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祝！！上野天神祭のダンジリ行事

ユネスコ無形文化遺産登録

400年の伝統を持ち町人文化が幕開く

上野天神祭
ダンジリ 行 事
400年も昔の城下を生き生きと再現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
11月30日に「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。
10月20日～ 22日の金・土・日の３日間、盛大に開催されます。

上野天神祭のダンジリ行事 交通規制のお知らせ
10 月 20 日（金）〜 22 日（日）
至 伊賀上野駅

⬆

⬆

10 月 20〜22 日は、伊賀市内で上野天神祭を開催します。
このため、下図のとおり交通規制を行いますので、ご協力をお願いします。
⬆

⑩創価学会
伊賀上野文化会館駐車場

⑨上野運動公園
テニスコート駐車場

⑭上野キヤノンマテリアル㈱
駐車場

伊賀の名産品・特産品が揃ってます !
来てだぁこ。

地元の魅力ある産品など、
おいしい伊賀が集まりました!
日頃の感謝を込めて

伊賀発 食品産業フェスタ
▶うえせん白鳳プラザ
⑧崇広中学校駐車場

じばさんまつり

③市営上野公園第1駐車場

21日 10 : 00〜21 : 00
22日 9 : 00〜20 : 00

21日 10:00〜21:00
22日 10:00〜19:00

④市営上野公園第2駐車場

⑦上野西小学校臨時駐車場

▶上野市駅前広場
⑤市営市庁舎駐車場

至 津市

⑥市営白鳳門駐車場

11:15
12:35

ハイトピア伊賀

⑮ 北伊勢上野信用金庫臨時駐輪場

うえせん
白鳳プラザ

11:05

10:25

11:05

〈10 月 22 日〉

13:00

15:50

9:10

10:25

9:10
〈10 月 22 日〉

11:20
11:40

⑪JAいがほくぶ上野北営農生活センター
駐車場

15:30

この間 21 日

車両通行止
20 日 10:00 〜 22:00
21 日 10:00 〜 22:00
22 日 9:00 〜 21:00

この間 22 日

15:10

13:30
13:20

15:10

14:15

14:30

14:30

赤井家住宅

警察官による
時間別車両通行止

伊賀市中消防署

一時車両通行止
駐車禁止の区間

⑫上野ガス㈱駐車場

通り抜け禁止

Ｐ
㹅

駐車場
トイレ
みこし
鬼・だんじり

駐車場のご案内
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

市営城北駐車場（275 台）バス含む〔21・22 日 有料（8：00〜17：00）［平日無料］〕
市営だんじり会館駐車場（35 台）有料（8：00〜17：00）バス含む
市営上野公園第 1 駐車場（54 台）有料（8：00〜17：00）バス含む
市営上野公園第 2 駐車場（60 台）有料（8：00〜17：00）バス含む
市営市庁舎駐車場（114 台）21・22 日 有料（8：00〜17：00）※平日は来庁者用
市営白鳳門駐車場（25 台）21・22 日 有料（8：00〜17：00）※平日は来庁者用
上野西小学校臨時駐車場（200 台）有料（21 日 9：00〜 22 日 9：00〜）
崇広中学校駐車場（100 台）有料（21 日 9：00〜 22 日 9：00〜）
上野運動公園テニスコート駐車場（150 台）21・22 日 無料
創価学会伊賀上野文化会館駐車場（60 台）21・22 日 無料
JA いがほくぶ上野北営農生活センター駐車場（100 台）21・22 日 無料
上野ガス㈱駐車場（45 台）21・22 日 無料
三重県伊賀庁舎臨時駐車場（80 台）21・22 日 無料
上野キヤノンマテリアル（280 台）21・22 日 無料

駐輪場

⑮ 北伊勢上野信用金庫臨時駐輪場

※ 駐車場・駐輪場でのトラブルにつきましては一切責任を負いませんのでご了承ください
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⑬三重県伊賀庁舎臨時駐車場

三重県伊賀庁舎

お問い合せ

上野天神祭地域振興実行委員会（上野商工会議所内）
電話 0595（21）0527（平日のみ）
（一社） 伊 賀 上 野 観 光 協 会 電話 0595（26）7788
伊賀市役所産業振興部 観光戦略課 電話 0595（22）9670（平日のみ）
当 日 の み お 問 い 合 わ せ 先 電話 080（9494）1519

