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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

魚町しるし
魚町だんじり

紫鱗（しりん）

鮮魚の美称、魚町の表現。又の名を「庶尹允諧」という。諸々の役人が一堂に会して
調和すること。
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台風接近で中止、来年こそ

上野天神祭のダンジリ行事
ユネスコ無形文化遺産に登録され初めての上野天神祭のダンジリ行事でしたが、台風21号接近
に伴う雨で21日（土）足揃えの儀・宵山、22日
（日）神幸祭の鬼・だんじりの巡行は雨天のため中
止となりました。10月20日
（金）、21日
（土）
、22日
（日）の３日間の人出は18,000人。しかしながら、
21日は雨の中、通行止めとなった銀座通りでは傘をさした人々で賑わいました。22日は台風の影
響で、12時で通行規制が解除となりました。
雨の中、一部の町では、だんじり蔵の中でおはやし演奏をしたり、鬼面展や古い時代の祭礼用
具や写真などの展示が行われたり、スタンプラリーや物産展が開催され祭りを盛り上げました。

上野天神祭クラウドファンディング 〜たくさんの方のご支援ありがとうございました〜
８月21日から10月19日まで募集いたしました、上野天神祭のクラウドファンディング「三重
県・伊賀市が誇る400年の伝統"上野天神祭"を守りたい！」プロジェクトにご支援いただき誠
にありがとうございました。
お陰をもちまして、最終的な支援額は当初目標の1,000,000円に対し、122%の達成率となる
1,223,000円となりました。86人という多くの方にご支援頂きましたことを深く感謝を申し上げ
る次第でございます。
ご支援いただいた金額は、全て上野天神祭のダンジリ行事運営費用として大切に活用させて
いただきます。
今後も上野天神祭の振興と発展に取り組んで参りますので、なお一層のご指導とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

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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「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開催

10月14日
（土）、上野公園前服部川河川敷にて、空模様
を心配しながらの開催となりましたが、おはやし実演や
大線香花火大会のあと、「祝！ユネスコ無形文化遺産登
録」をテーマに、約1600発花火が打ち上げられました。
多くの皆様からご協賛、ご支援いただき、無事に花火
大会を開催することができました。本当にありがとうご
ざいました。

伊賀市民祝賀花火大会実行委員会

伊賀地域最大級の尺玉があがったフィナーレ

伊賀上野灯りの城下町・城下町バル開催
10月７日（土）～９日（月･祝）の３日間にわたり、「灯り
の城下町」イベントを実施しました。
今年で９回目を迎える本イベントは、市街地の商店会
や自治会等が一丸となり、当所観光部会が「伊賀上野灯
りの城下町」実施委員会事務局として開催しています。
初日の７日には「オープニングイベント」として、ハッ
ピーフレンズオーケストラによるコンサートや伊賀市議
オープニングイベント
会議長など来賓５名による点灯式、昨年のフォトコンテストの表彰式が行われ、８日には「街道
寄席」を開催しました。中町では上野天神祭のダンジリの提灯点灯とお囃子の生演奏を行い、一
足早く上野天神祭の雰囲気が楽しめる夜となりました。
３日間を通して実施された伊賀市文化都市協会主催の「灯りと華のプロムナードActionⅦ」では、
蓑虫庵や赤井家住宅など史跡７か所が灯りをモチーフにしたアートの数々で彩られました。ハイ
トピア伊賀壁面にプロジェクションマッピングが行われ
るなど、普段とは異なる夜の城下町となりました。
また、
昨年に引き続き「灯りの城下町」の開催に合わせ、
10月６日
（金）～ 15日（日）の10日間にわたり、市街地の飲
食店巡りをお楽しみいただくイベント「城下町バル」を
実施しました。５回目の開催となった今回は25店舗の飲
食店より限定メニューをご提供いただき、多くの方に街
城下町バルツアー

