありました。
また、新社会人に期待することとして、
①この１年間で分からないこと（疑問）に直面したらその場で聞く等して解決すること
②健康に留意すること
③謙虚な気持ちで、１日１日を大切にして、伊賀に誇りを持って過ごしてほしい
等、激励の挨拶で始まり、岡本市長、空森市議会議長から新入社員へ激励のエールを送られました。
第２部～みなみトレーニングラボ～コミュニケーションコンサルタントの倉智紫津子先生によ
る教育セミナーでは、社会人としての自覚と責任を認識・ビジネスマナーの基本を確認・コミュ
ニケーション力の向上について実技を交えながら２日間にわたり社会に求められる人材を目指す
新社会人のためのビジネスマナーを学びました。
参加者は緊張しながらも熱心に教育セミナーを２日間しっかりと受講し、社会人の一歩を踏
み出しました。

倉智先生より指導を受ける様子

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9月29日迄）

業務部
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「誓いの言葉」

平成二十九年四月十八日

賀

三重県
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暖かな日差しと共に、桜舞う季節を迎え、心躍る今日の良き
日に、本年度就職させて頂きました私達の為に、このような盛
大な歓迎の集いを催して頂き、誠にありがとうございます。
また、ご来賓の皆様方には、公私何かとご多忙にもかかわら
ず、ご出席頂きました上、ご丁寧なご祝辞並びに心温まる激励
のお言葉を頂戴し、一同感謝と感激の思いでございます。
さて、昨年伊賀市では、四〇〇年余りの歴史を有する「上野
天神祭のダンジリ行事」が、ユネスコ無形文化遺産に登録され
ました。そして、
本年、
平成二十九年二月二十二日、
伊賀市は
「忍
者市」宣言をしました。日本中に、そして世界に向けて魅力あ
る伊賀市を発信できることはとても嬉しく思います。
また、伊賀市には他にも伊賀焼や組紐、伊賀米、伊賀牛、お
酒などの伝統産業や名産品、豊かな文化・自然があり、そして
商業・工業・農業など様々な分野での魅力あふれる企業が数多
くあります。
私の会社の理念に「仕事とは、お客様に喜んでもらうこと」
とあります。当たり前のことですが、当たり前のことができな
ければ成長することはできません。
入社して三週間が経ちました。会社や仕事にも少しずつ慣れ
始めたころですが、常にケガのないように注意し、気を引き締
めて業務に臨みます。
社会人としてのスタートを切った今、私達はまだまだ微力で
すが、初心を忘れず、まずは仕事をしっかりと覚えて、一日で
も早くそれぞれの企業での役割を果たしていきたいと考えま
す。
そして、文化と伝統、豊かな自然のある、この伊賀の地で働
けることを誇りに思い、地域社会の一員として、発展の為に最
善を尽くす所存でございます。
甚だ簡単ではございますが、一同を代表致しまして誓いの言
葉とさせて頂きます。

アポロ興産株式会社

中 川 拓 哉

平成29年度伊賀市内事業所への新規学卒就職者一覧表
＜上野商工会議所・伊賀市商工会へ回答があった事業所を集計＞

会議所の動き
商業後継者育成事業セミナー「ガーバー流仕組み経営

８つの条件」 3月24日㈮

世界No1スモールビジネスアドバイザーで有名なマ
イケル E.ガーバーから直接指導を受けたThink&Do
株式会社代表取締役の堀越吉太郎氏をお招きし、中小
企業だからこそ取り組んで頂きたい「経営の仕組み化」
について学びました。
社長が会社にいなくても回る仕組み作りの８つの条
件としまして、
①ビジネスモデル（ストックビジネス）
②組織図 ③職務契約書 ④人事評価制度 ⑤理念及び
コンセプト ⑥数値化 ⑦マニュアル化 ⑧イノベー
ション（改善）があり、その中でもマニュアル化につ

講師の堀越吉太郎氏

いて「使えるマニュアルの作り方」を自社の仕事に置
き換えて書き出し学びました。また、
「社長のタイム
マネジメント」について、日々の自分のしている仕事
を書き出し、その仕事が「起業家・マネージャー・職
人」の３つ性格のうちのどの部分にあたるのかを洗い
出し、社長として起業家としての時間を取り入れるこ
との大事さを学びました。日々どのように経営してい
くかということを考えていく中で、自社を仕組み化し
ていくことについて学ぶ機会となり、参加者30名熱心
に受講しました。

