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福居町しるし

幟

三明幟山

（さんめいのぼりやま）

福居町だんじり

三明（さんめい）

日、月、星（天体の表現）。地車。せり揚げ万力をもって綱あげする工法。車体車軸
を欅材で受けて弾力性のある技法を採用。

今月のTopics

幟の「福居町」の文字は芭蕉の筆では
ないかと伝えている。この古来の「幟」
を復活のため、
「幟山」
（のぼりやま）
（新名称）として頭、台座等近年製作。
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上野銀座通りおよび本町通り周辺 歩行者天国

20 楽市楽座

（日）

雨天決行

正午〜午後 9 時

（警報発令時は中止する場合があります）

周辺商店街や地元企業によるブース、
県内外からのフリーマーケットが一堂に集まる
「楽市」
！
ストリートパフォーマンスやステージイベントなどを行う
「楽座」
！
！
当会議所・青年部も参加し、
来場者出展者みんなで楽しめるお祭りです。
主催：市民夏のにぎわいフェスタ2017実施委員会
後援：伊賀市・上野商工会議所

問合せ：0595‑21‑0527
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交通規制のお知らせ
８/20㈰

P
P
市庁舎駐車場 ⑤ P

⑪

P

規制区間 本町通り・銀座通り・中之立町通りの一部
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中之立町通り

☎22-9663

西之立町通り

【問合せ】交通政策課

西コース：ふれあいプラザ前、中町、西町
東コース：片原町、広小路駅前、農人町、西町、中町、
ふれあいプラザ前

銀座通り

三之町通り

R368

運休
停留所

ひろこうじ

中瀬I.C.

●

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

北回り循環
「終日通常運行」

上野天神宮

ふれあいプラザ

二之町通り

8月２0日（日）上野コミュニティバス「しらさぎ」
西コースは公園口〜西大手交差点経由となります。
東コースは赤坂経由となります。
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うえのし
ハイトピア伊賀
（上野商工会議所）●

本町通り

午前10:00〜午後10:00

外回り循環「終日迂回運行」

※交通規制区間は自転車
に乗っての通行はご遠
慮ください。

〒

白鳳門駐車場
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三重県伊賀庁舎
臨時駐車場
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恵美須神社

三重交通（株） ☎66-3715

愛宕神社
至大阪
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名阪国道

北伊勢上野信用金庫臨時駐輪場
※交通規制区間は自転車に乗っての通行はご遠慮ください。

川
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城北駐車場

谷
矢

伊賀
鉄道

※ 駐車場内でのトラブルにつきましては、一切責任をおいませんので
ご了承ください。
※ 当日は、道路の混雑が予想されますので公共交通の利用にご協力
ください。

同時開催

8月20日

上野商工会議所地域活性化事業

12：00 〜 19：00
上野シティホテル北側駐車場

（市民夏のにぎわいフェスタ2017会場内）

ス

配布します。
スタンプラリーは

㈱ミルボン
中外医薬生産㈱

ブースを廻って
スタンプを集めて

景品GET!!