幽玄な「栄楽館」の様子

中での食べ歩きをお楽しみいただくことができました。

「ハイトピア伊賀」壁面プロジェクションマッピング
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会議所の動き
食品工業部会 『ひじきコスモス祭り』にて物産市に参加
『ひじきコスモス祭り』で、食品工業部会が物産市
に出店致しました。今年は、養肝漬宮崎屋㈱、わらし
べ伊賀上野店、㈱欣榮堂の３社にご参加いただきまし
た。
今年度も会場は比自岐小学校での開催となりまし
た。当日は晴天で、さわやかな気候となり、物産市ブー
スには多くのお客様が詰めかけて下さいました。出店
された事業所様からは養肝漬、たまりしょうゆアイス、
たまり飴、たいやき、栗大福、草もち等、各社自慢の
商品をご用意いただき、地場物産のPRを図ることが
できました。

社会文化部会 『芭蕉とともに

今年も好評！ 食品工業部会物産市

おくのほそ道・墨彩画展』開催 10月10日㈫〜10月13日㈮

昨年に続いて２回目の「芭蕉とともに おくのほそ
道・墨彩画展」を芭蕉祭の日を挟んで10月10日から13

じっくり鑑賞する来場者

日までハイトピア３階で開催、作品も昨年とほぼ同
じで期間は４日間の短期間ながら、177名の方々にご
来場を賜り好評を博したと自画自賛でしたが、新聞・
ケーブルテレビ等で報道して頂いたお陰もあり、感謝
をしなければならないところもありましたが嬉しくも
ありました。
初日は佐藤隆良画伯ご本人が来駕され、「奥の細道」
に描かれた場所を実際に訪れ、構想を練り、作画時は
般若心経を唱える心境の如く一心不乱・一筆入魂を以
て挑んだとお聞きし、感銘いたしました。
世界に誇る俳句という芸術文化を脈々と今に伝え
「温故知新」を改めて思い起こし、市民の方々と遠く
から足を運ばれた方（埼玉県坂戸市）にも感激を与え
たのではないかと、片付けの了った会場を眺めて悦に
入った次第です。 社会文化部会 部会長 中田洋二

食品工業部会 『第９回伊賀発･･･食品産業フェスタ』開催
『第９回伊賀発･･･食品産業フェスタ』が、食品工業
部会の主催で開催いたしました。
今年度は、
「上野天神祭りのダンジリ行事」の開催
時期に合わせ、場所も中心市街地の「うえせん白鳳プ
ラザ」での実施となりました。
会場には「地元を拠点にお漬物、つくだに、寿司、
パン・シフォンケーキ、お酒などを製造されている計
７事業所にご参加いただき、来場されたお客様へ各社
自慢の商品をPRしていただきました。あいにくの雨
模様となり、22日は台風の接近の為中止となりました
が、家族連れの方や遠方よりお越しの観光客の皆様に
も足を止めていただき、伊賀の食品の魅力を広めるこ
とができました。
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10月8日㈰

10月21日㈯〜10月22日㈰

伊賀の食品の魅力をPR

女性会だより 第49回日本商工会議所女性会連合会北海道全国大会に参加
日本商工会議所女性会連合会北海道全国大会が札幌
市の「北海道立総合体育センター（北海きたえーる）」
で開催されました。
今大会のテーマは、
「恵みの大地 北海道へようこ
そ つなげよう 広げよう 心の輪」で、全国318の
商工会議所女性会（部）より、2,702名の多数の参加が
あり、上野会からも11名参加いたしました。
６日にはまず懇親会が３ホテル５会場にて行われ、
平岸天神の迫力ある踊りや縄文太鼓の演奏、三味線研
究会の夢弦座を拝見し、楽しいひとときを過ごし、他
会の女性会
（部）
の皆様とも親睦が図れました。
７日には記念式典・記念講演会が行われ、たくさん
の来賓の方にご出席いただき、盛大に開催されました。
２日間を通し、
有意義な大会を過ごす事が出来ました。

10月6日㈮〜10月7日㈯

ご参加された会員の皆様お疲れ様でした。
上野商工会議所女性会 会長

森西博美

北海道全国大会参加の皆さん

だんご茶屋開設 10月20日㈮〜10月22日㈰

雨の中でも元気に開設「だんご茶屋」

今年も恒例の上野天神祭にだんご茶屋を開設致しま
した。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こうと始めたおも
てなしで、約15年継続し、女性会全国大会でもこの活
動に対して５年前に会長特別賞をいただきました。
20日と21日は天候の悪い中だんご茶屋を開設し、会
員団結してそれぞれの持ち場を守り協力し合いながら
活気のある楽しい２日間を経験致しました。
今年はあいにく22日が台風の為、お祭り自体が中止
となり、残念ではございましたが、お買い上げ下さっ
た皆様、お手伝いいただいた会員の皆様ありがとうご
ざいました。上野商工会議所女性会 会長 森西博美