●●●●

だんじり巡行順序 ● ● ● ●
くじとりしき

だんじり巡行の順番を決める「事始籤取式」が９月９日、東町の菅原神社で行なわれました。
（順番・町名）

１番

小玉町 → ２番

こ みのやま

さんしゃ
（しるし）

（順番・町名）

なぎなたぼこ

小簑山

（だんじり）

たくせん

西
かかん

福居町 → ５番
さんめい

のぼりやま

じつげつせん

しりん

にとう

花冠

紫鱗

二東

かっこ

羯鼓

きんこうせんにん

つきほこ

（しるし）

琴高仙人

幟山

鍛冶町 → ９番

（だんじり）

てつえいけんぼこ

鉄英剣鉾

菊慈童
町 → ８番

向島町

三明

きくじどう

白楽天
魚

町 → ４番

きしんざんあおいぼこ

はくらくてん

町 → ７番

中

其神山葵鉾

薙刀鉾

三社の託宣
６番

町 → ３番

新

東

日月扇

町

きりもと

桐本

さかさのし

月鉾

逆熨斗

上 野 天 神 祭 ス ケ ジ ュ ー ル
■20日（金）
宵山
本町・二之町筋において19時から21時まで提灯・雪
洞を飾りロウソクで点灯し展示（雨天中止）
■21日（土）
足揃の儀
三之町筋において14時から16時まで鬼行列の練行
本町・二之町筋などにおいて13時から16時までだん
じり曳行（雨天中止）
（今年は銀座通りに九基並び
ます）
宵山
18時30分から21時頃まで本町・二之町筋などを提灯
に点灯してだんじりの曳行（雨天中止）
■22日（日）
神幸祭
９時から神輿行列巡行（東御旅所出発）
鬼行列の後、だんじり巡行（東御旅所出発）
※雨天中止（天候回復の場合、短縮巡行）

■20日（金）
女性会だんご茶屋

16時30分〜20時
（上野東町プリンセスフジヤ西隣）
甘酒ふるまい
18時〜20時30分（上野中町）
だんじり乗車体験 10時〜16時（上野小玉町）
■21日（土）
女性会だんご茶屋 10時〜20時
（上野東町プリンセスフジヤ西隣）
楼車蔵コンサート 11時〜11時30分（上野中町）
だんじり乗車体験 10時〜12時（上野小玉町）
■22日（日）
女性会だんご茶屋 ９時〜20時
（上野東町プリンセスフジヤ西隣）
■20日（金）・21日（土）・22日（日）
鬼面ギャラリー展（上野相生町）
■21日（土）・22日（日）
鬼面展・蔵出し展（上野紺屋町・上野三之西町・上野徳居町）
グッズ販売（上野東町・上野紺屋町・上野徳居町）
じばさんまつり in いが（上野市駅前広場）
伊賀発 食品産業フェスタ（うえせん白鳳プラザ）

上野天神祭クラウドファンディング
皆様のご支援をお願いいたします！

ユネスコ無形文化遺産への登録と土日開催への変更により、来客数の大幅な増加が見込まれる今年、来場客の
安全を守るための警備や清掃に係る費用の増加が、避けられない問題となっています。そこで、記念すべき今年
の天神祭を過去最高に盛り上げ、祭に訪れた全ての人に安心して見物いただくために、クラウドファンディング
という新たな試みにより、皆さまのご支援を仰ぎたく思っています。
・期
間
・目標金額
・出 資 額
・Ｕ Ｒ Ｌ

2017年８月21日
（月）10：00 ～ 10月19日（木）23：00
100万円
3000円～ コースに合わせて、伊賀ブランドから選ばれた逸品や上野天神祭特別
観覧席など、様々なリターン品をご用意しています。
https://readyfor.jp/projects/tenjin
ご支援は上のURLより行うことが出来ます。ＱＲコードからもページへとぶことが出来ます。

「上野天神祭のダンジリ行事」ユネスコ無形文化遺産登録記念

伊賀市民祝賀花火大会

日
時 平成29年10月14日（土） 19：30 ～ 20：30
交通規制 18：00 ～ 21：00（大型車両は15：00から）
場
所 上野運動公園前服部川河川敷
※荒天の場合15日（日）に延期
上野商工会議所ニュース