熱心に受講する参加者

NHK津放送局より表彰を受けました 3月30日㈭
NHK津放送局長 須田俊明氏より、ロケーションナ
ヴィゲーター伊賀（NAVIGA）伊室晃治事務局長と
冨永潤さんが表彰を受けました。これは、昨年12月
にBSプレミアムで放送された三重発地域ドラマ『ラ
ジカセ』において、NAVIGAが企画段階から参加し、
撮影場所やエキストラの手配などを支援したことが認
められたものです。冨永さんはドラマの主人公のモデ
ルとなり、小道具で使用した昭和家電の提供にもご協
力頂きました。当日は田山会頭も出席し、和やかに表
彰式が行われました。
NAVIGAはこれからも撮影支援を通じて伊賀の情
表彰式に参加の皆さんと

表彰を受けるNAVIGA伊室事務局長
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報発信に努めます。

表彰を受ける冨永氏

建設業部会 視察研修

4月1日㈯

建設業部会の視察研修を開催し、24名の方にご参加
いただき、明治時代の建造物等を移築して公開してい
る明治村、また、なばなの里の壮大なスケールかつク
オリティの高いイルミネーションを視察いたしまし
た。
まず、愛知県犬山市にある「博物館明治村」では明
治時代の歴史的建造物を移築して展示しており、明治
時代の建築物は現代の建築物に対して全く違うアート
的な要素が満載で、貴重な建築物の魅力を体感するこ
とができました。

明治村にて記念撮影

次に、
三重県長島町にある「なばなの里」イルミネー
ションの今年のテーマは「大地」で、高さ30メートル、
幅155メートルという巨大スケールに、世界の４つの
大陸（アメリカ大陸・南極大陸・アフリカ大陸・ユー
ラシア大陸）
の秘境や日本が世界に誇る絶景を表現し、
多くの来場者が訪れ幻想的な空間を楽しむことができ
ました。
参加者一同は、魅力の尽きない視察をさせていただ
き、大変有意義な視察研修となりました。

「なばなの里」光のトンネル

「伊賀の里魅力満載ウォーキング」開催 4月9日㈰
JR関西本線の利用促進と沿線の魅力を知っていた
だく為、ウォーキングを開催致しました。
今年は『開化寺』『鍵屋の辻』『蓑虫庵』などの史跡を
巡りながら、市内外より参加いただいた皆様に伊賀上
野の街歩きをお楽しみいただくことができました。当
日は、桜が満開の時期に当たり、参加者一同、春の訪
れを感じられるウォーキングとなりました。

蓑虫庵にて

合同就職セミナー 4月14日㈮
伊賀市、名張市、伊賀市商工会、名張商工会議所と
の共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。
就職希望者は大学卒業見込み者のほか既卒者なども
合わせ92名が来場し、伊賀地域に事業所を置く46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。
企業の説明を受ける参加者
上野商工会議所ニュース
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会議所の動き
女性会だより 新会長ご挨拶
風薫る５月となり伊賀の盆地の山々はグリーンのグ
ラデーションが美しい時節となりました。
皆様におかれましては、ご健勝にお過ごしのことと