青年部だより 10月例会「年齢別チーム対抗バトル！！ ～アナタの事が知りたいの♪～」開催
ハイトピア伊賀にて10月例会「年齢別チーム対抗バ
トル！
！ ～アナタの事が知りたいの♪～」を開催しま
した。
本例会は入会２年未満の新入会員を中心に作り上げ
たもので、会員を題材にした即興クイズや、おもしろ
ラケットを用いての卓球にて対抗戦を行いました。
本例会が成功裏に終わったことは新入会員の自信に
繋がったと共に、先輩会員の指導や例会参加者の真摯
な姿勢は、新入会員にとって今後の活動の指針となり
ました。
また、競技を通じて既知のメンバーの意外な一面を
知り、メンバー同士のより強い結束を図る良い機会と
なりました。

10月11日㈬

「おもしろラケット卓球」で対抗戦
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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
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務
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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12月5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

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

開催日時
場
所
対
象
定
員
相談内容

毎月第１水曜日
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

平成29年分 年末調整等説明会

上野税務署

年末調整等の具体的な事務手続などについて、下記の日程で説明会を開催しますのでご案内申し上げます。
なお、
ご出席の場合には、
「年末調整のしかた」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
をお持ちください。
また、開催会場の収容人員の都合により、地域ごとに開催日時等を指定させていただきましたが、ご都合の悪
い場合は、他の日時等や他の税務署が開催する会場にもご出席いただけます。
対

象

者

開

催

日

時

開

催

場

所

伊賀市の方のうち郵便番号が〒518-0000
から〒518-0227及び前３桁が〒519の方

11月16日（木）13 ：30〜15 ：30

三重県伊賀庁舎 ７階大会議室
（伊賀市四十九町2802）

伊賀市の方のうち郵便番号が〒518-0801
から〒518-1429の方

11月17日（金）10 ：00〜12 ：00

三重県伊賀庁舎 ７階大会議室
（伊賀市四十九町2802）

名張市の方

11月20日（月）13 ：30〜15 ：30

名張市防災センター ２階研修室
（名張市鴻之台１番町２番地）

年末調整説明会については、上野税務署（TEL0595-21-0950）までお問い合わせください。

青色申告決算等説明会のご案内
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日時
場所

平成29年11月14日㈫ 13：30〜15：30
ハイトピア伊賀 ３階ホール

11 月は
「労働保険適用強化月間」
です

労働保険の加入手続きはお済みですか ?
労働保険（労災保険と雇用保険）
は、政府が管理・運営している強制的な保険であり、農林

水産業の一部を除き労働者を一人でも雇用している場合、事業主又は労働者の意思にかか
わりなく、必ず加入することが法律で定められています。

労働保険
労災保険

雇用保険

事業上の事由又は通勤による労働者の不詳、疾病、障害
労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、失業した
又は死亡などに対して、迅速かつ公正な保護をするため、 際、再就職の促進をするための能力の開発・向上等の
必要な給付を行うことなどを目的とした制度。
各種援助を行う等を目的とした制度。

労働保険事務組合

ご存じですか？

安価な手数料で煩雑な労働保険事務を代行します
当所労働保険事務組合 ☎21-0527 伊賀労働基準監督署 ☎21-0803 伊賀公共職業安定所 ☎21-3221

外国人材の活用をお考えの企業の皆様へ

外国人留学生雇用セミナー

外国人留学生の採用を検討している企業向け
のセミナーを開催し、外国人留学生を雇用
するための情報等を提供します。

日時 平成29年11月27日（月）
13：30〜15：30
会場 ハローワーク津
定員 100名
主催・お問合せ先

２階会議室

内容

▪外国人留学生の雇用の状況
▪大学における外国人留学生の就職
状況と就職活動について
▪外国人材（留学生）
の採用と活用に
ついて ー外国人留学生採用企業ー
▪在留資格の変更手続き及び審査に
ー名古屋入国管理局ー
ついて

