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上野天神祭のダンジリ行事
ユネスコ無形文化遺産登録

西町しるし「羯鼓」のいわれ

諌鼓苔深鳥不驚

西町だんじり

昔、殿様の政治を諌しめるため、住民
が太鼓をたたいていた。
殿様の政治が、
よければ諌しめることがなく、太鼓の
上に鶏が止まって、
苔がはえるさまは、
世の中が平穏である。その故事を引用
して、形どったもの。

花冠（かかん）

鼓を身につけて踊る羯鼓舞の花冠にちなんで名づけられた。

今月のTopics

6

上野天神祭のダンジリ行事の開催日が変わりました… 2

2017.

平成29年度部会活動事業計画………………………… 3

平成29年6月5日発行 第477号

市民夏のにぎわいフェスタ2017・伊賀の産業展について… 11
伊賀de恋のHappy大作戦のお知らせ………………… 12

発行所

上野商工会議所 〒518−0873 伊賀市上野丸之内500番地
ＴＥＬ 0595−21−0527 FAX 0595−24−3857
発行人 専務理事 木 戸 博 URL http://www.iga-ueno.or.jp/
E-mail:info@iga-ueno.or.jp

～地域の「未来を拓く」商工会議所の機能強化について～をテーマに開催

第71回全国商工会議所専務理事・事務局長会議

平成29年５月18日
（木）、19日（金）、全国商工会議所専務理事・事務局長会議が、ホテルグランヴィア和歌山に
て開催されました。
和歌山商工会議所専務理事 野田 寛芳氏の開会挨拶のあと、日本商工会議所 専務理事 石田 徹氏の基調
講演での提言（概要）を受け、新たな商工会議所の方向性について、議論・意見交換がされました。
１．現状認識
◦アベノミクス等の効果により、デフレ脱却まであと一歩。潜在成長率は０％台に低迷、成長の果実は全国
津々浦々に波及せず。
◦人口減少、地域の疲弊、東京一極集中という構造的な課題はさらに深刻化。
２．第30期がスタート
「成長する経済」を実現し、新たな未来を築く～民間の挑戦が持続的成長の原動力～
→３つのミッション「会員企業の繁栄」「地域の再生」「日本の成長」
３．主要な政策課題への対応
◦人手不足への対応（女性・若者・高齢者の活躍、生産性向上）
◦働き方改革（同一労働同一賃金、長時間労働）
◦健康経営の推進
◦IT、IoT活用による中小企業の生産性向上への対応
◦地方創生の実現（観光振興（インバウンド）、農林水産業との連携）
◦2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機とした地域活性化
４．商工会議所機能の最大化～未来を拓く商工会議所～
商工会議所活動の「見える化」や、多様な主体との連携・広域連携の展開により、商工会議所活動や組織・
財政基盤を強化。

上野天神祭のダンジリ行事開催日が変わりました
400年も昔の城下を生き生きと再現をしていた歴史ある上野天神祭は、平成14年には国の重要無形民俗文化財
に指定されており、平成28年12月には「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。
そのことにより、今後さらに周囲の注目が集まると予想され、いかにして多くの観光客を誘致し、全国へアピー
ルしていく大きなチャンスであります。
現在では天神祭の開催日は10月23日から25日の固定制ですが、土日に開催する事で、学校や多くの会社等が休
みとなることから、行事の担い手の確保につながり、又、観光客が来やすい土日に祭りを開催することで地域振
興の高揚になると考えられます。
そこで、
上野天神祭のダンジリ行事は今年から25日までの日曜日に本祭りが実施されることになりましたので、
お知らせいたします。
上野天神祭地域振興実行委員会

上野天神祭のダンジリ行事日程
平成29年10月20日
（金） 宵 山
21日
（土） 足揃え
22日
（日） 神幸祭

（上野天神祭の例大祭は従来通り25日です。）
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平成29年度