地元にいると、他の地域に
はない伊賀の魅力に気付かな
い事が多々あると感じており
ます。暮らしやすい伊賀の町

存じます。
さて、この度女性会会長を仰せつかりました。本当

になるためにも皆様のご協力

に身に余る重責にとまどう事ばかりでございます。し

が必要ではないかと思いま

かし、素敵な会員の皆様とご一緒に頑張ってまいりた

す。

いと思っております。どうかよろしくお願い申し上げ

し か し、 今 会 員 の 人 数 も
減って来ていることも現実です。が、少しずつ出来る

ます。
今、伊賀市は超高齢化になりつつあります。子や孫

事を前を向いてやっていきたいと思っておりますの

の為にもこの歴史ある城下町を若い方々に魅力溢れる

で、私達元気で明るい女性会にご入会頂けることを心

まちづくりをしていかなければならないと思います。

より願っております。

この問題はそう簡単な事ではないのですが、少しで
も私達がお役にたてればと今女性会の皆様と力を合わ

今後とも、上野商工会議所女性会をよろしくお願い
申し上げます。
上野商工会議所女性会

せ、色々と試行錯誤しながら頑張っている所です。

会長

森西

博美

青年部だより 平成29年度4月例会
平成29年度がいよいよ始まりました！
通常総会のすべての議案が無事承認となり松本会長
の２年目がスタートしました！！ 来年度はいよいよ上
野YEG設立30周年の節目の年がやって参ります。そ
こで、総会後のレクリエーションとして過去の周年事
業を振り返る映像を見た後、30周年事業についてディ
スカッションを開催いたしました。予定時間をオー
バーするほど白熱！？した議論が行われました。これ
を参考に新しい発想の周年事業が出来ればと思います。
今年度も上野YEGをどうぞよろしくお願い申し上
松本会長２年目スタート！ 出席者で集合写真

げます。

珠算能力検定試験 １級満点合格おめでとう
２月12日に当所で開催された「日本商工会議所第209回
珠算能力検定試験」において上野高等学校１年生の川西
陽南（かわにしひなみ）さんが３回目の挑戦で見事１級に
満点合格されました。
川西さんには表彰状と記念品（楯）が伝達されました。
川西陽南さん

これからもさらに技術の向上を目指して頑張っていただ
きたいと思います。
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伊賀連携フィールド2017年度
第１回「徳川幕府の伊賀者について ―伊賀者松下家文書の解読―」（前期） ４月15日㈯
「徳川幕府の伊賀者について―伊賀者松下家文書の解読―」要旨
立正大学非常勤講師 高尾 善希
講演では、拙著『忍者の末裔―江戸城に勤めた伊
賀者たち―』の内容に従い、新たにわかった徳川幕
府伊賀者の制度史、伊賀者当主たちの人物史などに
ついて解説した。
拙著は、徳川幕府の伊賀者松下家文書の内容を分
析したものである。松下家文書は、松下家のご好意
のもと、高尾が発掘・整理・分析した。御家人階層
の家史料として優秀であることはもちろん、いまま
で謎に包まれていた伊賀者の実態が判明するもので
あった。支配地を有している「地方伊賀者」と支配
地を有していない「無地方伊賀者」との格式の違い
など、伊賀者の内部に格差があることや、伊賀者の
拝領屋敷地の設置経緯など、ほかの史料にはみられ

ない記述が多い。
特に、五代目松下菊蔵（宝
永２年［1705］～安永３年
［1774］）の記した「系譜」
という家譜類が、五代目ま
での経歴を詳しく伝えてい
る。菊蔵は10歳で家督を継
ぎ、明屋敷番・西之丸山里番（享保10年［1725］設置、
松下家文書で初めて判明）を勤めた。その後、西之
丸大奥御広敷御用部屋書役・本丸大奥御広敷御用部
屋書役など、江戸城大奥の事務官を経験する。ただ
し、「御庭御用」という秘密の御用と思われる仕事
も御庭番とともに行っており、「忍者の末裔」とし
て特有な仕事を担っていた可能性も指摘することが
できる。

「みえ消防団応援の店」制度が始まります！
！
地域防災の要である消防団員やその家族に対する応援の輪を広げることで、消防団への理解
を促進し、地域防災力の充実強化につなげるため、消防団員にサービス等を提供する「みえ消
防団応援の店」制度を、平成29年10月から開始します。
現在、制度開始に向けて「みえ消防団応援の店」の登録店舗を募集しています。
制度の流れ

登録店
募集中 舗
！

店舗登録のメリット
その１

県内約１万４千人の消防団員とその家族の集客効果！
！

その2

新規顧客リピーター獲得！
！

その3

地域貢献

その4

社会貢献ができイメージアップ！
！

！
行政のホームページなど（※）で協賛店舗のご紹介！

（※三重県消防協会、県、市町等）

お問い合わせ先
三重県消防協会（防災対策部消防･保安課内）
伊賀地域防災総合事務所 地域調整防災室
伊賀市消防本部 消防救急課 地域安全係

〒514‑8570
〒518‑8533
〒518‑0833

津市広明町13番地
伊賀市四十九町2802
伊賀市緑ケ丘東町920

【電話】059‑224‑2108
【電話】0595‑24‑8003
【電話】0595‑24‑9115

※「みえ消防団応援の店」制度の概要及び登録申込書など、登録に必要な内容については、三重県消防協会ホームページにてご案内
しています。そちらもあわせてご確認ください。（三重県消防協会ホームページ http://www.mie-syoubou.jp/）
上野商工会議所ニュース