上野ガス㈱
上野都市ガス㈱
ゆめぽりす伊賀
立地企業連絡会

馬場建具店

（一社） スマイルウッド(同)
三重県
建築士会 景品交換所

上野印刷㈱

Ｎ

㈱森機械

三晃工業㈱

ソーラーパネル
（4Ｍ×4Ｍ）

三重大学
伊賀研究拠点
近畿大学
工業高等
専門学校

※1人1回限り

出展企業名

三重県屋根 西ざわ笑店
工事業組合
連合会 （休憩処）

休 憩 用 ベン チ

13時からになります。

ンプラ
タ

本町通り

ー
リ

台紙は各ブースにて

伊賀の産業展

㈱PLUS ONE
中部電力㈱
伊賀営業所

伊賀の産業展
ステージ
出

展

内

スマイルウッド（同）

杉を使った木工ワークショップと作品の展示・販売。

容

近畿大学工業高等専門学校

エコランカーの展示、
スライム作り等、
学校案内、
クラブ紹介、
ポスター等の展示、
説明。

中部電力（株）伊賀営業所

エネルギーパネル展示、
スポンジボール工作教室、
カテエネPR
（当日入会特典あり）

西ざわ笑店

暑い夏のスタミナ食！ 揚げたて“コロッケ・唐揚げ・カレーパン”を提供！！

三晃工業（株）

太陽光発電システムのモジュールの展示及び設置写真パネルの展示。定置型蓄電池サンプルの展示。
（※カキ氷販売）

（株）PLUS ONE

リフォームの施行事例、輪なげ、バルーンアート、新築住宅のご案内。

（株）
ミルボン ゆめが丘工場

頭髪化粧品の展示。

中外医薬生産（株）
（株）森機械

医薬部外品の販売。暑い夏を中外医薬のドリンクで乗り切ろう！
竹林整備、草刈、農業への新しいソリューションPR ＆「竹材お遊びコーナー」

上野ガス（株）・上野都市ガス（株） 無料のお子様向けゲーム（賞品あり）と、ガスの防災用機器展示。
三重大学伊賀サテライト伊賀研究拠点

伊賀研究拠点での展開事業、研究のパネル展示と、体験型科学実験教室「踊るヘビ作り」

馬場建具店

匠の作品展示と「木製コースター」づくり。

上野印刷（株）

伊賀流忍者グッズ展示。
協

（一社）三重県建築士会
ゆめぽりす伊賀 立地企業連絡会

力

団

体

建築士会のPR＆親子で楽しめる「光るどろだんご作り」（先着36名様限定）
企業ＰＲ・求人募集

三重県屋根工事業 組合連合会 ・屋根材、主に粘土瓦の展示ＰＲ ・粘土型抜き体験

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

059−354−9971
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会議所の動き
食品工業部会 「視察研修」開催

7月13日㈭

食品工業部会の視察研修を開催し、９名の方にご参
加をいただきました。
今回は、兵庫県神戸市にある製菓会社江崎グリコ㈱
の工場にあるお菓子の博物館『グリコピア神戸』の見
学を行いました。
見学時には、人気のポッキーやプリッ
ツの製作工程等について説明いただき、実際に作られ
ている現場を窓越しに見学させていただきました。
また、３Dオリジナルアニメーション映画の上映、
グリコのおもちゃや商品が勢ぞろいしたギャラリー等
見学し、皆さんが普段食べているグリコのお菓子がど
のようにできているのかを、学んでいただけたかと思
います。
今回の視察研修では、参加者一同大いに見聞を広め
金融理財部会 「視察研修ならびに総会」開催

造幣局・造幣博物館を見学

設備によって貨幣の製造を開始し、明治初期における
近代工業をわが国へ紹介する役割を果たしました。製
造ラインの見学後、造幣博物館にて、造幣局創業当時
のガス燈・大時計や大判・小判などの古銭をはじめ、
明治以降のわが国の貨幣・外国貨幣のほか、勲章や金
属工芸品など約4,000点の展示を見学しました。
午後には、京都府長岡京市の「サントリー京都ブル
ワリー」を訪れました。プレミアムビールの理想を追
求し、厳選された素材と製法、徹底的なこだわりを
もってつくられているビールの製造工程「ダブルデコ
クション製法」、「アロマリッチホッピング製法」等を
ご説明いただき、またゴミ０（ゼロ）工場を目指して
の環境活動への取り組みもご紹介いただきました。
参加者一同、一日を通して “日本の高度な製造技術”
と “こだわりのものづくり” に触れ、大いに見聞を深
めると共に、和やかに交流と懇親を深め、有意義のう
ちに視察研修を終えることができました。