部会活動事業計画

平成29年5月23日、部会長会議が開催されました。
平成29年度部会運営助成金について事務局より説明し、その後平成29年度部会事業計画について各部会長・副
部会長より説明がありました。
各部会とも、下記の表のとおり、部会活動を計画しております。また、部会員の資質向上、地域の発展の為活
発な部会活動を行って参りますので、事業の際には皆様多数ご参加下さい。
４月

５月

商

業 視察研修会 役員会

工

業

６月

７月

役員会・
総会
食フェス出店者
会議（５～９月）

金融理財

伊賀の産業展
新入・若手 役員会
社員研修会

視察研修

総会
視察研修

役員会

12月

アンケート
調査実施
（5 月～ 6 月）

視察研修

２月

３月

セミナー

役員会及び
懇親会

講演会・
セミナー
（９月～ 10 月）

役員会

地域内企
業訪問

役員会

行政との
懇談会

役員会

視察研修

役員会

役員会

役員会

役員会・総会
セミナー・懇親会

視察研修会

１月

リーディング
産業展
中堅社員研修会
役員会

視察研修会
役員会
総会

サービス

社会文化

11月

食品産業
物産市
フェスタ
（コスモス祭り）
（9月～10月）

役員会・総会

交通運輸 視察研修会

10月

役員会

役員会・
総会
行政との
懇談会

建 設 業

９月

総会
懇親会
役員会
総会及び
セミナー
懇親会

食品工業

８月

役員会

水墨画展覧会

※正副部会長会議 随時開催 ※法律窓口相談、ジェトロ窓口相談、健康相談 随時開催 ※講習会（園芸教室、医療等）

観

五色米・
忍者カード 役員会
光 事業（通年）

「灯りの城下町」事業
「城下町バル」事業

総会

※NAVIGAロケ撮影支援・地域資源活用事業

青 年 部

NINJAフェスタ事業

例会
（総会）
例会
役員会
役員会

例会
役員会

例会
役員会

各委員会 総会
県連理事会
女 性 会
工場見学会
NINJAフェスタ事業 役員会
役員会

役員会

随時実施、灯りの城下町実施委員会

東ブロ親睦交流
例会
例会
（夏まつり） 役員会
役員会

例会（東海
例会
ブロック大会）
役員会
役員会

役員会

県連総会
全国大会
役員会
天神まつり
（団子）

５月～ 12月必要に応じて開催

会員親睦事業 新年懇親会 例会
役員会
役員会
役員会

親睦事業

例会
（卒業式）
役員会

役員会
県連理事会

異 業 種
交
流 毎月 1 回例会を実施。年 1 回視察研修及び特別事業開催。
懇 談 会
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会議所の動き
お伊勢さん菓子博2017へ行ってきました！ 商業部会・社会文化部会 4月24日㈪ サービス部会 5月1日㈪
商業・社会文化部会は合同で４月24日
（月）、サービ
ス部会は５月１日
（月）、「第27回全国菓子大博覧会・
三重」へ視察研修に行きました。「お菓子の匠工芸館」
では菓子博史上最多174点の工芸菓子が展示されてお
り、全国の菓子職人たちが、高い技術と感性で実写的・
立体的に表現する作品はまさに芸術作品で溜息の出る
美しさでした。また、
「全国お菓子出会い館」では全
国の約2500点のお菓子が展示されており、地域の特色
あるお菓子を見ているだけで全国を旅したような楽し
い気分になりました。
三重県では初めての菓子博を視察し、各部会員同志
が親睦を深めることができ、有意義な視察研修となり
ました。

