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商工会議所は経営者の皆さんを
全力でサポートします！
経営支援

人材確保・育成

交流・出会いの向上

共済・保険・福利厚生

小売・サービス支援

情報発信・貸会議室

◆ 経営上の悩み事について相談したい！
◦各分野の専門家を招いた相談会を定期的に実施しています。（弁護士

税理士

中小企業診断士

など）
◦行政からの補助金や助成金の申請方法については、経営指導員が一緒になって（伴走型)支援し
ます。

◆ 金融の斡旋を受けたい！
事業に必要な運転資金や設備資金、創業資金などのご相談に応じ、小規模事業者経営改善資金（マ
ル経融資）や、国や県の低金利融資制度を斡旋します。

◆ 記帳や確定申告の方法を知りたい！
記帳をする時間がなかなかとれないという個人事業主に代わって帳簿をつけ、さらに決算・申告
までお手伝いします。また税理士から決算・確定申告書の作成について記帳の指導が受けられます。

◆ 海外取引を行いたい！
貿易に関する証明（原産地証明・インボイス証明・サイン証明）など、必要な各種証明書の発行
を行っています。

◆ 人材を確保したい！
若者が地域へ就労するための支援として、就職セミ
ナーの開催や企業ガイドブックの発行、インターン
シップ受入事業を行っています。

2019年度版企業ガイドブック掲載企業募集
地元企業のPRと求人情報の提供による優
秀な人材確保のため発刊しています。
詳細はお問い合わせください。
募集締切

12月12日（金）

◆ 労働保険の手続きの方法を知りたい！（会員限定）
雇用に関する届出・労働保険料の納付などの事務代行サービスを行っています。
※事務手数料が必要です。
2｜上野商工会議所ニュース 2017.12.5

◆ 従業員の人材育成を図りたい！
◦中堅社員セミナーや新入社員セミナーを実施してい

２級簿記検定試験対策講座開催！
第148回簿記検定（２月25日）２級受験
対策講座を開催します。

ます。

※詳細は折込チラシをご覧ください

◦ビジネスに必要な検定試験を実施

簿記検定やリテールマーケティング検定など社会人として活躍できる必要な資格やキャリアを
身に付けることができます。

◆ 従業員の福利厚生を充実させたい！（会員限定）
生命共済

割安な掛金で病気・災害・がんによる入退院死亡まで幅広く保証する共済

特定退職金制度

従業員の退職金の準備にご利用いただけます。

定期健康診断の実施

毎年２回（９月・２月）定期健康診断

生活習慣病健診を２月に実施します。

を実施しています。

※詳細は折込チラシをご覧ください

◆ 商工会議所団体割引で保険など割安加入（会員限定）
ビジネス総合保険
休業補償プラン

賠償・事業休業・財物損壊リスクを総合的に補償
休業中の生活の保障に

業務災害補償プラン
中小企業PL保険

労災リスクに対する企業防衛に

PL事故の高額な損害賠償に

情報漏えい賠償責任保険

パンフレットご希望の方は送付します。
お気軽にお問い合わせ下さい。

情報漏えいに備えるために

◆ 貸会議室やホールを利用したい！（会員優遇）
ホールや会議室を安価な会員価格で利用できます。セミナーや会議はもちろん展示会・面接会場
にお使いいただけます。

◆ 会社・お店のＰＲができます！（会員限定）
◦会報紙無料PRページ「会員広場」をご利用ください。(掲載無料)
◦「広告チラシ」会報同封サービス
郵送料や手間が省け市内会員事業所に案内できます！
（B5・A4