7月21日㈮

ヒルホテルサンピア伊賀において、平成29年度工業
部会総会並びに講演会を開催し、22名の方々にご出席
いただきました。浅井裕久部会長（㈱安永顧問）から
の挨拶の後、平成28年度事業報告・収支決算報告及び
平成29年度事業計画（案）・収支予算（案）について
上程され、満場一致で承認されました。
総会に続き、県下の支援機関の担当者２組をお招き
し、講演会を開催致しました。まず三重県工業研究所
所長の湯浅幸久様、プロジェクト研究課長の松岡敏生
様より、
「県内ものづくり中小企業への支援施策につ
いて」をテーマに、技術相談や共同研究などの支援業
務についてご説明をいただきました。続いて、（公財）
三重県産業支援センターの岡吉嗣様と森一成様より、
「三重県戦略産業雇用創造プロジェクトの取り組みに
ついて」をテーマに、雇用確保・人材育成に関わる支
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グリコピア神戸にて

7月19日㈬

金融理財部会では、参加者17名にて視察研修会ならび
に総会を開催し、
大阪市・京都府長岡京市へ出向きました。
車中で総会を開催し、平成28年度事業報告並びに収
支決算報告、平成29年度事業計画並びに収支予算につ
いて承認されました。
視察研修では、大阪市北区天満の「独立行政法人造
幣局本局・造幣博物館」を訪れました。造幣局は、明
治４年４月４日に創業。当時としては画期的な西洋式

工業部会 「総会並びに講演会」開催

るとともに、同じ食品製造業者として取り組むべき問
題や課題について参考となる事が多々あり、また部会
員間の親睦を深める意味でも非常に有意義な視察研修
を終えることが出来ました。

援事業の説明と、現場の生産効率を見直す生産革新活
動の必要性についてご教授いただきました。
会員企業の皆様に対し、県の主導する支援施策への
理解を深めていただき、円滑な事業運営に役立ててい
ただく上で、良いきっかけを作ることができたのでは
ないかと思います。

講演会の様子

女性会だより 「地元企業工場見学会」開催

7月４日㈫

女性会まちづくり委員会企画の工場見学を開催しま
した。
まちづくり委員会では、今年度「伊賀市の為に女性
会として出来ることは何か」というテーマのもと、ま
ずは自分たちの住んでいる伊賀市で頑張っている企業
さんを見学したいという思いから今回の工場見学が実
現されました。最初に㈱ミルボンゆめが丘工場様を見
学させていただきました。工場内には様々な工夫がさ
れ、とてもきれいで、働きやすい環境づくりが整備さ
れていると感心しました。午後からはチョーヤ梅酒㈱
伊賀上野工場様を見学させていただきました。国産梅、

無添加にこだわり、梅酒をつけられている事、梅は日
本の文化であることを学びました。また、見学だけで
なく、梅酒づくりや試飲まで体験させて頂き、ご参加
頂いた皆様の素晴らしい笑顔が印象的でとても充実し
た時間を過ごさせて頂きました。伊賀市には立派な企
業があるのだと自分の住んでいる町ながら誇らしげに
感じた一日でした。どちらの企業様も丁寧にご説明頂
き、貴重な時間を頂戴しましたことまた、お土産まで
ご用意頂き、本当にありがとうございました。そして、
当日ご参加くださいました皆様、ありがとうございま
した。
まちづくり委員長 佐藤 直美

㈱ミルボンゆめが丘工場にて

梅酒づくり体験の様子

青年部だより ７月例会「the スポーツ鬼ごっこ」開催
７月例会「the スポーツ鬼ごっこ」をゆめドーム第
２競技場にて開催しました。スポーツ鬼ごっことは、
従来の遊びの鬼ごっこに戦術や戦略を要するルールを
加えた新しいスポーツ競技です。コミュニケーション
能力やチームワーク、勝負への拘りを目的とし、現在
子どもから大人、高齢者まで幅広い世代に親しまれて
います。しかし、メンバー全員が初体験で、ルールも
わからないと言う事で、今回は三重県スポーツ鬼ごっ
こ愛好会様の協力を得て開催いたしました。相手の宝
を取るという単純な目的なのですが、逃げる・捕まえ
るの鬼ごっこ要素満載で「大人、超本気！」でした。
また名張YEGメンバーもオブザーブ頂き、大いに交
流する事が出来ました。参加者からは非常に面白い、