精工につくられた工芸菓子

商業部会・社会文化部会

サービス部会

交通運輸部会 視察研修開催

4月24日㈪

交通運輸部会の視察研修を開催し、９事業所12名の
方にご参加いただきました。今回は、鳥羽市相差の「は
ちまんかまど海女小屋体験」と伊勢市で平成29年４月

はちまんかまど海女小屋体験にて

21日（金）～５月14日（日）まで開催されている、第27
回全国菓子大博覧会を視察いたしました。
「海女小屋体験」は、海女小屋のカマド（囲炉裏）
を囲み、ベテラン海女さんから素潜り漁の貴重なお話
しを拝聴し、「全国菓子大博覧会」は、お菓子の歴史
と文化を後世に伝えるとともに、菓子業界、関連産業
の振興と地域の活性化に役立てるため、ほぼ４年に１
度開催されているようで、今回で27回目の開催となり、
三重県では初めてとなります。東京ドーム約２個分の
敷地（約10Ha）に集まった全国のお菓子や、菓子職
人が伝統の技を駆使して制作した工芸菓子を見学し、
参加者一同感銘を受け、大変有意義な視察研修となり
ました。

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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059−354−9971

IGAMONO駅前マーケットを開催しました
５月５日（金・祝）と６日
（土）の２日間、上野市駅
前広場で「IGAMONO駅前マーケット」を開催しま
した。
伊賀上野NINJAフェスタ2017の期間中ということ
もあって、忍者衣装に身を包んだ家族連れなど、２日
間で5,000人を超える方々が会場を訪れました。
会場では16の出店ブースを開設し、IGAMONO認
定品などの試食・PR販売を行い、伊賀酒、和菓子、
漬物、豆腐田楽、寿司、菜種油、コンフィチュール、
伊賀米のパン、新鮮野菜、ガラス製品、伊賀産ひのき
で作った木工製品など、数多くの伊賀流逸品をお土産
にお買い上げいただきました。

伊賀の風土と暮らしが育み、匠の知恵と技が結集し
たIGAMONOの魅力を大いにPRできた２日間でした。

伊賀の逸品をPR・販売

忍者衣装に身を包んだ観光客

IGAMONO駅前マーケットの様子

「平成29年度企業と高校の就職・採用に関する情報交換会」開催 5月22日㈪

活発な意見交換がされた会場の様子

上野商工会議所・名張商工会議所・伊賀市商工会・
三重県教育委員会の主催で、「企業と高校の就職・採
用に関する情報交換会」を上野フレックスホテルにて
開催いたしました。この情報交換会は、高卒者の就職
支援につながるよう、企業と高校の人脈づくりの場を
提供することを目的に毎年実施しております。
会場には伊賀地域の企業53社の人事担当者と、県内
の33の高校の進路指導担当者の方々にお集まりいただ
き、個別面談方式で来春の就職に向けて話し合ってい
ただきました。学校側は独自に実施するキャリア教育
や今年の就職者数・学生の就職に対する意気込みなど
を紹介し、企業側は来年の採用予定人数や求める職種
を提示するなど、双方が活発な情報交換に努められ有
意義な交流を行っていただきました。

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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会議所の動き
女性会だより 女性会総会開催

5月18日㈭

上野商工会議所女性会総会が行われ、出席者31名の
もと、平成28年度事業報告並びに収支決算報告、平成
29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）が審議され、
可決承認されました。その後、上野商工会議所会頭田
山雅敏様より、
「伊賀上野の未来は」というテーマで、
ご講演をしていただきました。人口減少時代の中、い
かに伊賀市に来てもらうか、まちなかの今後の展望な
ど、伊賀市の発展に向けてさまざまな会議にご出席さ
れている会頭様のお話しを聞かせていただくことがで

きました。また、これからは女性から見た意見や細や
かな視点が参考になるので、女性のパワーが必要だと
伺い、伊賀忍者、松尾芭蕉だけでなく女性会としても
伊賀にぶらりと行きたくなる何かを作っていけたら良
いなと思いました。
その後、昼食、ティータイムを行い、女性会が独自
に作成した「芭蕉ふるさと音頭」を全員で踊り、和や
かな一日を過ごしました。多数のご参加ありがとうご
ざいました。
研修委員長 吉田 敦子