2017.10.5｜3

会議所の動き
社会文化部会 特別セミナー『愛される職場・組織作り』開催
６月に開催しました講演会の第２弾として神戸大学
名誉教授 布川清司氏を講師に迎え「愛される職場・
組織作り」をテーマに講演会を開催し23名の方に聴講
いただきました。
日本人が普段からしていた日常倫理（挨拶をする、
感謝をする、親切にするなど）はいつ、どこの誰にも
正しいと考えられる人間のあり方（普遍倫理）ではな
いかということで、日常倫理が普遍倫理であると体得
できたなら、人は普段の自分の生き方にも自信が持て
るし、自分の生活が明るくなり、それは周囲の人にも
影響を与えてみんなを幸せにする原動力になるはず
（生成の倫理）で、愛される職場づくりはこの倫理の
上に成り立つのではないかとの事でした。
サザエさんの漫画に描かれた戦後日本人の日常倫理
異業種交流懇談会 『視察研修旅行』開催

を例に説明を受けながら、明るい職場作りやよりよい
人間関係作りについて一同熱心に受講しました。

布川教授の講議に聞き入る参加者

８月28日㈪

異業種交流懇談会（岡森久剛座長）の８月例会とし
て毎年恒例の視察研修旅行を実施致しました。今回は
13名が参加し、コクヨマーケティング株式会社名古屋
ライブオフィスを訪問致しました。同オフィスは、時
代の動きを捉えながら、ビジネスのあらゆる課題を解
決するオフィスをリアルに体感できるように、経営や
仕事の仕方にまつわるあらゆる問題を想定し、その答
えを導き出すための「働き方」や「オフィス空間の在

コクヨマーケティング㈱にて

８月25日㈮

り方」、「オフィスの使い方」を提案し、実際にコクヨ
社員が働く現場を見ながらソリューションを実感でき
るオフィスです。
スタッフの方による案内の下、実際にコクヨ社員が
働くオフィスを見学させていただき、オフィスのいた
るところに用意された「同期・共鳴」を実践するため
の仕掛けの数々をご説明いただきました。個の成長に
より、チームが強くなり、共鳴し合い、業務生産性が
向上。さらにワークライフバランスのとれた日々が生
まれる、ビジネスの新しい可能性を体感させていただ
きました。オフィスの空間の在り方や使い方、また働
き方について、参加者一同改めて見つめ直していく良
い機会となりました
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18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 059521-0527）までお問い合わせ下さい。

今なら、
純新規取扱分のみ
金庫事務取扱手数料無料
（平成30年3月30日迄）

業務部
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059−354−9971

工業部会 『新入社員及び若手社員研修会』開催
当所工業部会が主催する「新入社員及び若手社員研
修会」を開催し、会員事業所18社から58名の若手社員
にご参加いただきました。今回で14回目の開催となる
本研修会は、毎回講師を会員事業所の役員・従業員の
方にお務めいただいており、本年は㈱安永 人事総務
課人事グループの田中聡子様と、㈱ミヤケ 執行役員
の町野隆美様の御二人よりご講義をいただきました。
田中様からは、職場で若手社員に求められる仕事へ
取り組む姿勢についてお話しいただきました。「ビジ
ネスパーソンにふさわしい考え方は？」など参加者へ
の質問も交えながら、社会人としての意識改革の必要
性を丁寧に説明していただきました。
続いて町野様は、戦後の幾多の困難を乗り越えてき
た日本のものづくりの長所について述べられ、これか
らの時代の変化にも対応できるよう、ビジョンを持っ
て仕事に取り組んでもらいたいとお話しいただきまし
た。
研修の後半では、
「仕事中のコミュニケーションを
見直そう」をテーマにグループディスカッションを行
いました。職場の上司や同僚との意思疎通について
様々な視点から意見を出し合い、最後に課題解決のた

９月11日㈪
めにすべきことをグループごとに発表していただきま
した。参加者の皆様におかれましては、仕事に対する
目的意識を高め、また他社で働く同年代の方々と交流
を深めることのできる貴重な機会となったのではない
かと思います。

㈱ミヤケ

町野氏

㈱安永

田中氏

真剣にグループディスカッションする様子

女性会だより 女性会新入会員募集
〜出会いと学び〜女性会に入会しませんか？
当女性会では、会員相互の親睦と連携を密にして、
女性経営者の向上と商工業の振興を図り、社会福祉の
増進に寄与することを目的に64名が元気に活動してい
ます。
入会資格
上野商工会議所の会員事業所の方で以下の方