7月12日㈬

広めていきたい等の声もあり、今後のYEG活動や地
域貢献活動の一助になったのではないかと思います。

超本気で the スポーツ鬼ごっこに参加

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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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

労

務

務

経

営

運転・設備資金の調達をご検討の方、この機会にぜひご相談ください。

マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資）
経営改善に役立つ無担保・無保証人融資！ 経営相談とセットでご活用下さい！

上野商工会議所の推薦に基づいて、日本政策金
融公庫が低利でご融資する制度です。
小規模事業者の経営改善促進を金融面からバッ
クアップします。無担保・無保証人でご利用いた
だけます。

融資制度の内容
ご融資額
ご返済期間
利

率

2,000万円以内
運転資金７年以内
設備資金10年以内
1.11%（平成29年７月12日現在）

★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。
（運転資金・設備資金貸付金利の１％以内で１年間）

お申込になれる方
次の条件を全て満たしていることが必要です。
１．原則として６ヵ月以上上野商工会議所の経営
指導を受けていること
２．伊賀市内で最近１年以上事業を営んでいる
こと
３．常時使用する従業員が20人（商業・サービス
業は５人）以下であること
４．確定申告を行い、納付期限の到来している所
得税、法人税、事業税、県市民税を完納して
いること
５．商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の非
対象業種等でないこと
※最近の業況等により、ご意向に添いかねる場合がござ
いますので、予めご了承下さい。

日本政策金 融 公 庫 （ 旧 国 金 ）「一日公庫」のごあんない
日時

平成29年８月22日（火）
午前10時～午後４時まで
場 所 上野商工会議所 相談室（ハイトピア伊賀３階）

当日は、最新の決算書２期分
（個人の方は申告･決算書の控
え２年分）をお持ちいただく
と手続きが早くなります！！
お申込みが必要です。詳しくは折込チラシをご覧ください。
設備資金をお考えの方は、見
問合せ先 上野商工会議所中小企業相談所
積書をご用意ください！

TEL 0595−21−0527

東 海 税 理 士 会 上 野 支 部 よ り
無 料 税 務 相 談 会 の ご 案 内

税金・会計のことでお悩み事はありませんか？
次の日程で相談会を実施いたしますので、お気軽に
ご相談ください。
なお、事前申し込み優先で、お一人30分程度の相
談とさせていただきます。
とき・ところ ９月９日
（土）13：30 ～ 16：30
名張産業振興センターアスピア４階
10月14日
（土）13：30 ～ 16：30
ハイトピア伊賀３階
（上野商工会議所内）
対象者 伊賀市・名張市 在住・在勤の方
申込先・問い合わせ
東海税理士会上野支部（ハイトピア伊賀３階）
http://www.ict.ne.jp/~zei-ueno/
☎51-0932（9：00 ～ 16：00）
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改正税法