森西会長のあいさつ

講演する田山会頭

青年部だより 『こちら上野市駅前YEG忍者広場』開催！

『こちら上野市駅前YEG忍者広場』の様子

青年部５月例会『シゴトーーク！

伊賀上野NINJAフェスタ2017の協賛事業として４
月29日、５月３日、４日の３日間、ハイトピア伊賀駅
前広場にて『こちら上野市駅前YEG忍者広場』を開
催いたしました。今年も５つのゲームの中から３つを
選んで挑戦していただき、得点に応じた景品をプレゼ
ントしました。初日は午後から一時的な強風と雨にみ
まわれましたが後は天候に恵まれ、1343名ものお客様
にご参加を頂き、併設した飲食・忍者グッズの販売
コーナーと共に無事、盛況のうちに終えることができ
ました。OB・OGはじめ快くご協力頂きました皆様、
ありがとうございました。この場をお借りいたしまし
て御礼申し上げます。

Part2』～企業PR編～を開催

5月10日㈬

５月例会は株式会社サルトコラボレイティヴ代表取
締役 加藤寛之様を講師にお招きし企業PRについて
身近な企業での実例を交えた講演を実施しました。そ
の後、講演内容について講師の方へ質疑応答を実施し
ました。例会では、青年部会員が企業ＰＲとは何かと
いうこと、またどういう目的でするのか改めて考える
良いきっかけの場となりました。

熱心に受講する例会参加者
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伊賀連携フィールド2017年度
第２回「身体で学ぶコツ・身体技術上達法」（前期） ５月20日㈯
「身体で学ぶコツ・身体技術上達法」要旨
ウィリアム・リード
日本語には英語にない表現が沢山あります。その
代表的なものが身体ことばです。古来から日本人は
身体の感覚が優れていました。武道や書道など『道』
と名がつくものはこれを抜きにしては語れません。
身体で学ぶコツとその上達法を体得することで人生
の質が高まります。実技、写真、ビデオと話を交え
ながら、１）身体で学ぶ日本語と日本文化、２）ナ
ンバ術と古武術から学ぶ身体技術上達法、３）道が
教えてくれる身体で学ぶ創意工夫について講演しま
した。
なぜ心身技術を高める必要があるのか？現代はパ
ソコンは言うに及ばず、ロボットや人工知能など
IT化が促進され人間を超える技術が日々開発され
る一方で、身体を使って仕事をしたり、日常生活の
中から身体を使う場面がかなり減ってきています。
座ってばかりの生活は弱体を作り、心と身体をバラ
バラに使うことから来る病気やストレスは増えるば
かりです。人間を超える技術は日進月歩なのに、そ
れに伴って生活や人生の質は向上しているでしょうか。
身につく、体得する、目が肥える、耳が痛い、腕
を上げる、手本、肚を据える、膝が笑う、へそを曲
げる、息が上がる、など日本語には身体を使った
表現が数多くあります。
「手」がつく言葉だけでも
1000以上あるのです。昔の日本人はボディコンシャ
スでした。身体で考え、身体で学び、身体で遊ぶ。
この感覚を取り戻すことで人生の質は格段に良くな
ります。身体を巧みに使うことで日本の文化は世界
でも独自なものになっています。
以下の４つの書籍を紹介して、参加者のご協力を
得ながら実技を交えて身体を巧みに使う体験をして
頂きました。
『みるみる音が変わる！ ヴァイオリン骨体操』矢野
龍彦、遠藤記代子著、『すごい！ナンバ歩き』矢野
龍彦著、
「負けない奥義 柳生新陰流宗家が教える
最強の心身術」柳生耕一平厳信著、古武術『仙骨操
法』のススメ 速く、強く、美しく動ける！赤羽根
龍夫著。
そもそもウィリアム・リードは、なぜ日本と出
会ったのか？きっかけはいじめでした。自分の心身
を自分で守れるようになりたい！それが合氣道と出
会うきっかけになったのです。1972年に早稲田大学
へ交換留学生として来日。以来45年、日本の文化
を愛してやまない私は、現在、山梨学院大学国際
リベラルアーツ学部（https://www.icla.ygu.ac.jp/
en/）で合氣道をはじめ書道や日本文化を教えてい