三重労働局 職業安定部訓練室
〒514-8524 津市島崎町327-2 津第２地方合同庁舎
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ ☎059-261-2941

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

059−354−9971

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
2017年度後期市民講座 第１回「忍術書に記される道具」 10月７日㈯
「忍術書に記される道具」要旨
三重大学人文学部教授 山田 雄司
『万川集海』には、忍びが用いる道具すなわち忍
器として、登器、水器、開器、火器に分類して、さ
まざまな道具について絵とともにその製作法などが
記されているが、この他にもさまざまな道具があっ
た。本講演ではそのうち水器に着目した。
一般的に水蜘蛛は足に履いて水の上を歩く道具だ
と思われているが、それは藤田西湖によって水蜘蛛
の中心の板に鼻緒が描き加えらて以降、そのように
解釈されるようになったもので、実際には腰の周り
に浮き輪のように使用したと考えられる。そして、
そのときには水掻きを用い、合わせて浮き具を身に
つけていた可能性を指摘した。その様子は大森正富
著・歌川国芳画『武道芸術秘伝図会 砲術・士筒之
部』などに見られる道具から類推した。
また、潜水のための道具もあり、『水鏡』には、
刀の小尻に小さな穴をあけ、鯉口をくわえて息をす
ることが書かれていたり、中島篤巳氏が紹介した「息

袋」（『窃盗之秘書』）には皮で作った息袋を口にく
わえて、鼻にも管を入れるように記されているが、
どちらもこのまま用いるのは困難で、さらなる道具
と熟練が必要だと思われる。忍びが実際に水練をし
ている史料や、熟達した忍術使いが名古屋城の濠に
潜っている史料があることからも、忍びにとって水
術は身につけておかねばならない術の一つだった。

㊗ダンジリ行事「ユネスコ無形文化遺産」登録

だんじりto伊賀市の蔵元コラボ「伊賀市の蔵元はダンジリ行事を応援します」
上野天神祭のダンジリ行事（国指定重要無形民俗文化財）を含む国内18都道府県33件の伝統的な祭り『山・鉾・
屋台行事』が「ユネスコ無形文化遺産」に登録されました。
市民あげてのお祝い事業も準備される中、上野天神祭に市民が誇りを感じ継承していけるようにダンジリ行事
の応援事業として取り組んでいます。
今回、伊賀酒の関係者より「楼車巡行を活かした地域活性化」として発案があり、伊賀市中心市街地活性化協
議会・伊賀市7軒の蔵元・３軒卸問屋で企画、協議を行い実現となりました。
ダンジリを活かした地域活性化事業として「伊賀の酒」に９基のダンジリラベルを貼って販売し、伊賀酒の
美味しさを味わって頂き、伊賀市内はもとより市外からの来訪者に対し積極的な上野天神祭のPRに努めるため、
発売開始日を上野天神祭の初日に設定し、伊賀市中心地からの発信を行いました。
伊賀市７軒の蔵元によるダンジリ９基のラベル決定は10月３日に行い、本年度は中井酒造場と、㈴森喜酒造場
が２基を担当、各々の蔵元が厳選した伊賀の酒は容量300ｍlを600円（税抜）で10月20日㈮から伊賀市中心市街地
とその近隣地域で販売を開始しました。
また、単品売りの他に本年のダンジリ巡行順（一番～三番・四番～六番・七
番～九番）などの３本箱入り1,900円
（税抜）の特別セットも販売しております
ので贈答用としてお買い求めいただけます。蔵元㈱大田酒造の大田勲社長は、
「これを機にお酒好きの方々にはダンジリ９基を知って頂き、観光に来られた
方々には伊賀の７つの蔵元を知って頂きたい。」と思いを語っておられました。
商品は年間を通じて販売しておりますのでご利用下さい。
収益の一部をユネスコ登録遺産としてダンジリ行事が健全に継続していくよう「上野文化美術保存会」に寄付
致します。伊賀市中心市街地活性化協議会では地域活性化事業を応援・支援して参りますので、ご提案下さい。
お問い合わせ：伊賀市中心市街地活性化協議会事務局 TEL 050-5204-2828
8｜上野商工会議所ニュース 2017.11.5