研修会の日程について

日

時

10月26日（木） 13：30 ～ 15：30（予定）

場

所

伊賀市上野丸之内500
ハイトピア伊賀

３階

ホールＢ

内

容 「平成29年度 税制改正のポイント」について

講

師

受講料

上野税務署

法人課税部門

上席国税調査官

法人会員・上野商工会議所会員・名張商工会
議所会員・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）

主

催

一般社団法人伊賀法人会
伊賀市上野丸之内500
電話24-5774

共

催

ハイトピア３階

FAX24-5796

上野商工会議所・名張商工会議所・伊賀市商
工会

〜資格を取ってキャリアアップを目指しませんか〜

平成29年度 後期分商工会議所各種検定試験カレンダー
検定試験種目

試

験

日

受験申込期間

回

級

第147回

１～３級

11月19日（日）

第148回

２～３級

2月25日（日）

12月18日（月）～1月26日（金） ３級：2,800円

第81回

２～３級

2月21日（水）

12月18日（月）～
２級：5,660円 ３級：4,120円
1月26日（金） （上野商工会議所では１級は実施しません。）

第211回

全て

10月29日（日）

8月14日（月）～9月21日（木）

第212回

全て

2月11日（日）

12月4日（月）～1月11日（木）

④カラーコーディネーター

第43回

２～３級

12月3日
（日）

9月19日
（火）～
２級：7,340円 ３級：5,250円
10月20日（金） （上野商工会議所では１級は実施しません。）

⑤福祉住環境コーディネーター

第39回

２～３級

11月26日（日）

9月12日
（火）～
２級：6,480円 ３級：4,320円
10月13日（金） （上野商工会議所では１級は実施しません。）

⑥環 境 社 会（ e c o ） 第23回

級の設定
なし

12月17日（日）

10月3日
（火）～
11月2日（木）

①簿

記

②リテールマーケティング
（販 売 士）

③珠

受験料（税込）

9月11日（月）～10月20日（金） １級：7,710円 ２級：4,630円

算

１級：2,300円
２級：1,700円
３級：1,500円 ４級〜６級：1,000円
７～ 10級・暗算：900円
段位：2,900円

5,400円

※①～③の申し込みは、上野商工会議所で受験申込期間中の月～土曜日、９時から17時まで受付ます。
※④～⑥の申し込みは、東京商工会議所ホームページまたはパンフレットをご確認ください。パンフレットは、上野商工会議所に設置しています。
※その他ご不明な点は、上野商工会議所までお問い合わせください。【問合せ先】上野商工会議所 TEL 0595−21−0527

簿 記 検 定のネット申込 受 付を開 始しました！

上野商工会議所では、平成29年度より日商簿記検定のネット申込システムの利用を開始しております。受付期
間中はパソコンやスマートフォンを通じていつでもお気軽に受験申込いただくことできます。（従来通り、窓口
でのお申込みも出来ます）

ネット申込ページURL：https://links.kentei.ne.jp/bookkeeping/2307
※ネット申込の場合は、受験料に加え別途手数料300円（税込）がかかります。
※お支払方法は、クレジットカード払い及びコンビニ決済からお選びいただけます。

３級

簿記検定試験対策講座

受講生募集！！

９月17日
（日）より日商簿記検定試験対策講座を開講いたします。初めて簿記を学ばれる方・
独学で勉強を進めている方、新しいことにチャレンジしたい方…一緒に簿記を勉強しませんか。
11月19日
（日）
の本番に自信をもって臨めるよう、この機会に是非お申込み下さい。
期 間 ９月17日
（日）～ 11月12日（日）
時 間 10：00 ～ 12：00
但し、10月24日
（火）
のみ  19：00 ～ 21：00
場 所 上野商工会議所（ハイトピア伊賀３階）
講 師 佐々木税理士事務所 佐々木廣明氏
受講料 10,000円（別途にテキスト代いただきます）
持ち物 筆記用具・電卓
定 員 20名（会場の都合上、定員になり次第締め切ります）
※申込が10名に満たない場合は、中止となります。
申込受付 ８月１日
（火）
～９月４日（月）
（平日と土曜日 ９時から17時まで）

カリキュラム
９月17日（日） 意味等・基本概念
取引と勘定・仕訳等
９月24日（日） 現金預金１
10月１日（日） 現金預金２・商品売買１
10月８日（日） 商品売買２
売掛金・買掛金
10月24日（火） その他の債権・債務と手形・貸倒損失等
11月３日（金・祝）有価証券・固定資産
11月５日（日） 費用収益と資本
11月12日（日） 帳簿と伝票・決算と財務諸表
上野商工会議所ニュース
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伊賀連携フィールド2017年度