20,000円、B4・A3

30,000円

2000部）

◆ 交流・出会いの向上
９つの業種別部会のいづれかに所属し、業界の情報収集や先進地への視察研修を行っています。
部会活動にご参加ください！
（商業・工業・食品工業・建設業・金融理財・交通運輸・サービス・社会文化・観光）
◦異業種交流会・出会いの場を活用し、ビジネス交流を図る事ができます
◦同業者での業種間交流で事業の課題解決や問題提起をする事ができます。
上野商工会議所ニュース
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会議所の動き
平成29年度三重県・伊賀市・紀北町総合防災訓練に参加 11月５日㈰
伊賀市霊峰中学校・西柘植小学校にて、伊賀地域で
直下型地震が起こりその２日後南海トラフ地震発生の
想定のもと、三重県総合防災訓練が実施されました。
約90団体、1,700名が参加し、上野商工会議所と伊賀
市商工会は、パネル展示「災害時協力事業所と協力内
容」と、
「防災のしおり」を配布しました。
災害時協力事業所募集につきましては、伊賀市商工
会と共同で実施しており、今回153の会員事業所様に
ご登録いただきました。
災害は予期せぬ時に起こります。復興支援には地域
のみんなで助け合う事が重要です。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。

災害時協力事業所一覧展示

工業部会 「三菱自動車工業㈱岡崎製作所」
「メッセナゴヤ2017」を視察見学
工業部会は去る11月７日～８日の一泊二日にて、11
名の参加により視察研修旅行を開催し、
「三菱自動車
工業㈱岡崎製作所」
「メッセナゴヤ2017」を見学させ
ていただきました。

「メッセナゴヤ2017」にて

社会文化部会 経済セミナー開催

１日目に訪問した「三菱自動車工業㈱岡崎製作所」
様は同社の国内主要生産拠点の一つで、RVRやアウ
トランダー等の車種が生産されており、その９割以上
が海外向けに輸出される製品ということでした。プレ
ス・溶接・塗装・組立・検査の各工程を見学させてい
ただき、最新のロボット設備や多数の労働者の手によ
りスムーズかつきめ細やかに生産が進められる様子に
ついて、担当者の方から詳しくご説明いただきました。
翌日は、ポートメッセなごやで開催されました異業
種交流展示会「メッセナゴヤ2017」会場を視察しまし
た。1,400社以上の企業が出展する大規模な展示会で、
業種別ではなく出展企業がウリとする提案事項（環境
配慮、コスト低減など）によって展示スペースが区画
されている所が特徴的でした。
全国屈指の工業集積地である愛知県において、もの
づくりの現場の最先端に触れることができた二日間と
なり、大変有意義な視察研修となりました。

11月13日㈪

先の衆議院選挙での自民党圧勝を受け、
「政界の動
向と地方経済の展望」と題して、日本経済新聞社名古
屋支社の編集部長発田真人氏を講師にお迎えし、田山
会頭及び中井副会頭にも出席して頂いて、経済セミ
ナーを開催しました。
日経平均株価の23,000円台、外国為替相場も110円
台の円安基調、ニューヨークダウの23,000ドル台（い
づれも10月末現在）と、現在のマーケット環境はいつ
まで続くのか、特に日本の株高傾向には ①企業業績
②世界景気 ③アベノミクスと言われる金融緩和が
３つの追い風として挙げられる。
ただ、この株価・円安の懸念材料として、対外的に
は中国の経済政策の一環とした一帯一路計画、AIIB
の行方、米国のTPP脱退、トランプ大統領が唱える米
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11月７日㈫・８日㈬

国第一政策とロシア疑惑、北朝鮮問題等であり、国内
的には日銀によるマイナス金利政策の継続、国債バブ
ル、消費増税使途の変更に伴う基礎的財政収支の先送
りに因る財政赤字の存在等です。
日銀の地域経済報告（７月〜10月）に依れば、東海
地域は他の８地域に比べ緩やかに拡大から拡大になっ
ているが、これは愛知県の自動車産業が主因だろうと
の見方です。
これからは生産年齢人口の減少対策として、成長分
野への人材投入が大きなカギを握っているとの事でし
た。
講聴者の方々の殆どが企業経営者の方で、これから
の自社の経営に大いに参考になったのではないでしょ
うか。
文責 社会文化部会長 中田洋二

サービス部会 視察研修

11月20日㈪

サービス部会では参加者29名で視察研修を行い、丹
後半島方面を訪れました。
紅葉が燃える様に美しい山々を越えると、日本海の
絶景や天橋立を車中より見学しました。懇親会の昼食
は、
11月に解禁になったカニ料理を心ゆくまで堪能し、
それぞれの事業の情報交換の場として親睦も深めてい
ただきました。
その後研修として、宮津市内にある重要文化財で、
江戸時代に酒造業・廻船業・糸問屋等で栄えた商家の
「旧三上家住宅」
を見学しました。外観は美しい白壁で、
座敷等は非常に質の高い贅を尽くしたものとなってお
り、酒造の為の施設や、徹底した防火構造、各棟には