①女性経営者・代表者
②法人並びに団体所属の女性の方
③個人企業で経営に携わっている女性
年会費 ４, ０００円
問合せ先 上野商工会議所女性会
TEL 21-0527 FAX 24-3857

青年部だより ９月例会「今宵、ドローン学んで事業力UP」開催

９月13日㈬

ハイトピア伊賀にて42人の参加の中、９月例会「今
宵、ドローン学んで事業力ＵＰ」を開催しました。
三重県ドローン協会 山田義郎様をお招きし、ド
ローンをフライトする為の法律やモラル、ドローンの
現状や今後の展望を教えて頂きました。

ほとんどの参加者が実際にフライトしているドロー
ンを見たことがない中でのデモンストレーションに、
興奮させて頂きました。
今後、利用価値がますます上がっていくドローン。
各会員事業所においてご活用頂ければと思います。

ドローンの現状・今後の展望について講議を受ける様子

実際にドローンを飛ばす
上野商工会議所ニュース

2017.10.5｜5

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

消費税軽減税率制度等説明会の御案内

上野税務署主催（伊賀市役所・名張市役所共催）による事業者を対象とした消費税の軽減税率制度
等説明会を開催します。
説明会では、軽減税率制度の概要や制度対応に係る支援制度などをテーマとしておりますので、
是非、御参加ください。
とき・ところ					
①11月７日（火）14時30分から16時まで 名張市防災センター２階防災研修室（名張市鴻之台１番町２番地）
②11月８日（水）13時30分から15時まで 三重県伊賀庁舎７階大会議室（伊賀市四十九町2802）
③11月９日（木）10時から11時30分まで 三重県伊賀庁舎７階大会議室（伊賀市四十九町2802）
※①②③とも、同様の説明内容です。
問合せ先 上野税務署 法人課税部門 ☎0595-21-0950（内線61）
※お問合せいただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内に従って、
「２」を選択してください。

〜あなたの会社は大丈夫？〜

平成29年９月・10月は「無期転換ルール取組促進キャンペーン」期間です

有期労働契約が更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めの
ない労働契約（無期労働契約）に転換できる「無期転換ルール」が平成30年４月から本格的に開
始します。
三重労働局では、これに先立ち、平成29年９月１日から10月31日までを「無期転換ルール取組
促進キャンペーン」期間とし、労使に対して集中的な周知活動を実施します。
特に事業主の皆様に対して、説明会の開催や個別相談特別窓口の開設を行い、就業規則の整備
や労働者への周知など、制度に対する理解と対応への呼びかけを行っていきます。また、
契約社員・
パート・アルバイトなど、有期雇用で働いている労働者の皆様からの個別相談も随時受け付けます。
制度や説明会の詳細、個別相談に関しては、以下までお問い合わせください。
問合せ先 三重労働局 雇用環境・均等室 ☎059-226-2110

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 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）
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

生命共済利益配当金が確定致しました
◎平成28年度利益配当金額（期間：平成28年7月1日～平成29年6月30日）
保

険

年

齢

月 額 掛 金

配

15歳～ 60歳（男女同一）

１，
４８０円

５，
１２５円

61歳～ 65歳男性

２，
７３０円

１２，
７８２円

61歳～ 65歳女性

１，
８７１円

７，
４７７円

66歳～ 70歳男性

３，
７０８円

１８，
８２１円

66歳～ 70歳女性

２，
２７２円

９，
９５４円

※Ａコース

当

金

普通死亡保険金100万円当り

毎月の保険料の引き落としをさせていただいております貴指定口座に10月20日頃にお振込させ
ていただきます。
この生命共済制度は、会員事業所様のみご加入いただける制度です。今後共より多くの事業所
様でご愛顧下さいますようお願い申し上げます。

福祉共済キャンペーン
「商工会議所福祉制度」を会員事業所の福祉向上にお役立て頂くことを主な目的として、ア
クサ生命保険㈱と協力し、９月15日～ 11月30日まで「商工会議所福祉共済キャンペーン」を
実施しております。
「商工会議所福祉制度」は、経営者・役員の皆様の保障や、退職金準備他、入院・介護に備
えた様々な保障ニーズにお応えするものです。
商工会議所職員とアクサ生命保険㈱の担当社員がお伺いした際には、是非ご協力頂きますよ
うお願い申し上げます。