三重大学伊賀サテライト

「国際忍者研究センター」設立

～～７月１日
（土）記念講演会・シンポジウム開催！
！～～

三重大学

駒田学長

伊賀市

岡本市長

上野商工会議所

中井副会頭

Stephen Turnbull講師

その設立を記念して「天正伊賀の乱−伝説の形

三重大学は地方創生への貢献を重要な取り組みと
位置付け、三重県下４地域に「地域サテライト」を

成−」と題して、50年ほど忍者について学んでいる、

設置し、地域の抱える諸課題の解決と地域人材の育

ロンドン大学研究員 Stephen Turnbullさんを講師

成を目指すことを目的としています。

にお招きしてご講演いただき、また、尾西伊賀サテ

伊賀サテライトは「固有文化と地域資源の活用で

ライト長進行で、岡本市長・廣澤観光協会長・山田

地域再生に寄与する拠点」で、伊賀連携フィールド

三重大人文学部教授で「忍者の未来」についてシン

としては「忍者」を学術面から研究するとともに、

ポジウムを開催しました。

海外でセミナーを開催し「忍者文化」の世界への情

今後センターには、江戸の忍者専門の高尾善希准

報発信に努めてきました。

教授が常駐し、伊賀で手付かずの古文書を整理して

三重大学伊賀サテライト「国際忍者研究センター」
を伊賀流忍者発祥の地である伊賀市に設立しました。

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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紹介、また、全国の忍者情報を収集していく予定
です。

三重県伊賀市小田町743-2

特定商工業者のみなさまへ

法定台帳の作成および負担金に
ご理解とご協力をお願いします！
！

当会議所では商工会議所法に基づき、地区内の特定商工業者について商工会議所法施行令で定めら
れている事項を登録した法定台帳を作成する事が義務付けられています。該当事業所には８月中旬に
法定台帳を送付いたしますので、所定事項をご確認いただき、８月末日までにご提出を頂きますよう
お願い申し上げます。

◇特定商工業者とは次の①・②のいずれかに該当する事業者です。
①資本金額が300万円以上
②従業員数が20人（商業・サービス業は５人）以上

◇負担金について

法定台帳の作成運用管理の為の諸経費として三重県知事の認可を得て年額2,000円のご負担をいた
だくことになっております。
問合せ先

総務課

TEL 21−0527

コミュニティ情報プラザ

貸室のご案内

〜会議・研修会・講演会・展示会・コンサートなど、様々な用途にご利用いただいております〜
☆上野商工会議所会員様は、会員割引料金でご利用いただけます。
☆プロジェクター・マイク・机・椅子・展示パネル・パソコン・簡易ステージ等の備品の貸し出しは無料です。
（ピアノ・金屏風は有料）
☆飲食も可能です。
☆申込みは、使用日の６ヶ月前の１日より受付可能です。「コミュニティ情報プラザ施設使用申込書」をご
提出ください。（FAXでも可）
詳しくは、
上野商工会議所ホームページ（http://iga‐ueno.or.jp/）の「コミュニティ情報プラザ」をご覧ください。

ホールＡ・Ｂ 収容人数各60名
繋げて使うことも出来ます。

セミナールームＡ・Ｂ
収容人数16名

応接会議室
収容人数24名

♦wifi接続可能（申請が必要です）
♦無線LANもご利用いただけます。PCの貸し出しもしていますので、ご入用の際はお申し付け下さい。
♦無料でご利用いただけるロビーギャラリーもございます。お気軽にご利用ください。

不審な業者にご注意ください！

電気設備の点検や分電盤の清掃をお客さまに持ちかけ保安協会からの依頼と思い込ませ、作
業承諾のサインをさせた上、高額な金額を請求する被害が発生しています。
怪しい電話や訪問はハッキリ断って下さい。不審な業者の訪問を受けた場合、保安協会受託
のお客さまは下記までご連絡ください。
中部電気保安協会伊賀営業所 TEL 0595-23-9196
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！
！