「旧三上家住宅」にて

床・床脇・書院を設けた質の高い座敷や、屋敷に宿泊
した皇族や幕府の重臣の目を楽しませた庭園など、丁
寧にご説明をいただいたことにより、宮津城下屈指の
商家であった三上家の往時の繁栄を偲ぶことができま
した。
今回の視察研修では、参加者一同見聞を深めること
ができ、有意義な一日を過ごすことができました。

新市会議員との懇談会 11月20日㈪
伊賀市議会議長および新人議員（５名出席）をお招
きし、会頭、副会頭、各部会長と「伊賀市中心市街地
のにぎわいの創出について」をテーマに懇談会を開催
しました。
当日は、伊賀市産業振興部と
（一社）
伊賀上野観光協
会も参加していただき、大人数（21名）での懇談会と
なりました。
冒頭に田山会頭からこれまでの経緯を踏まえ、伊賀
工業部会 『中堅社員研修会』開催

市南庁舎跡地の利活用等について、商工会議所からの
要望等をお伝えし、意見交換を行いました。
初めての試みでしたが、議員の皆様からも観光や食、
文化、道路など幅広いご意見や地域に対する熱い思い
をお聞かせいただき、大変有意義な懇談会となりまし
た。
今後も行政、議会、他団体と協働し、活力あるまち
づくりを進めるよう努力してまいります。

11月22日㈬

工業部会の主催により、
「中堅社員研修会」を開催
致しました。会員事業所15社から33名の中堅社員が参
加しました。
本年は、㈱石井工作所 取締役社長の石井常夫様と、
中外医薬生産㈱ 研究開発本部開発室室長の山本伸一
様のお二人に講師をお引き受けいただきました。まず
石井様からは、会社の方針を十分に把握した上で自分
らしさをプラスしていくべき、など仕事に取り組む心
構えについてお話しいただきました。続いて山本様か
らは、中堅社員が仕事において養うべき３つの目（全
体を把握する「鳥の目」、詳細を見る「虫の目」、流れ
を見極める「魚の目」
）の話を中心にご講演いただき
ました。

㈱石井工作所

石井常夫様

研修の後半は、「部下・後輩とのコミュニケーショ
ンを見つめ直そう」をテーマにグループディスカッ
ションを行いました。各人が職場で抱える課題につい
て参加者同士で共有し、最後にその改善策についてグ
ループごとに発表していただきました。今回の研修会
が、中堅社員としての意識を高めてもらう上で貴重な
機会となり、また他業種の方々と交流できる良い機会
となったのではないかと思います。

伊賀上野城の高石垣が陸自の伐採作業でさっぱり美しく蘇る
平成29年11月初旬に陸上自衛隊第33普通科連隊の隊
員約50人により雑木の伐採作業が行われた。当所が事
務局を担当する伊賀防衛協会からも慰労会開催にあ
たって協力をさせていただきました。
（作業は市が３
年に一度自衛隊に依頼している。
）写真は命綱をつけ
て作業をしているところです。
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会議所の動き
女性会だより 平成29年度三重県商工会議所女性会連合会総会に参加
「平成29年度三重県商工会議所女性会連合会総会」
が鳥羽会さんの担当で行われました。
当日は、来賓として参加の渡辺専務理事をはじめ、
11名の会員が参加致しました。総会の後の講演会は、
万協製薬株式会社の代表取締役社長である松浦信男氏
による「次世代への経営展望」を拝聴し、懇親会では
各単会の皆さんとも話に花が咲き、有意義な時間を過
ごすことができました。
ご参加された会員の皆様お疲れ様でした。次回は来
年亀山で開催予定です。皆さん今からマークしておい