2017.5.5｜7

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

労働保険（労災保険・雇用保険）の
年度更新はお早めに！
労働保険料（平成28年度確定・29年度概算）の申告・納付は

6月1日
（木）
（月）までです。
から7月10日

平成29年

年度更新集合受付会を開催します
日
場

時
所

７月６日（木）
・７日（金）
・10日（月）９時〜16時
四日市・津・松阪・伊勢・伊賀・熊野の各労働基準監督署、桑名市城東地区複合施設「は
まぐりプラザ」
、鈴鹿市神戸コミュニティセンター、尾鷲公共職業安定所 以上９会場

※申告書記載について不明の場合は、次ぎの資料をお持ちください。
①「概算・確定労働保険料／一般拠出金申告書」
②作成した平成28年度確定分の賃金集計表
一括有期事業のうち建設の事業については、工事台帳（請負金額・工期等が確認できるもの）
③事業主印鑑（法人は代表者印鑑）
※労働保険の年度更新手続きは、電子申請により労働局・労働基準監督署へ出向かなくても、自宅・
オフィスから、いつでも手続きができます。
（詳しくは、電子政府の総合窓口へ http://www.e-gov.go.jp/）
お問い合わせ

事業主
の方へ

三重労働局総務部

労働保険徴収室

津市島崎町327-2

TEL059-226-2100

平成29年4月から

雇用保険料率が引き下がりました

♦「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年３月31日に国会で成立しました。平成29年４月１日から
平成30年３月31日までの雇用保険料率は以下のとおりとなります。
失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに1/1,000ずつ引き下がります。
雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き3/1,000です。

平成29年度の雇用保険料率
負担者
事業の種類

①労働者負担
（失業等給付の
保険料率のみ）

（枠内の下段は平成28年度の雇用保険料率）

②事業主負担

失業等給付の
保険料率

雇用保険
二事業の保険料率

①＋②
雇用保険料率

一般の事業

3/1,000

6/1,000

3/1,000

3/1,000

9/1,000

（28年度）

4/1,000

7/1,000

4/1,000

3/1,000

11/1,000

農林水産※・清酒製造の事業

4/1,000

7/1,000

4/1,000

3/1,000

11/1,000

（28年度）

5/1,000

8/1,000

5/1,000

3/1,000

13/1,000

建設の事業

4/1,000

8/1,000

4/1,000

4/1,000

12/1,000

（28年度）

5/1,000

9/1,000

5/1,000

4/1,000

14/1,000

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
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決算・申告実務研修会 「わかりやすい
日