JAいがほくぶ

TEL 0595-24-5111

JAいがほくぶは、2015年に伊賀市より平野西町の土地を売却い
ただき、農を接点とする人や物などの交流を目的に、「とれたて市
ひぞっこ」
「ライフサポートセンター」「本店」の３施設を建設し
ました。
「とれたて市 ひぞっこ」には、市中の多くの事業者様に
特産品を出荷頂いており、来店者にご好評をいただいております。
そして、昨年に引き続き今年も、当敷地で「国際交流フェスタ」を
開催することが決定されるなど、交流の場としても進展しています。
本年、JAいがほくぶは創立30年を迎えます。記念事業として、
７月28日から30日に「サマーフェスタ」の開催を計画したところ、
たくさんの商工会議所会員の皆様に参加いただき、イベントを盛
り上げていただきました。感謝申し上げます。
昨年度から参加しています農商福連携の取組み「いがぐり プロ
ジェクト」など、農商工福連携の取組みを継続・参加していきます
ので、ご支援ご協力をよろしくお願いします。

上野商工会議所

会員の動き

組織率

2,618件

1,472件（特別会員82件）

53.09%

田山 雅敏
中井 茂平
山口
隆
出後 秀雄（事務局長）
神戸 照男 宮田 耕一
鈴木 孝治 稲濱 建夫
上村 良一 小坂 元治
長谷川真嗣 戸上 宗賢
中尾 彰克
松本 正博（地区大会実行委員長）

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

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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ひぞっこ店内

H29年６月末会員数

（H29.7.1〜H30.6.30）

8月・・・ 2日・18日
9月・・・ 6日・15日

本店

商工業者数

国際ロータリー
第2630地区（三重・岐阜）ガバナー事務所の紹介
ガバナー
【スタッフ】 地区代表幹事
地区会計長
地区幹事

伊賀市平野西町1-1
FAX0595-21-2716

駅前朝市休止のお知らせ
上野市駅前広場「朝市」をいつもご愛顧
いただき、ありがとうございます。
諸 般 の 事 情 に よ り、 当 面 の 間「 休 止 」
いたします。
これまでの皆様のご支援心より感謝いた
しております。ありがとうございました。
お問い合わせ

上野商工会議所
電話 0595-21-0527

部会活動ご案内 ぜひご参加ください
社会文化部会

〜何かいいことがありそう！
交流の場が広がります〜

工業部会

法律無料相談〜お困りごとはありませんか〜
法律に関する悩み等の無料相談会を下記の日程で
開催します。相談内容は他に知られることがあり
ませんので安心して相談にお越しください。
相談をご希望される方はお電話でお申込み下さい。
法 律 相 談

９月20日（水） 11月15日（水）
（奇数月・第３水曜日） 午前10時〜午後３時まで
司法書士相談 ８月９日
（水） ９月13日（水）
（毎月・第２水曜日） 10月11日
（水）
午前10時〜午後３時まで
行政書士相談 ９月６日
（水） 10月４日（水）
（毎月・第１水曜日） 午前10時〜午後３時まで
※事前にお電話でご予約下さい。

『新入社員及び若手社員研修会』
日 時 ９月11日（月）
13時30分〜 16時30分
場 所 ゆめテクノ伊賀
（伊賀市ゆめが丘1 3 3 TEL41 1061）
対象者 新就職者及びそれに準ずる方で高卒〜 25
歳ぐらいまでの方で、企業人、社会人と
しての更なる自覚を心がけてほしい社員。
講 師 ① ㈱ 安永 人事グループ
田中 聡子 様
② ㈱ ミヤケ 常務執行役員
町野 隆美 様
会 費 無料