「みえ消防団応援の店」募集中！！
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月からスタートし、多くの店舗や事業所に
ご登録いただいています。
現在、本制度にご協力いただける店舗・事業所を募集しています。
制度の流れ

店舗登録のメリット

ステッカーの配布
申込書の提出

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

三重県消防協会のホームページで協賛店舗のご紹介！
！

社会貢献ができイメージアップ！
！

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
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伊賀連携フィールド2017年度
第５回「伊賀上野の武家屋敷」 ８月19日㈯
「伊賀上野の武家屋敷」要旨

菅原 洋一
上野には入交家、赤井家、成瀬家と三つの文化財
の武家屋敷がある。入交家は中でも主屋、長屋門、
表屋があって全体的な構成が整っている。入交家の
主屋は茅葺で、外観は農家と変わりがない。武士の
ルーツは兵農分離以前の土豪層であり、農家と武家
屋敷は近い存在なのである。屋敷の中に畑があるの
も農家と近い点で、自家用の蔬菜類を栽培するのが
武士の嗜みだった。しかし、入交家では、ここは桜
草、花菖蒲、牡丹などの園芸用地になっている。当
主は江戸などから花苗を取り寄せ、ここで育ててい
た。武家屋敷は格式張った面に目が行きがちだが、
花を楽しみ、武士町人を問わず、気の合う人との交
遊を楽しむ生活の場でもあった。長屋門と並ぶ町家
風の表屋も面白い。これは町人を置く借家と推測さ
れる。入交家がある相生町は武家屋敷と町家が混在
する町だった。この点は中之立町通りに面し、町家
と隣り合う赤井家も同様で、城内に立地した成瀬家

は別格だった。中堅の武士と町人は意外に近い存在
だったのである。
武家屋敷は、町家とともに上野の魅力をつくって
いる。長屋門の表構えの品格、塀越しの庭木の潤い、
武士の生活文化など、武家屋敷ならではの特色を、
上野の町づくりにも生かしていきたいものである。

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ください。
♦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。
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平成29年度 IGAMONO認定品と事業者が決定しました！
伊賀ブランド推進協議会では、19の優良な伊賀産品とそ
の生産等に携わる14の事業者を平成29年度伊賀ブランド
IGAMONOとして認定し、８月31日
（木）にハイトピア伊
賀にて伊賀ブランド認定証授与式を執り行いました。
平成29年度認定を受けた14事業者のうち、８事業者が初
めての認定、６事業者は平成28年度または平成27年度に引
き続いての認定となりました。

平成29年度伊賀ブランド認定品・認定事業者一覧
認定番号

認定事業者

認定品

3-001

伊賀流忍者餅

背黒

兵粮丸味

3-002

伊賀乃國忍者携帯食

3-003

霧隠才蔵

3-004

伊賀

3-005

伊賀忍者たまご

3-006

養肝漬たまり飴

3-007

くみひも

パイプホルダー・ストラップ

3-008

くみひも

ネックレス

3-009

あわてんぼうじびえ寿司

3-010

シャキシャキいなり

3-011

山田錦麹

3-012

毬・栗・パオン

3-013

手裏剣スコーン

3-014

木の芽

3-015

いちご大福

3-016

梟の城

3-017

吟醸ブラウニー

3-018

みその謹製

3-019

なんとこれはじゃがいもです

にん太の豚干し肉

純米生原酒

五右衛門

純米吟醸

いなほ味噌

豆腐田楽

伊賀名物

火遁メンチ

つばや菓子舗
辻 喜仁
株式会社 サンショク
代表取締役社長 松井 陽樹
株式会社 菊野商店
代表取締役 菊野 善久
株式会社 菊野商店
代表取締役 菊野 善久
株式会社 岡本養鶏場
代表取締役 岡本 和朗
養肝漬宮崎屋 株式会社
代表取締役社長 宮嵜 慶一
有限会社 平井兼蔵商店
代表取締役社長 平井 武央
有限会社 平井兼蔵商店
代表取締役社長 平井 武央
特定非営利活動法人 あわてんぼう
理事 松崎 壽和子
農事組合法人 あぐりぴあ伊賀
理事 井川 文人
農事組合法人 あぐりぴあ伊賀
理事 井川 文人
モモの手づくりパン工房
百本 留美
モモの手づくりパン工房
百本 留美
伊賀市上野飲食業組合
組合長 兼本 政一
株式会社 欣榮堂
代表取締役 町野 晃巳
株式会社 桔梗屋織居
代表取締役 中村 伊英
株式会社 桔梗屋織居
代表取締役 中村 伊英
有限会社 レストラン美園
代表取締役 福森 雅人
農事組合法人 百姓工房 伊賀の大地
代表理事 松森 芳子
上野商工会議所ニュース
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講座 ＆ イベント情報
誰にでもわかる・誰にでもできる