10月24日㈫

てくださいね。よろしくお願い致します。
上野商工会議所女性会 会長

県女連総会に参加のみなさん

青年部だより 11月例会「金融のプロだけが知っている～融資のコツと法則～」開催
ハイトピア伊賀にて㈱日本政策金融公庫 津支店の
田中努様と澤田潤志様を講師にお招きして勉強会を開
催しました。
各委員会に分かれて、講師の方からいただいた架空
の会社の会社概要や決算書から会社の現状分析を行
い、今後事業を改善・拡大させるにはどのような経営
方針や具体的な取組が良いのかを考え発表しました。
各委員会とも真剣な表情で発表する中にも個性のあ
るユニークな取組や改善点が色々出て終始和やかな勉
強会となりました。
講師の先生からは、創業当時の夢や思いの大切さ、
これからの少子高齢化、海外進出、コスト削減や融資

森西博美

11月８日㈬

制度を活用した事業活動など様々なポイントを説明し
て頂き、大変貴重な時間となりました。
この例会を機に学んだことを各メンバーが各々の事
業所で役立てて頂けたら幸いです。

各委員会から発表する様子

伊賀連携フィールド2017年度
2017年度後期市民講座 第２回「隠し武具の世界」 11月11日㈯
「隠し武具の世界」要旨

近藤 好和
隠し武具とは、甲･冑･弓箭･刀剣･銃･砲等の正当
武具に対し、非正当武具を総称した造語である。そ
の特徴は小型･軽量で隠蔽性や偽装性を有するが、
種類は多種多様で使用者の創意工夫や臨機応変のも
のである。そもそも日常具すべてが隠し武具になり
得る。
逆に隠し武具のなかには多くの創作物を含む。
そうした隠し武具個々の実態を概観した。隠し武具
は一般的には忍者が使用するものというが、『万川
集海』等の忍者関係史料には隠し武具や正当武具に
対する記載はなく、正当武具･隠し武具ともに忍者
特有のものなどはない。特に忍者の武具といえば手
裏剣だが、
そのうち複数方向に棘のある方手裏剣（と
國學院大学大学院非常勤講師・千葉県刀剣銃砲等登録審査委員
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命名）は、使用時に自身の手を傷つけ、実用品とは
見なし難い。そもそも手裏剣等の隠し武具の製作年
代はいずれも不明で、そのためには材料鉄の分析が
必要であると説いた。また、握鉄砲･仕込鉄砲とい
うものがある。これは日本では久米通賢（1780 ～
1841）等が開発した雷汞という爆発物質の存在を前
提 と し、 握 鉄 砲･
仕込鉄砲も通賢が
雷汞使用の一環と
して開発した新式
火器で、忍者の隠
し武具とはまった
く無関係であるこ
とを説いた。

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！
！
中小企業向け

最低賃金引上げ支援

税

務

労

務

経

営

業務改善助成金

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援
し、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低
賃金）の引上げを図るための制度です。生産
性向上のための設備投資などを行い、事業場
内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、そ
の設備投資などにかかった費用の一部を助成
します。
お問い合わせ先