ます。日本を知る、日本を学ぶ、日
本を伝えるをテーマにした日本研究
プログラムのディレクターでもあり
ます。クロアチア、フランス、ウ
ズベキスタン、ザンビア、オラン
ダ、香港、ドイツ、ノルウェー、な
ど21カ国の留学生が日本の魅力に魅了され自分の国
と日本を結ぶ架け橋になってくれたら嬉しく思います。
日本の文化を広く伝える活動の一環としてこの
他に、山梨放送「てててTV」にレギュラーコメン
テーターとして毎週出演。「青い目のサムライ ウィ
リアム・リード和の心を知る」というコーナーを
担 当 し て 山 梨 の 文 化 を 伝 え て い ま す。 ま たNHK
World Journeys in Japanのリポーターとして国内
外に日本文化の語り部として活躍しています。特
に伊賀で忍者に出会うNHKの番組NHK World Iga
Ninja Forest のドキュメンタリーが海外でも好評を
博し、全日空の国際便でも紹介され、多くの外国人
に伊賀忍者の魅力を紹介しました。（https://vimeo.
com/80223199）
また日本手創り甲冑指導員協会を設立、既に手創
り甲冑指導員が国内外で活躍しています。留学生と
共に山梨はもとより他県の武者行列祭りにも参加し
て「文武両道」の教育の普及と交流を深めています。
４年前に収録されたIga Ninja Forestと今回の講
演を通じて三重県伊賀市との懐かしくも深い縁を感
じる機会となりました。関係者の皆様へ心より感謝
と御礼を申し上げます。

津市

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

労働保険の事務手続きを代行します
上野商工会議所（上野商工会議所労働保険事務組合）は、国の認可を受け、事業主に代わって
雇用保険や労災保険の加入手続き、保険料申告・納付に関する手続き、雇用保険の被保険者
に関する手続きを行っています。

事務委託によるメリットは？
事務組合が一括して事務処理をしますので、事業主の事務が軽減されます。

労働保険料は３回に分割納付が可能です。
労災保険に事業主や家族従業員も特別加入できます。
6480円〜

事務手数料は？
お問い合わせ

従業員数により異なりますので
上野商工会議所労働保険事務組合

お問い合わせ下さい。

TEL 21‑0527

事業主のみなさまへ

労働保険（労災保険・雇用保険）の
年度更新はお早めに、お忘れなく！

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）〜7月10日（月）までです。

お問い合わせ

三重労働局総務部

労働保険徴収室

TEL 059‑226‑2100

三重県よろず支援拠点「無料経営相談」のご案内
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。
事前予約制となっております。
予約は２営業日前までにお申込みください。
申込み・問合せ
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開催日時
場
所
対
象
定
員
相談内容

毎月第１水曜日（H29.７月から）
伊賀市上野丸之内500 ハイトピア3F
上野商工会議所内相談室
中小企業者
３名（先着順）
売上拡大・創業・経営改善などあらゆる
経営に関する相談

上野商工会議所 中小企業相談所 TEL 0595-21-0527

記帳継続指導

〜小規模事業者の皆様へ〜

帳簿の記帳でお困りの方、悩む前にお気軽にご相談下さい。適正
な記帳は、経営状態を的確に把握することができ、健全な経営に
役立ちます。相談等の費用は、無料です。是非、ご利用下さい。

●新規に開業した
●帳簿の付け方がわからない
●経費の分類がわからない
●記帳はしているが自信がない
●普段の記帳はしているがそれから先（決算など）
がわからない
といった方で、右記の条件を全て満たしている方を
対象といたします。

①個人事業を営んでおられる方
②従業員数が工業20人以下、商業・サービス業５人
以下（家族従業員を除く）
③青色申告の方。現在は白色申告で、今後青色申告
をしようとする方
④税理士の関与を受けていない
なお指導期間は、原則として１年間です。