簿記教室のごあんない

小規模個人事業所の事業主並びに従業員（家族従業員を含む）を対象に実務簿記教室を開催いたします。
事業を営む上で、簿記は重要不可欠なものです。時代が変わっても、簿記の仕組みは変わりません。一度習得
すれば一生自分の財産となるものです。
是非、この機会に簿記を習得され、経営の合理化や税務申告等、企業発展の指針として活用されてみてはいか
がでしょうか。
◆日

時

◆場

所

◆講
師
◆受 講 料
◆定
員

10月31日（火） 11月１日
（水） 11月２日（木） 11月６日（月）
11月７日
（火） 計５日間
各日とも 午後７時～９時まで
上野商工会議所（ハイトピア伊賀３階）
税理士 安屋 敦史 先生
１名 2,000円（テキスト、資料代含む）
20名（申込み先着順にて締切）

◆申込締切 10月20日（金）
※受講者は電卓、筆記用具をご持参下さい。
◆主
催 上野商工会議所中小企業相談所 TEL 21-0527

FAX 24-3857

恋のHappy大作戦

婚活 in 伊賀

キャンドル作りとフルート演奏でクリスマス婚活パーティ
開催日時
開催場所

12月3日（日） 12：30〜20：00
メナード青山リゾート
三重県伊賀市霧生2356 TEL 0595‑54‑1326
参加資格 25歳〜 40歳くらいの方で伊賀市に関心を持つ
独身男女
募集人数 50名（男女各25名）※参加多数の場合は抽選を行います
会
費 男性 6,000円
女性 3,000円
集

合

上野商工会議所（ハイトピア伊賀３階）11：30
メナード青山 12：30

申込締切 11月10日（金）
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
お申込み・お問い合わせ
上野商工会議所総務課 TEL 0595‑21-0527

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

10月・・・ 4日・20日
11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
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当日の予定
ホテル受付→キャンドル作り→自己PRタイム
12：30

13：30

14：40

立食パーティー→音楽の夕べ→カップル誕生
解散

16：40

18：30

20：00

当日、開運メンタルアドバイザー吉田亜美先生
が、婚活についてのアドバイスをします。

食品工業部会

地元の魅力ある産品など、おいしい伊賀が集まりました！

第９回伊賀発･･･食品産業フェスタ開催！

上野商工会議所食品工業部会の会員企業が中心となり、地元で製造されている食品を伊賀市
民の方や、観光客・近隣の方々に幅広く紹介することを目的に、物産展を開催いたします。ぜ
ひお立ち寄り下さい！
開催日時 10月21日（土）～ 10月22日（日）の２日間
開催場所

21日（土）：午前10時～午後９時まで
うえせん白鳳プラザ（上野東町）

22日（日）
：午前９時～午後８時まで

出店事業者名 （農）あぐりぴあ伊賀、伊賀越（株）、エール工房de伊賀、
（一社）大山田農林業公社
中井酒造場、ブーランジェリー エ カフェ リエゾン、メナード青山リゾート
社会文化部会

「芭蕉とともに おくのほそ道佐藤隆良
（日本画家）
墨彩画五十展」

「芭蕉とともに おくのほそ道佐藤隆良（日本画家）墨彩画五十展」を、昨年度に続き開催
いたします。ぜひご来場下さい。
日時
会場

10月10日（火）～ 10月13日（金） 10時～ 17時まで
上野商工会議所 ３階ホール

工業部会

最終日は15時まで

『中堅社員研修会』の開催

「入社５年目以上」の中堅社員を対象に、リーダー・主任クラス者としての基本的な役割・
機能を再認識していただくとともに、リーダーシップの取り方、コミュニケーションスキル、
ピンチ、変化への対応能力等、業務遂行能力の強化と改善意識の高揚につなげていただくこと
を目指し、研修会を開催いたします。
日 時 11月22日（水）午後１時30分～午後４時30分
場 所 ゆめテクノ伊賀（伊賀市ゆめが丘1-3-3 TEL41-1061）三階 テクノホ－ル
対象者 入社５年目以上の中堅社員、リーダー・主任クラス者で、業務遂行能力の向上を期待
する社員
講