場 所 上野商工会議所 相談室
お問い合わせ・申込み TEL 21 0527

上野天神祭の開催日が変わります
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

上野天神祭日程
平成29年10月20日
（金）宵山、21日（土）足揃え、22日（日）本祭
（上野天神祭の例大祭は従来通り25日です。
）

災害時協力事業所にご登録下さい
〜 地域全体で協力し、防災力を高めましょう！
！〜

伊賀市と上野商工会議所は「災害時における応急対策および復旧対策に関する協定」を結んでおり、大
災害時には伊賀市と登録事業所と連携し支援を行って参ります。近年、各地では予期せぬ地震被害や、豪
雨災害など、大災害に見舞われており、復興支援には地域みんなで助け合うことが重要です。協定締結時
にご登録いただきました事業所様におかれましては、登録内容をFAXいたしますので、ご確認いただき
たき変更等がありましたらご連絡頂きたく存じます。また、新たにご協力いただける事業所様を募集して
おりますので、折込チラシにてご登録頂きますようお願いいたします。地域商工業団体の当所としても、
地域の一員として協力・参加して参りたいと存じます。物品の協力、避難所施設の提供など、各事業所様
が出来る範囲の内容をご連絡いただき、11月５日に行われます「平成29年度三重県・伊賀市・尾鷲市・紀
北町総合防災訓練」において「災害時協力事業所」としてパネル展示で紹介していく予定をしております。
上野商工会議所ニュース
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お店とまちのファンをつくる！
第４回まちゼミ 参加店募集のご案内
「まちゼミ」とは、商店街のお店の店主やスタッフが講師となり、
各お店の専門的な知識や技術、コツなどを無料で紹介する少人数制
のゼミナールです。お店の存在や特徴、店主のこだわりや人となり
を知っていただくとともに、お店とお客様との交流を通じ、信頼関
係を築くことで、お店のファンづくりを推進する取り組みです。
◆第４回まちゼミ募集内容◆
◇実施期間
（予定） 平成30年２月初旬〜３月初旬の約１ヶ月間
（この期間で参加店のご都合の良い日時、何日でもOK）
（所要時間は30〜90分程度で各店舗が設定）
◇そ

他

詳細については、お問い合わせください。

九十歳。何がめでたい
（小学館）
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今月のおすすめの１冊
『歴史街道 2017 ７月号』
PHP研究所 刊

定価630円＋税

６月に発売しました『歴史街道７月号』は、
なんと藤堂高虎の大特集。「稀代の世渡り上手」
という評価が定着していますが、家康が最も信
頼した戦国武将であるとして、約40ページに
渡りその実像に迫っています。
また元スターバックス日本法人CEO岩田松
雄氏が、経営の観点から高虎の能力を分析する
等、雑誌の特集ならではの内容
になっています。
郷土コーナーで常備してい
ますが、月刊誌のため増刷はか
かりませんので、ご注意下さい
ませ。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

８・９ 月 主 な 事 務 局 行 事

（幻冬舎）

８月

多動力

２日・灯りの城下町実施委員会

（小学館）

５日・そろばん体験講座

夢眠ねむ×蜷川実花

６日・夏休み思い出サポート講座

peppermint

・イタリアフェアフォーラム（駅前広場）

⑤

（講談社）

７日・交通運輸部会役員会

④

儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇

・上野天神祭地域運営委員会

③

（飛鳥新社）

８日・伊賀税務連絡協議会

②

今こそ、韓国に謝ろう

昨年度まちゼミの様子
９日・青年部東海ブロック親睦交流会（岡崎市）

①

提供 岡森書店 白鳳店

10

日・正副会頭会議

平成29年6月21日〜7月20日集計

日・伊賀風土ＦＯＯＤナイトマーケット

（コミック・文庫除く）

16 13
日・青年部臨時総会・例会

ベストセラー紹介

日・市民夏のにぎわいフェスタ２０１７

日・日本政策金融公庫一日公庫

23 22 20
日・青年部三役会・役員会

28

日・異業種交流懇談会視察研修

29

日・県連職員研修会

30

日・ 県下専務理事会議・共済キャンペーン表彰式

・第３回専門スタッフ研修

31

日・伊賀ブランド臨時総会・認定証授与式

９月

６日・第３回専門スタッフ研修

10

日・伊賀風土ＦＯＯＤナイトマーケット

11

日・工業部会主催若手社員研修会

19

日・記帳継続相談会

日・異業種交流懇談会

25

の

