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伊賀学検定・伊賀学ジュニア検定開催
芭蕉翁の『奥の細道』の旅はどのくらいの期間だったかご存知ですか？
去る２月18日、今回で13回目となる伊賀学検定を開催しました。初級39名、中級16名、上級25名の計80名の方々
が受験し、初級34名、中級13名、上級５名の方が合格されました。
出題は芭蕉・城・忍者・祭・文化財・歴史・文学・自然・生活文化・雑学の問題に加え、「忍者市宣言」や映
画「忍びの国」といった時事問題なども多く出題されました。
今回も従来の検定と並行して、上野高校の１年生234名を対象に授業として伊賀学を勉強していただき、２月
21日に初級と中級の中間に相当するレベルの検定試験を受けていただきました。
また、市内５校の小学６年生を対象とした「伊賀学ジュニア検定」も実施しました。１月29日青山小、２月16
日柘植小、２月17日西柘植小と島ヶ原小、２月19日壬生野小の日程で、楽しみながら取り組んでいただきました。
冒頭の問題の答えは「約半年間」です。伊賀学検定では毎年、伊賀に関する問題が過去の上級合格者の方を中
心に新しく作られ、出題されています。
今後も「伊賀学検定」事業を通し、老若男女を問わずより多くの市民の皆様に地域の歴史文化への関心を高め
ていただく活動を進めてまいります。

IGAMONOお仕事体験
「三重ジョブキッズキャラバンin伊賀」が開催されました
２月３日
（土）
、小中学生が様々な仕事を体験し、働く楽しさや奥深さを学ぶ「三重ジョブキッズキャラバンin
伊賀」がハイトピア伊賀を主会場に市内各事業所で開催されました。
用意された35のプログラムには警察や消防、銀行、テレビ局など「まちの仕事」のほか、
「和菓子職人の仕事」
や「伝統工芸職人の仕事」、「伊賀牛精肉製造の仕事」や「伊賀米マイスターの仕事」など、伊賀ブランド認定事
業者の「伊賀ならではの仕事」が多く組まれ、延べ532人の子供たちが働くことの面白さや伊賀地域について学
びました。
この事業を契機に、伊賀の特長ある仕事を子供たちに知ってもらい、全国にIGAMONOの魅力を発信してい
きたいと思います。
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平成29年度

灯りの城下町フォトコンテスト

平成29年10月７日～９日に開催された「伊賀上野灯りの城下町」で行われた、フォトコンテストの結果が発
表されました。応募作品50点の中から、グランプリ・準グランプリ・優秀賞・入賞が選ばれ、グランプリには
伊賀牛１万円分、他受賞者には伊賀ブランドから副賞が贈られました。フォトコンテストは今年の「灯りの城下
町」（10月６日～８日）でも開催されます。いつもと違う灯りで彩られた城下町を、カメラを片手に歩いてみて
ください。

準グランプリ

グランプリ

「夜の商店」 相馬

大樹 様

優 秀 賞

「
『夢』灯りの参道」 中世古

健吾 様

「灯りの向こう側」 小川

洋子 様

「願い」 上杉

裕昭 様

平成29年度第２回通常会員総会及び講演会・懇談会を開催
〜平成30年度事業計画・収支予算を承認〜
平成30年２月20日（火） 於：津都ホテル

三重県商工会議所連合会（会長：岡本直之）は、平成30年２月20日（火）津都ホテルにて、県内12商工会議所
の会頭・専務理事等の出席のもと「平成29年度第２回通常会員総会」を開催しました。
今回は、ご希望のあった会頭・副会頭等の皆様に、平成29年11月28日に国宝指定を受けた真宗高田派本山 専
修寺の御影堂・如来堂を見学いただき、その後に総会を開催しました。
総会挨拶の中で岡本会長は県連の運営方針について、『就任当初から申し上げてきたことではありますが、「情
報を共有し、連携と協働（コラボレーション）」することにより、「互いに、助け合い、支え合い、結果が出るよ
うに盛り上げ合っていく」ことを掲げ、活動を行なっていきたい』述べました。
総会では、平成30年度事業計画および収支予算等について審議し、満場一致で原案どおり承認されました。そ
の後、三重県県土整備部の水谷部長から「三重県における道路整備状況」について、また、三重県立博物館の大
野館長から「松浦武四郎展への協力」について情報提供がありました。
総会終了後は、各商工会議所の副会頭も交え、公益財団法人鈴屋遺蹟保存会 本居宣長記念館館長の吉田悦之
氏を講師に「宣長にまねぶ」をテーマに、講話を拝聴しました。
また、会議終了後には懇談会を開催し、終始和やかな雰囲気の中、盛会裡に終了しました。
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会議所の動き
工業部会 『ものづくりＩｏＴセミナー』開催