師

会

費

①㈱石井工作所 取締役社長 石井常夫様
②中外医薬生産㈱ 研究開発本部 開発室室長
無料

女性会

上野天神祭

山本伸一様

だんご茶屋開設

お祭りを見物した方々のお休み処として、みたらし団子とお茶で
一休みしていただくだんご茶屋を空き店舗を利用し、今年も開設し
ます。ぜひお立ち寄り下さい。
日時 10月20日（金）16時30分～ 20時 21日（土）10時～ 20時
場所

22日（日）９時～終了まで
上野東町プリンセスフジヤ西隣

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H29年８月末会員数

組織率

2,618件

1,469件（特別会員83件）

52.94%

上野商工会議所ニュース
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チケット好評発売中！

城下町バル

10月６日
（金）〜 10月15日（日）
チケット

６枚綴り

３,０００円

（チケットは現金とのお引換え、ならびに返金はいたして
おりません）

城下町エリアの25店舗でお得なオリジナルメニュー
を提供。様々なお店が参加しているので、この機会
にチケットを片手に気軽に食べ飲み歩き＆城下町探
訪を楽しんで下さい。
※各イベントの詳細は上野商工会議所ホームページ
またはチラシをご覧ください。
21 21

26

22

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
平成29年8月21日〜9月20日集計

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

マスカレード・ナイト
（集英社）

忍者はすごかった
（幻冬舎）

月たった２万円のふたりごはん
（幻冬舎）

九十歳。何がめでたい
（小学館）

破れかぶれの幸福
（青志社）
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今月のおすすめの１冊
『月たった２万円のふたりごはん』

奥田けい 著

幻冬舎 刊

定価1,000円＋税

９月、彗星のごとく現れたのが、このレシピ
本。眞子様のお相手、小室圭さんが購入された
ことで話題になり、あっという間にTSUTAYAラ
ンキング実用書部門第1位に輝きました！著者
の奥田けいさんは名張市出身の若きイラスト
レーター。主婦でもある彼女の、工夫を凝らし
た節約レシピと、イラストの技が見事に合体！
「１人あたり１日わずか333円」
「安い食材でも
大満足」
「たっぷり幸せを掴める
ごはん」と書いてあるように、奥
田さんは旦那さんの胃袋を掴みっ
ぱなしのようです。若い方からベ
テランの主婦層まで手に取ってく
ださっています。食欲の秋におす
すめしたい１冊です。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）
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月主な事務局行事
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・

29

月
５日〜６日・全商女連全国大会（北海道）
６日〜 日・城下町バル
７日〜９日・灯りの城下町
８日・食品工業部会物産展（コスモス祭）
・伊賀風土ＦＯＯＤ
日・交通運輸部会行政との懇談会
日・青年部例会
日・伊賀市民祝賀花火大会
日・伊賀税務連絡会議
日・青年部三役会・役員会
日〜 日・上野天神祭
・女性会だんご茶屋
日・東海ブロック青年部連合会会員総会・会長
会議
日・第 回青年部東海ブロック大会津大会
日〜 日・食品工業部会食品産業フェスタ
（うえせん白鳳プラザ）
日・三重県商工会議所女性会連合会総会
（鳥羽）
日〜 日・県連専務理事会議 先進地視察
（愛知・岐阜）

29

11

15 13

日・県連会頭会議（鈴鹿）

月
６日・小規模企業振興委員視察研修
７日〜８日・工業部会視察研修（愛知）
８日・青年部例会
日・記帳継続相談会
日・青年部三役会・役員会
・女性会第４回役員会
日・第１４７回日商簿記検定試験
日・工業部会中堅社員研修会
日・医療セミナー
日・第 回福祉住環境コーディネータ検定試験
日・県連専務理事会議
日〜 日・上野・名張地域ユーザ協会合同視察
会（出雲）
28 27 26 24 22 19