【お問い合わせ先】上野商工会議所 中小企業相談所 TEL 0595-21-0527

快進撃企業に学べ
「障がい者に働く喜び・幸せを届ける
『マエカワケアサービス』」
神奈川県横須賀市に、株式会社マエカワケアサー
ビスという社名の、地域住民に優しい、良い企業が
ある。同社の主事業は福祉系である。これからます
ます必要かつ重要となるリハビリに特化した、デイ
サービスを中心とした訪問介護や整体学校を運営
する。
創業は今から16年前の2001年、国立リハビリテー
ション学院を卒業し、そこに10年間勤務していた現
社長の前川有一朗氏が脱サラし、妻と２人でスター
トさせた。当初は治療院を運営していたが、翌2002
年からは、より自分の専門を生かせ、地域住民のた
めになると考え、リハビリ専門のデイサービス施設
の運営に取り組んだ。
「利用者の生活の中に希望と喜び、そして勇気を
与えること」を経営理念に高らかに掲げ、この15年
間、誠実に全社員一丸となって利他経営を実践して
きた。そうした努力と苦労が実り、現在では神奈川
県内に16カ所の介護施設を有するまでに成長発展し
ている。
同社が顧客や地域社会から評価が高いのは、デイ
サービスの内容・レベルが抜きんでているだけでは
ない。サービスを提供するスタッフの採用において、
特別支援学校などを卒業しても就職先のあまりない、

障がい者を積極的に雇用し、家族はもとより、障が
い者の働く喜び・働く幸せに大いに貢献しているか
らである。
ちなみに社員は現在92人（正社員54人、非正規社
員38人）で、そのうち12人が障がいのある社員であ
る。加えて言えば12人のうち重度障がい者は10人で
あり、法定雇用率でカウントすれば22人、23.9％と
法定雇用率の２％をはるかに上回る。
先日、前川社長から依頼され、同社の入社式と年
度初めの経営計画発表会に参加する機会を得た。記
念講演や経営計画発表会に先駆け、４月に入社した
新規学卒社員３人の入社式があった。驚くべきは３
人のうち２人が障がいのある新入社員であった。名
前が読み上げられると、３人の新入社員は、全社員
や新入社員の両親、さらには特別支援学校の先生た
ちからの温かい拍手で迎えられ、壇上に上がった。
そして前川社長から激励のあいさつや辞令交付が
行われたが、その姿勢はまるで社員というより、新
しい家族を迎えるような態度と話の内容であった。
筆者が一番感動・感嘆・感銘したのは、前川社長が
車椅子の新入社員に辞令書を渡すときの姿勢であっ
た。背広姿の前川社長は、なんと両足の膝を壇上の
床につけ、新入社員に目線を合わせ、優しい言葉を
かけながら辞令書を渡したのである。その姿を間近
に見て、筆者は胸が熱くなるとともに、なぜ同社が
隆々と成長発展してきたかを完璧に理解した。
法政大学大学院政策創造研究科 教授 坂本 光司

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

6月・・・ 7日・16日
7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
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！
！

日本環境マネジメント

伊賀市ゆめが丘1丁目１の３
TEL 0595-51-5970 FAX 0595-22-0592

（三重県立ゆめドームうえの）

「お元気様です。
」 この度、歴史ある上野商工
会議所に入会させていただきました日本環境マ
ネジメント株式会社です。弊社は、埼玉県さい
たま市に本社を置く、施設総合管理、環境事業
を柱とする創業40年余の会社です。
今年四月から、「ゆめドームうえの」の指定管理
者として、伊賀の地で事業をさせていただいて
います。生粋の「上野っ子」の施設長をはじめ、
地元採用の９名で業務にあたらせていただいて
います。
満20歳を迎える「ゆめドームうえの」は、貫録が出てきた半面、設備等の老朽化も目立ってき
ています。これまでの施設管理のノウハウを生かして、維持管理に取り組むと共に、魅力あるソ
フト事業も実施してまいります。
４月から、館内には常に軽快な音楽を流し、トレーニング室に雑誌やマッサージ機を設置しまし
た。今後もマシンの増強など、積極的にお客様に支持していただけるよう努力してまいりますので、
よろしくお願い致します。