時

会社の決算・申告の実務」

受講料

平成29年６月８日
（木）

商工会会員：無料

13：30〜15：30（予定）
場

所

伊賀市上野丸之内500内
３階

講

師

法人会員・上野、名張商工会議所、伊賀市
非会員：2,000円（事前申し込みが必要）

ハイトピア伊賀
主

ホールB

催

上野税務署 法人課税部門 上席国税調査官

一般社団法人

伊賀法人会

電話 24-5774

FAX24-5796

例えば、「ご活躍のことと存じます。最近はどの

ビジネスマッチング発想法
「仕事にプラスに働く『メンテナンス』」

ような分野にお取り組みでしょうか？」と、相手の

あなたは仕事での関わりがなくなると、疎遠に

メールが送られてくれば、返信のやりとりを通して

なってしまう人はいませんか。本来はできる限り「メ

新たな親密さが生まれることになります。こうして

ンテナンス」すべきですが、ついつい面倒に感じて

メンテナスを受けた人について、筆者も「○○さんっ

放置してしまいがち。でも、面倒だと放置してしま

てどんな人？」と聞かれたことがあります。そのと

うと、さまざまなビジネスチャンスを逃してしまう

きには、自然とプラスのコメントをしたことを覚え

可能性があります。

ています。仮にメンテナンスがなければ、
「知らない」

状況が分からなくても、自分に関心を示す内容の

とつれない返事で終わっていたことでしょう。

ちなみに「メンテナンス」とは、誰かとつながっ
た状態を保つために「最近どうしている？」と様子

こうした見えないところでのメンテナンスが仕事

を伺うようなコミュニケーションのことを指しま

でプラスをもたらすことは、意外と多いのではない

す。こうしたコミュニケーションにどのような意味

のでしょうか。ですから、（可能な範囲での）メン

があるのでしょうか。メンテナンスは、レピュテー

テナンスをする意識を日常的に持ってください。仕

ション（評判）に対する効果的な対策として重要で

事をしていると、目的のある人から優先的に接触す

す。仕事をしていると、何らかのきっかけで「○○

るため、目的があいまいな人への連絡はつい後回し

さんってこんな人」と、その人に対するレピュテー

になってしまうものです。もちろん、
「それでもよし」

ションを周りの人から聞くことがあります。そんな

と割り切って捨てられる相手なら話は別ですが、今

とき、その人が日ごろから周囲に対してきちんとメ

後の仕事の可能性を考えたときに、何か少しでも気

ンテナンスをしていると、「すごく気が利く人だよ」、

になる人であれば、さりげなくメンテナンスをして

あるいは「責任感がある人だね」と、ポジティブな

おきましょう。そういった形でコミュニケーション

ことを言ってくれる可能性が高くなります。結果と

をしていくことによって、お互いの良好な関係が続

して、自分の知らないところでレピュテーションが

き、仕事に良い影響をもたらしてくれる機会もきっ

上がっていき、それが仕事という報酬になって返っ

と訪れるはずです。

てくるケースが出てきます。

株式会社セレブレイン代表取締役社長

高城

幸司

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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会員 ひろば

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市上野忍町2665-2 甲野屋ビル2F ☎0595-51-5970
ホームページ http://halehairdesign.wix.com/homepege

HALE hairdesign

みなさんはじめまして。HALE hairdesign（ハレヘアデザイン）です。
銀座通りの甲野屋さんの２階で美容室をやっています。
受付時間が10：00 ～ 20：00になっておりますのでお仕事帰りに来て
下さる方もたくさんいます。メンズスタイルが得意なスタッフもおりま
すので、男性の方も歓迎です。
毎日欠かさず店のブログを更新していますので気になる方は「伊賀市
ハレ アメブロ」で検索してみて下さい！
予約優先制になりますので先ずはお電話お待ちしております。
現在スタッフも募集してます。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H29年3月末会員数

組織率

2,771件

1,472件

53.12%

上野商工会議所ニュース

チラシ折込サービスご案内

上野商工会議所「会報」は、会員事業所・市内事業所・官公庁関係機関等に1800部発行して
おり、その中にチラシを同封する会員事業所限定サービスを実施しております。
会員事業所限定！メリット
◦安価な料金で、経営者の皆様に直接お届けできます！
◦事業所向けの広告（イベント・製品のPR等）にぴったり！
料金（１回・１種類）1800部 税込価格
サイズ Ｂ５・Ａ４ ２０, ０００円
Ｂ４・Ａ３

３０, ０００円（２つ折りで納品して下さい。
）

※同封物は申込者が作成し、月20日までにサンプルを提出して下さい。
※発行月前月の25日までに1,800部を上野商工会議所に持ち込んで下さい。
詳細はお問い合わせ下さい。
問合せ先
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総務課

TEL 0595-21-0527

商工会議所会費

口座振替は6月12日（月）です

平成29年度前期分会費の納付をお願いする時期とな
りました。
会員事業所の皆様には、５月下旬に「会費口座振替」
のお知らせを送付させていただき、6月12日にご指定
の預金口座から引き落としさせていただきます。
「口座振替」の手続きを済まされていない会員事業
所の皆様には、従来通り納付書〈振込み用紙〉を送付
させていただきますので、６月30日までに最寄の金融
機関（納付書に記載）からお振込みいただくか、当所
窓口での納付をお願い致します。

会費の納付は、
便利な口座振替を！！
！
「口座振替」の手続きが、まだお済みでない方は、
お振込みいただく際の手間と手数料のご負担をなくす
為お早めにお申込み下さい。
会費についてのお問い合わせや「口座振替」のお申
込みは、当所総務課までご連絡下さい。
（TEL21－0527）

特定商工業者制度にご協力ください
特定商工業者とは？
「資本金300万円以上の法人」または、
「従業員20人（商業・サービス業は5人）以上の法人・個人」の事業
所が特定商工業者に該当します。
商工会議所は「商工会議所法」により、毎年地区内の商工業者の調査を行い、法定基準に照合して特定商工業
者を確認し、法定台帳を作成しなければなりません。
従来から引き続き特定商工業者に該当の方も、本年新規に該当の方も、事業所調査と負担金納入（年額2,000
円）についてご協力頂きますようお願い致します。