特定退職金共済制度

共済契約者（事業主）様

特定退職金共済制度におけるマイナンバー対応のお知らせ
日頃より上野商工会議所の特定退職金共済制度をご愛顧いただきありがとうございます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法/マイナ
ンバー法）の施行に伴い、平成28年１月から個人番号（マイナンバー）の利用が開始されてお
ります。
ご利用いただいている特定退職金共済制度におきまして、共済契約者（事業主）様にてご対
応いただく内容につきましてはご案内済ですが、今般、その取扱を以下のとおり変更させてい
ただきますので、よろしくお願いいたします。
＜変更点＞
本制度における個人番号（マイナンバー）の記載されている各種請求書類については、
従来、
「共済制度推進員は、専用封筒に封をした状態でお渡しいただく場合には取次も行うことがで
きるとしておりましたが、今後は、「共済制度推進員が取り次ぎを行わずに上野商工会議所宛
てに直接、提出いただく」ことといたしました。
ご不便をお掛けする場合もあるかと存じますが、何卒、ご協力を賜りますようよろしくお願
いいたします。
問い合わせ先 本件に関するお問い合わせ先は以下の通りです。
上野商工会議所 総務課 電話 0595-21-0527 FAX 0595-24-3857

第９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。
９回目となる今回は、“伊賀の酒” をテーマにしました。伊賀市にある７つの酒蔵紹介や酒
米農家さんのお話などを掲載しております。また利酒師による伊賀酒談義など、
お酒のことを知らなくても楽しめる内容となっております。
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

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

三重県伊賀市小田町743-2

上野商工会議所ニュース
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商工会議所からのお知らせ

18上野商工会議所新年賀詞交歓会
市内各界の皆様が一堂に会する年賀の場です。会員の皆様どなた様もご参加して
いただけます。詳細・申込みは折込チラシをご覧ください。
日

時

平成30年１月５日（金）
（受付）午前10時〜
（開会）午前11時〜

会

場

上野フレックスホテル
伊賀市平野中川原

会

費

午後12時30分終了予定

１名

２階オークホール

TEL 21−3111

5,000円

申込締切

12月８日（金）までに、会費を添えて、又はお振込みいただきお申し込みください。
名簿を作成しますので締切日厳守でお願いします。

申込･問合せ先

上野商工会議所総務課

上野商工会議所

TEL 21−0527

会員の動き
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FAX 24−3857

商工業者数

H29年９月末会員数

組織率

2,618件

1,468件（特別会員83件）

52.90%

口座振替は12月11日（月）です

商工会議所会費

平成29年度後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、11月中旬に「会費口座振替」
のお知らせを送付させていただき、12月11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、12月11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。

第13回伊賀学検定実施
伊賀をもっと知りたい

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）

知らなかった伊賀の魅力を再発見！！！
あなたも楽しくチャレンジしてみませんか？

伊賀の知識を仕事にいかしたい

伊賀を多くの人に自慢したい

中級は第１回〜12回検定の初級に合格された方、上級は第２回〜12回検定の中級に合格された方に限ります。
この検定で、伊賀に住む市民に伊賀の歴史や文化が伝承され、観光客の “おもてなし” の一助になればと願っ
ております。詳細は次号で掲載します。

★実施日

平成30年２月18日
（日）

社会文化部会経済セミナー

社会文化部会医療セミナー

日本経済新聞の第一線の
経済ジャーナリストが解説します！！

社会文化部会では岡波病院及び各科医療機関の医師の方の
ご協力を得て年３〜４回医療講演会（セミナー）を開催！

政界の動向と地方経済の展望

第３回講演

日

時

平成29年11月13日（月） 13：30〜15：00

場

所

上野商工会議所ホール（ハイトピア伊賀３階）

講

師

日本経済新聞社名古屋支社
編集部長

発田

真人

氏

参加費

無料

主

上野商工会議所社会文化部会

催

申込・問合せ

上野商工会議所
TEL 21-0527 FAX 24-3857

インフルエンザ・ノロウィルスについて
〜症状と潜伏期間、正しい予防方法〜

日
場
講

時 平成29年11月24日（金） 14：00〜15：30
所 上野商工会議所ホール（ハイトピア伊賀３階）
師 （社医）畿内会岡波総合病院
感染管理認定看護師

村田

幸

氏

◯質疑応答の時間を設定しています。
主 催 上野商工会議所社会文化部会
申込・問合せ 上野商工会議所
TEL 21-0527 FAX 24-3857

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

11月・・・ 1日・17日
12月・・・ 6日・15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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平成29年度会員募集キャンペーン