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

事 業 所 名

商工業者数

H29年４月末会員数

組織率

2,618件

1,385件（特別会員83件）

52.9%

（平成29年３月３日～平成29年５月31日）（敬称略）

代表者名

住

所

業

商

業 伊賀肉やまもと

山本

真 伊賀市佐那具町996-1

食肉加工・販売

工

業 原口機工㈱

牛田

幸吉 伊賀市上野茅町2725-1

機械器具卸売業

建 設 業 ㈱ウッドサプライヤー

竹森

茂 伊賀市木興町2064-1

建設・材木販売

建 設 業 フジ建設㈱

藤岡

正治 伊賀市上之庄40

建 設 業 ㈱PLUS ONE 伊賀店

鳥井

幸一 伊賀市服部町1788 アピタ伊賀上野店1F リフォーム業

交通運輸 カーセンター大内

森辻

一夫 伊賀市大内2033-2

サービス ㈱アトリエ・アイディール

久保慎太朗 伊賀市上野丸之内1-109

種

総合建設業

自動車整備・販売
美容室

社会文化 日本環境マネジメント㈱（三重県立ゆめドームうえの） 片山

安茂 伊賀市ゆめが丘1-1-3

サービス業

社会文化 ㈲I.Sテック

小林

健二 伊賀市上野東日南町1698

請負

社会文化 AR Nail

濱川

久恵 伊賀市服部町372-1 西口テナントビル2F 美容業（ネイルサロン）

特別会員 三栄工業㈱

平沼

和彦 伊賀市円徳院1

各種砂製造販売及び総合建設業

特別会員 伊賀クレーン

山中

淳也 伊賀市川西1738-436

クレーン作業
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市民夏のにぎわいフェスタ2017
「子どもからお年寄りまで、来る人すべてが一日楽しく遊べる空間」をテーマに
中心市街地・銀座通り・本町通りを歩行者天国にして楽市・楽座を開催します。

と

き

ところ

平成29年８月20日
（日） 正午から午後９時
銀座通り・本町通り・中之立町通りの一部

伊賀の産業展

伊賀市内の製造業を中心とした産業
のPR・振興のため、産業展を開催
します。
詳細は折込チラシをご覧ください。
ふるってご応募下さい。

昨年の産業展会場の様子

昨年の産業展ブースの様子

清掃ボランティア協力企業を探しています！

夏のにぎわいフェスタ会場では、ごみ箱を８カ所設置しています。その中の４カ所のゴミ箱設
置場所にて、正午から18時までの間、ごみ箱の管理（分別・ごみ袋の入替等）のボランティアに
ご協力いただける事業所を募集しています。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。
お問合せは…TEL21-0527 市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会事務局（上野商工会議所内）

第８回伊賀よりみち通信の販売について
伊賀よりみち通信は、伊賀の様々な観光資源をテーマにお中元やお歳暮等のギフトに同封し、
伊賀市のＰＲになる小型のパンフレットです。昨年度は18万部を発行いたしました。
８回目となる今回は、上野天神祭をテーマにしました。祭に関わる人にスポットを当て、だ
んじりの曳き手やお囃子奏者へのインタビュー、ユネスコ無形文化遺産登録に
ついての喜びの声、また９基のだんじりの特徴紹介などを掲載しました。
伊賀よりみち通信は、１部２円で販売していますので、伊賀市の情報発信に
ご協力ください。お問い合わせやご購入については、伊賀市観光戦略課まで
ご連絡ください。
伊賀市産業振興部観光戦略課
〒518-0869 伊賀市上野中町2976番地の1
TEL 0595-22-9670 FAX 0595-22-9695 E-mail kankou@city.iga.jg.jp