相談はいつでもどこでも…

最低賃金の引上げ額が異なる５つのコースからチョイスできます。
助成の上限額

50万円〜200万円
事業場内最低賃金が
750円未満の事業場で
その額を30円以上引き上げた場合

事業場内最低賃金が800円以上
1000円未満の事業場で
その額を120円以上引き上げた場合

生産性要件を満たした場合には、助成率が加算されます。

三重県最低賃金総合相談支援センター
〒514-8691 津市丸之内養正町4‑1（三重県経営者協会内） TEL：0120‑331‑266

「ビジネス商談会」〜県を跨いだビジネスマッチング〜 のお知らせ

地元中小企業の発展と地域経済の活性化を目指し、北伊勢上野信用金庫・東春信用金庫（尾張地域）主催で、
「ビジネス商談会」が開催されます。
１．日時
場所

平成30年２月７日
（水）
東春信用金庫 本店２階「とうしゅんホール」（愛知県小牧市中央１丁目231番地１）

２．日時
場所

平成30年２月21日（水）
北伊勢上野信用金庫 本店７階「大ホール」（三重県四日市市安島二丁目２番３号）

※詳細については、下記までお問い合わせください。
【問合せ先】北伊勢上野信用金庫
主催
後援

お客様サポート部

北伊勢上野信用金庫・東春信用金庫
四日市・鈴鹿・亀山・上野・名張商工会議所

TEL 059-354-9975

FAX 059-352-8986

菰野町・伊賀市商工会

償却資産（固定資産税）申告のお願い
償却資産とは、工場や商店の経営者や駐車場・アパートを賃貸している人が事業のために使用する土地・
建物以外の有形資産をいいます。事業をしている法人・個人に申告義務があります。
【対 象 者】 伊賀市内で事業を行っているすべての法人・個人
【申告書の入手方法】
12月上旬に伊賀市課税課より発送します。届かない場合はご連絡ください。申告書と申告の手引きは伊賀
市ホームページからもダウンロードできます。
【提出方法等】
申告書に必要事項を記入の上、受付窓口に持参または郵送してください。詳しくは伊賀市ホームページに
掲載されている償却資産申告の手引きをご覧ください。
ＵＲＬ：http://www.city.iga.lg.jp/0000004890.html
【提出期限】１月４日
（木）
～ 31日（水）
【問い合わせ・提出先】
〒518-8501 伊賀市上野丸之内116 伊賀市財務部課税課資産税係

☎22-9614

FAX22-9618

※締め切り間際は申告が集中するため、早めの申告をお願いします。
上野商工会議所ニュース
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交通についてのアンケート調査結果
交通運輸部会
交通運輸部会では、旧上野市の道路状況について改善・要望していくことを目的として、今年度は平成29年
６月に部会員様・議員様等に「交通についてのアンケート調査」を実施致しました。（毎年実施）
この結果を踏まえ、10月10日には交通環境の改善を要望するべく、国土交通省・警察・県・市のご担当者を
お招きして当部会員との懇談会を開催致しました。
※アンケートにて問題改善要望のあがった主な回答を列記します。
①平野中川原すき家の交差点
→交差点の角を左折してくるトラックは大き
く膨らんでくるので危険である為、東側から
来る右折レーンの停止線を下げて欲しい。
警察署：
Y字道路である為、大型車が左折しきれ
るところに停止線がある（基本どおり）
。
見ていると、まわりにくそうでもなく、停
止線２段階も分かりにくいので１本にして
いる。検討する余地はあるが、トラックが
まわりにくそうでないので基本どおりにし
ている。

②伊賀市役所前 上野丸之内交差点
→以前より改善をしていただいているが、以
前の白線が残っていて混乱する為、直進・左
折・右折レーンを明確にして欲しい。（区別
を改良して欲しい）
伊賀市建設部：
左折レーンを付けて３本線に改良した。
ラインは消せるだけ消したが、ここは水を
通す透水性舗装となっているので、強くこ
すると表面がガタガタになる。再度ライン
会社と相談して検討する。

①周辺図

②周辺図

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

③銀座通り恵美須町交差点
→Ａ・Ｂの信号機が連動しているが、①方向
より左折するとＡ赤信号で停車するが、交通
量が多く渋滞する。②方向より右折する車は
Ｂ信号右折表示により右折すると既に渋滞し
ており、交差点を侵入している為立ち往生す
る。ついては、Ａ信号機を感知式にし、広い
道路をメインに動作を希望したい。Ａ・Ｂの
信号機の連動は必要でしょうか。
警察署：
ＡとＢの信号機を現状のままでの状態で
計算等し、色々なシュミレーションをして
いる状況である。信号機の会社とも相談し
ているのでもう少し時間をいただきたい。

①周辺図

④国道368号線（安場交差点）から、治田
へ向かう時
→近物レックス伊賀支店までの道路の樹木の
伐採をお願いしたい。
（道路まで覆いかぶさ
るようにのびている）
伊賀市建設部：
全面的に刈るのは予算的に難しいが、法
面は無理でも交通に支障のある部分は刈り
たい。再度確認する。

②周辺図

⑤青山工業団地から奥鹿野地区へ入る山林道
→一度雪が降ると２～３日雪が解けず凍結するので、融雪剤等を多く設置して欲しい。また、見通しが悪く狭い
ので、カーブミラーの設置、現在あるミラーの清掃、枝を切って明るくして欲しい。
伊賀市建設部：
工業団地に融雪剤は設置しているが、もし無くなっていればお電話頂ければ置かせてもらう。
多い目に置くようにさせていただく。カーブミラーについては、再度確認し木が写っているのであれば、木
の伐採に行かせてもらう。