平成30年３月まで

新会員をご紹介ください！

上野商工会議所は、地域産業の振興と中小企業の経営支援に取り組んでおり、地域経済の基盤整備と発展のた
めには、さらなる組織力の強化が必要となります。
皆様方のお取引先やお知り合いに、まだ加入されていない事業所様がいらっしゃいましたら、是非ご紹介を賜
りますようご協力の程よろしくお願い申し上げます。
【年会費】
個人 9,000 円から 法人 12,000 円から
～会員メリット～
・困ったときに経営相談を受けられます。
・金融・税務・労務あらゆる経営に関する相談に無料で応じます。
・会社のセミナー・イベントなどで貸し会議室・ホール使用の場合は会員価格でご利用いただけます。
・労働保険事務の委託をお受けします。
・交流の場が広がり、ビジネスチャンスが生まれます！
問合せ先 総務課 TEL 21-0527
26 24 24 22 21 20 19
25

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
平成29年9月21日〜10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
（東野圭吾・集英社・1,650円＋税）

月たった２万円のふたりごはん
（奥田けい・幻冬舎・1,000円＋税）

おんな城主直虎 完結編
（森下佳子 NHKドラマ制作班・NHK出版・1,100円＋税）

九十歳。何がめでたい
（佐藤愛子・小学館・1,200円＋税）

陸王
（池井戸潤・集英社・1,700円＋税）
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今月のおすすめの１冊
栗田勇 著

『芭蕉』上・下巻

祥伝社 刊

定価 上・下巻各4,500円＋税

上野公園内芭蕉記念館で、第71回芭蕉祭特別展『芭
蕉顕彰』として、芭蕉生涯の作品が年代を追って展示
されています。
（平成29年12月27日まで）
展示が始まるまさにそのタイミングで、栗田勇氏
（1929年生まれ）の『芭蕉』上下巻が出揃いました。
一遍上人や良寛、一休など、日本人の心の拠り所を
さぐる作品を多数発表してきた著者が、執筆に10年
をかけた大作が、この『芭蕉』です。
芭蕉の句は、なぜここまで日本人の心に響くのか。
芭蕉の旅の生涯、
精神性の深奥と創作の裏側をたどり、
芭蕉がかけた思いのたけを探っていく。
上巻は、藤堂家に仕えた伊賀上野の少年時代から、
「野ざらし紀行」
「笈の小文」までを。下巻は、
「おく
の細道」の全貌と総論を。
いやもうほんとにずっしりとした本です。
読書の秋、
チャレンジしてみてくださいね！
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

月主な事務局行事

39

15 13 12 11 10

・

43

月
１日・中小簿記教室（２日、６日、７日）
５日・三重県総合防災訓練
６日・正副会頭会議
７日～８日・工業部会視察研修
８日・青年部例会
９日・日銀経済講演会（名張ＣＣＩ）
日・三重大古文書講座
日・三重大市民講座
日・伊賀風土ＦＯＯＤ
日・社会文化部会主催経済セミナー
日・青年部三役会
・女性会第４回役員会
日・第１４７回日商簿記検定試験
日・サービス部会視察研修
日・青年部ＯＢ会総会
日・工業部会主催中堅社員研修会
日・医療セミナー
日～ 日・上野・名張地域ユーザ協会視察研修
日・ 第 回福祉住環境コーディネーター検定試験

23

27

・伊賀上野シティマラソン
日・県連専務理事会議

月
３日・第 回カラーコーディネーター検定試験
４日・正副会頭会議
５日・日本政策金融公庫一日公庫
６日・金融理財部会工場見学・懇親会
７日・常議員会議
９日・海の幸山の幸物産まつり２０１７
日・県連専務理事会議
日・青年部例会
12

17 13 11

日・第 回環境社会（ｅｃｏ）検定
・そろばんコンクール

日・青年部三役会・役員会

日・仕事納め

28 20