平成29年度伊賀ブランド認定申請募集のご案内
募集期間

平成29年6月1日（木）
〜6月30日
（金）

伊賀ブランド推進協議会では、伊賀の風土と暮らしが育み、伊賀の匠の知恵と技
が結集した優良な「伊賀産」
（伊賀産品）と、その生産または製造等にたずさわ
る「伊賀者」（事業者等）を伊賀ブランド「IGAMONO」として認定し、優先し
て全国へPR・推奨することで販路の拡大を目指します。
詳しくは折り込みチラシをご覧ください。
上野商工会議所ニュース

2017.6.5｜11

大作戦
Happy
伊賀 de 恋
の

開催日時

７月30日
（日）
ハイトピア伊賀集合 12：00
ホテル集合 13：00
ホテル解散 20：00
開催場所 メナード青山リゾート
〒518‑0295 三重県伊賀市霧生2356
TEL：0595‑54‑1326
参加資格 25歳〜 48歳くらいの伊賀市で婚活に関心の
ある独身男女
募集人数 60名（男女各30名）※参加者多数の場合は抽選
参加費用 男性 6,000円
女性 3,000円
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

当日の予定

ホテル集合→自己PRタイム→散策・自然文化村で木工体験
13：00

13：30〜16：00

16：00〜17：00

バーベキューパーティー→カップル発表→解散
17：30〜19：00

19：30〜

20：00

モテ講座

婚活パーティー ビジネスシーンにも役立つ
日時

７月23日（日）
男性13：30 〜 15：00 女性15：30 〜 17：00
場所 上野商工会議所
費用 無料
※婚活パーティーの参加者は必ずご参加ください

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 E-mail：info@iga-ueno.or.jp

６・７ 月 主 な 事 務 局 行 事

６月

１日・社会文化部会役員会・総会・講演会
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２日・労務対策協議会

（中央公論新社）

３日・駅前朝市

応仁の乱

４日・あんざんコンクール

（小学館）

５日・サービス部会役員会・総会

九十歳。何がめでたい

６日・常議員会議

（アスコム）

日・第１４６回日商簿記検定試験

はじめての人のための3000円投資生活

８日・小規模企業振興委員第１回事務連絡会議

⑤

（講談社）

42

日・青年部例会

④

儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇

日・第 回カラーコーディネーター検定

③

（幻冬舎）

日・通常議員総会

②

蜜蜂と遠雷

日・青年部三役会・役員会

①

提供 コメリ書房 上野店

日・東海ブロック青年部連合会役員会・会員総

珠算検定試験

（コミック・文庫除く）

会・会長会議

日・第２１０回

日・異業種交流懇談会

ベストセラー紹介
平成29年4月11日〜5月10日集計

24 21 19 18 14 11

28 27 25
日・ 建設業部会 役員会・総会・行政との懇談会

・青年部新入会員オリエンテーション

30

日・県下専務理事会議

80

回リテールマーケティング（販売士）

総会・懇談会

・リニア経済団体理事会

７月

８ 日・ 第

38

検定

日・商業部会

９日・第 回福祉住環境コーディネーター検定

日・記帳継続相談会

22

日・伊賀ブランド認定委員会

日・第 回環境社会（ｅｃｏ）検定

日・異業種交流懇談会

24 23 20 18 10

今月のおすすめの１冊
『不機嫌な長男・長女

無責任な末っ子たち』

ディスカヴァー

刊

人間関係中々うまくいかない…、自分って
どういう性格なんだろうと悩んだことはあり
ませんか？そんな時、性格分析と言えば「血
液型」や「星座」が挙げられてきましたが、
最近では「きょうだい型」といわれるものが
出てきました。この「きょうだい型」では家
庭内での自分のポジションや接し方によって
性格をより分かりやすく教えてくれます。
人間関係に悩んでいる、自分の性格をより
知りたい方は一度読んでみてはいかがでしょ
うか？
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