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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黄綬褒章

伊賀市政功労賞

かんべ土地家屋調査士事務所 代表

上野ガス㈱ 代表取締役社長

神戸

照男氏

木津

龍平氏

栄えある受章・受賞おめでとうございます

会員 ひろば
光洋メタルテック株式会社

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市佐那具町1626番地
TEL 23−3285 FAX 24−3854

弊社は各種ベアリングと関連製品、その部品を製造している会社です。作っているのは主にベアリングとステ
アリング、各種の車両部品といった金属部品で、本社のある上野工場では主に鍛造を、伊勢工場では旋削を担当
しています。もとは別々の会社でしたが、合併により、鍛造と旋削を一貫して行う国内最大規模の会社となりま
した。現在は親会社である株式会社ジェイテクト向けの製品を製造している他に、新規の拡販を積極的に行って
おり、プレス用の金型の販売も始めています。弊社の経営理念は「相違と工夫で社会に貢献する」「最高の技術、
品質、サービスを提供する」「働きがいとゆとり、生きがいを大切にする」。心豊かな人間づくりを通じて社会に
貢献する企業として、地球環境を守り、地域社会に密着した企業を目指してまいります。

健康診断のご案内

実施期日
受付時間

平成30年２月22日
（木）
９：30〜11：00
生活習慣病健診・定期健康診断
実施会場 ゆめぽりすセンター２Ｆ大会議室
問い合わせ先 上野商工会議所
TEL 21‑0527 FAX 24‑3857
実施機関 一般財団法人 滋賀保健研究センター 伊賀営業所
申し込み締め切り日 平成30年１月25日
（木）
詳細は折込チラシをご覧下さい
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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

12月・・・ 6日・15日
1月・・・ 5日㈮・19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

第13回
平成

伊賀学

30年2月18日（日）

検定

〔初級・中級・上級〕

検定会場

伊賀会場 ハイトピア伊賀 5F(伊賀市上野丸之内500)
東京会場 YUITO ANNEX（ユイトアネックス）8F
(東京都中央区日本橋室町2‑4‑1)

申込期間
平成30年1月5日（金）〜2月5日（月）

受験対策セミナー【伊賀会場】

平成30年1月27日（土）初級 午後1時〜2時30分 中級 午後3時〜4時30分 受講料 1,000円

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

工

名

事 業 所 名

業 中江工業所

食 品 工 業 特定非営利法人 ハッピーファームMKT 松井

商工業者数

H29年10月末会員数

組織率

2,618件

1,465件（特別会員84件）

52.75%

（平成29年6月6日〜平成29年11月22日）（敬称略）

代表者名
中江

1月26日（金）までにお申し込みください

住

所

業

光治 伊賀市荒木2079-86

建築部材溶接

種

成樹 伊賀市依那具2618

農業

建

設

業 ＩＮＯＴＥＣＨ

猪口

元希 伊賀市東高倉2257-9

設備工事（水道・ガス）

建

設

業 ㈱トルクス

平田

謙二 伊賀市四十九町1679

建設資材販売

建

設

業 前田商店

前田

洋子 伊賀市市部609

プロパンガス販売 住宅設備工事
（上下水道）

建

設

業 ドリームリフォーム㈱

中井

茂平 伊賀市上野茅町2706

建設業

建

設

業 ㈲日生建設工業

山中

祐一 伊賀市久米町561-6

建設業

浅石

幸一 伊賀市佐那具町51-1

軽貨物輸送

交 通 運 輸 ㈱誠優

サ ー ビ ス ビューティーサロン若森 若森ちか子 伊賀市西明寺225-1

美容

社 会 文 化 ㈱ステップアップ

利正 伊賀市上野恵美町1632-1

新聞販売業

敏彰 伊賀市上野紺屋町3156

法律事務所（弁護士）

的場

社 会 文 化 三重はくほう法律事務所 井関
社 会 文 化 あまね経営労務事務所

市川

周 伊賀市ゆめが丘5-22-2

社会保険労務士 ファイナンシャルプランナー

観

光 コスモス観光

堀岡

孝 伊賀市枅川82-10

旅行業

観

光 Ｂａｃｃｈｕｓ

谷口

旭 伊賀市西明寺623-4

バー

藤森

徹 伊賀市御代201

精密機器の開発・製造・販売

特 別 会 員 ㈱マグネスケール

レンタカー業

自動車販売

本年も大変お世話になりました
年末業務12月28日
（木）
まで平常通り
年始業務１月４日
（木）
より平常通り
（12月29日から１月３日までお休みさせていただきます。）