自動車税は5月31日までに納めましょう！
自動車税は、県民の方にとって最も身近な税金であり、県の貴重な財源でもあります。
金融機関や、主なコンビニエンスストアのほか、MMK端末を設置しているスーパーやドラッグストアで
も納めていただくことができます。お仕事等で平日に自動車税を納付できない方も、コンビニエンススト
ア等では、休日、夜間を問わず納付できますのでご利用ください。
なお、納付の際は、お手元に郵送されました納税通知書が必要になりますので、必ずご持参ください。
また、インターネットを利用してクレジットカードでも納付することができます。
納税証明書は車検時に必要でしたが、納税確認の電子化にともない、納税証明書の
提示が省略できるようになりました。

納 付 期 限：平成29年５月31日（水）

お問い合わせ：三重県伊賀県税事務所（☎0595‑24‑8020）平日8：30 〜 17：00

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

5月・・・19日
6月・・・ 7日・16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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伊賀の元気なお店が一押し商品で
あなたのご来店をお待ちしています ︒

5

15

月

28日間

6

11

2 0

まちや商店・商店街の活性化に対しては多くの試みがされていま
す。その中でも「一店逸品運動」は、お客様の価値観や購買行動が
大きく変化していく昨今で、中小小売サービス業に一つの方向性を
示している運動といえます。
「逸品」とは、お店の売る姿勢を明確に示した売り筋商品＝こだ
わり・目玉商品であり、顧客の潜在ニーズを掘り起こす提案型商品
です。毎年研究会を立ち上げ、自ら発掘・開発した商品を考案して
います。
今年度は14店舗が参加し、５月16日〜逸品巡りツアーも行います。
皆様のご参加をお待ちいたしております。

1 7

日

31

29 25 24

23

19

42

（コミック・文庫除く）

①
②
③
④
⑤

10

27

11

ベストセラー紹介
平成29年3月11日〜4月10日集計

22 18 18 17 16 16 15 15 15 14 11

提供 コメリ書房 上野店

九十歳。何がめでたい
（小学館）

儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇
（講談社）

応仁の乱
（中央公論新社）

か「」く「」し「」ご「」と「
（新潮社）

夜行
（小学館）

12｜上野商工会議所ニュース 2017.5.5

今月のおすすめの１冊
『明日、会社に行くのが楽しみになる
お仕事のコツ事典』
文響社

４月も半ばを過ぎ、新生活が始まり、新し
い環境での仕事にも少し慣れることができた
でしょうか。そうでなくなかなか上手くいか
ない方にはこの本がぴったり。なんとこの本
を読めば明日から仕事に行くのが楽しみにな
るのです。イラストも可愛く、ビジネス書を
読んだことがない方にもおすすめです。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

５・６ 月 主 な 事 務 局 行 事

５月
１日・サービス部会視察研修
３日～７日・女性会忍者変身処手伝い
３日～４日・青年部ＮＩＮＪＡフェスタ協力事業
（駅前広場）
５日～６日・伊賀ブランド「ＩＧＡＭＯＮＯ駅前
マーケット」
（駅前広場）
日・交通運輸部会役員会・総会
・青年部例会
日・事業監査会
日・一店逸品フェア内覧会
日・正副会頭会議
日～６月 日・一店逸品フェア開催
日・経営計画作成セミナー
日～ 日・一店逸品巡りツアー
日・商業部会役員会
日・青年部三役会・役員会
日・女性会総会
日～ 日・全国専務理事会議（和歌山）
日・企業と高校との情報交換会
・経営計画作成個別相談会
・記帳継続相談会
・異業種交流懇談会
日・部会長会議
・伊賀ブランド推進協議会定期総会
日・経営計画作成個別相談会
日・総務財政委員会
日・食品工業部会役員会・総会、食品産業フェ
スタ会議
日・県下専務理事会議

６月
１日・社会文化部会役員会・総会・講演会
２日・労務対策協議会
３日・駅前朝市
４日・あんざんコンクール
５日・サービス部会役員会・総会
６日・常議員会議
日・第１４６回日商簿記検定試験
日・青年部例会
日・第 回カラーコーディネーター検定
日・通常議員総会
日・第２１０回珠算検定試験
日・異業種交流懇談会

27 25 19 18 14 11