来年もよろしくお願いいたします
上野商工会議所ニュース
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上野商工会議所 新春講演会

18上野商工会議所
新年賀詞交歓会
日

時

企業の力で地方創生

エネルギー・環境問題…ピンチをチャンスに！

平成30年１月５日（金）

（受付）午前10時〜
（開会）午前11時〜
午後12時30分終了予定

会

場

上野フレックスホテル
２階オークホール
伊賀市平野中川原 TEL 21−3111

会

費

１名

申込締切

講師

き 平成30年１月20日（土）
午後２時〜３時30分（受付 午後１時30分〜）
ところ 上野フレックスホテル２階「華の間」
定 員 200名（先着順）
参加費 無料
お申し込み・お問い合わせ
上野商工会議所（伊賀市上野丸之内500番地）
TEL 21 0527 FAX 24 3857

平成29年12月８日（金）

会員の皆様どなた様もご参加していただけます。
名簿作成の都合上、12月11日（月）までにお申込み下さい。
TEL 21−0527

28

20 18

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
平成29年11月期

①
②
③
④
⑤

新・人間革命

提供 岡森書店 白鳳店

第29巻

（池田大作・聖教新聞社・1,238円＋税）

漫画君たちはどう生きるか
（漫画羽賀翔一 原作吉野源三郎・マガジンハウス・1,300円＋税）

陸王
（池井戸潤・集英社・1,700円＋税）

君たちはどう生きるか
（吉野源三郎・マガジンハウス・1,300円＋税）

ふたご
（藤崎彩織・文藝春秋・1,450円＋税）
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今月のおすすめの１冊
『はやく老人になりたい』

伊藤たかみ 著

文藝春秋 刊

定価 1,600円＋税

上野高校出身の芥川賞作家、伊藤たかみさん
（1971年生まれ）の最新刊は、愛に不器用な人た
ちを描くおとぎ話のような文学作品。
どこか懐かしくて、ちょっぴりホラー、大人の
ための絵本小説です。
書籍、雑誌等、様々な媒体で活躍の小幡彩貴さ
んが添えるイラストは、ストーリーのイメージに
よく合っており、ページをめくる楽しみがより味
わえます。
暗い森 へ一緒に足を踏み入れてみませんか？
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

・１月主な事務局行事

15 14 12

月
１ 日・ 日 本 商 工 会 議 所 青 年 部 全 国 会 長 研 修 会
（出雲市）
・三重大英語講座
２日・三重大市民講座
３日・第 回カラーコーディネーター検定
・婚活事業 メナード青山
４日・正副会頭会議
・商業部会視察研修
・三重大古文書講座
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
・伊賀学検定上級合格者の集い
７日・常議員会議
日・伊賀風土ＦＯＯＤ
日・県下専務理事会議
日・青年部例会
日・第 回環境社会（ｅｃｏ）検定
・そろばんコンクール
日・県連知事要望
日・青年部三役会・役員会
・伊賀学検定上野高校セミナー
日・御用納め

１月
４日・御用始め
５日・新年賀詞交歓会
６日・三重大市民講座
９日・正副会頭会議
・正副会頭と青年部役員との懇談会
・青年部新年会
日・三重大英語講座
日・伊賀風土ＦＯＯＤ
日・記帳継続相談会
・三重大古文書講座
日・新春講演会
日・伊賀税務連絡協議会
日・伊賀学検定受験対策セミナー

27 23 20

フリーキャスター
事業創造大学院大学 客員教授

と

5,000円

申込･問合せ先 上野商工会議所総務課

伊 藤 聡 子氏