２月８日㈭

工業部会の主催により、
「ものづくりＩｏＴセミ
ナー」を開催致しました。
講師に㈱富士通マーケティング ものづくりビジネ
ス推進部部長の小林厚夫様をお招きし、
『ものづくり
ＩｏＴ実践事例ご紹介～富士通の取り組みとお客様導
入事例～』をテーマに講義をしていただきました。
セミナーでは、製造業におけるＩｏＴ導入の効果や
具体的な活用事例についてご講義いただき、作業の効
率化を目指す製造現場の課題解決を目指した最先端技
術の数々を紹介していただきました。
今回、工業部会会員企業を中心に約30名の方々にご
参加いただき、参加された企業の皆様には、自社に新
たな視点や考え方を取り入れていただき、事業のご発
展の糧となる貴重な機会になったのではないかと思い
ます。
ものづくりＩｏＴ実践事例について熱心に聞き入る参加者

金融理財部会 「人材育成セミナー」開催

２月13日㈫

マネジメント方法を体系的に学ぶ参加者のみなさん

金融理財部会主催により、「実践：管理職によるビ
ジネスコーチング～稼ぐ部下を育てる次世代リーダー
の育成～」をテーマにセミナーを開催しました。働き
方改革に伴う業務効率化や生産性向上など、大規模な
構造改革を迫られる日本企業。そこで、講師に金融機
関の現場で大胆な業務の効率化と人材育成に取り組ま
れた㈱百五総合研究所の瀧本和彦氏をお招きし、主に
「人を動かす人材育成手法」についてうかがいました。
働き方改革の現状や企業の取り組み事例、また最近の
新入社員の趣向や変化から部下の置かれている環境を
知り、次世代の管理職に不可欠な能力であるビジネス
コーチングによるマネジメント手法を「仕事の管理」
「部下の管理」「情報の管理」の観点から体系的に学ん
でいきました。一番大切なことは～コミュニケーショ
ン～です。当日は、部会員及び会員事業所から25名に
参加いただき、各々自分の職場内での立場から熱心に
ご受講いただきました。

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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社会文化部会 『事業承継についての研究会』開催
「ゆめぽりすセンター」に於いて三重県行政書士会
伊賀支部と社会文化部会共催で、事業承継についての
研修会を㈱日本Ｍ＆Ａセンター伊奈幸三郎氏と（公財）
三重県産業支援事業引継センター東山一雄氏のお二人
をお招きして開催。
跡継ぎが決まっていない会社（事業所）が取れる手
段は「親族内承継」、
「社内承継」、組織改革をしての「上
場」等、
Ｍ＆Ａで経営を引継、残る１つが「廃業」です。
選択肢は上記５つありますが、親族承継の場合、子
供が親の事業を継ぐ意思の有無、社内承継も営業や資
金繰・人事管理・借入れへの担保提供、連帯保証の引
受け等々資金準備、これ等が円滑に行えるか、上場の
場合でも売上最低30億円等を勘案すると結局廃業かＭ
＆Ａしか残りません。
廃業だけは避けたいその第１は資産は簿価では売れ
ない、商品はバッタ価格、機械はスクラップ同然で工
場付きの土地はまず売れませんし解体費用も発生。
解雇で割増退職金の負債増加、優良企業でも廃業と
なれば借金だけが残る、連帯保証債務の請求・自己資
産の売却、然も連帯保証は相続債務になり、殆どの場
合債務超過となってしまいます。
それではどうしたらいいのでしょうか？
最後に残ったのはＭ＆Ａです。
世間ではＭ＆Ａと言えば企業乗っ取り、高値転売、
役員追放等悪い面ばかりが強調され、確かに暗いイ

青年部だより 『平成29年度２月例会』開催
ハイトピア伊賀３階にて４月からの次年度体制や平
成30年度に開催予定の創立30周年記念事業を議題に例
会を開催しました。
新しい委員会に分かれて新委員会の名前を考え、最
後に各委員長に発表してもらいました。また30周年記
念事業についても各委員会とも活発な議論があり、興
味深い案も出てきました。
小林次年度会長の下、また新たな気持ちでスタート
を切れそうです。
これからも上野ＹＥＧの活動にご期待ください。

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

２月２日㈮
メージはありますが良い面を見てみましょう。
時価修正した純資産等で株式売却益が手に入り、廃
業・清算と比較したら大きな差が生じますし、担保の
解除・連帯保証の解除があり金融機関の変更が殆どあ
りません。
反面相手あってのＭ＆Ａ、債務超過、三期連続赤字・
構造不況業種等は売れるとは限りませんし、時間も長
いと３年位は掛り、業績が悪化してからでは遅くなり、
Ｍ＆Ａも着手金と成功報酬料が必要で費用も掛ります
が、相談無料の「産業支援事業引継センター」は手数
料が安い仲介業者を紹介してくれます。
後継者不足というシビアな問題を抱え先送りしてい
るうちに、気が付いたら他の選択肢がない時は誰も助
けてはくれません。後継者選びは早め早めの行動が必
要です。
「産業支援事業引継支援センター」は事業継承に関
して支援する経済産業省から委託を受けた公的相談窓
口で、中立的立場で秘密厳守の上、必要に応じて士業
等の専門家を紹介してくれ、支援を受ける場合は別途
報酬が発生しますが、相談は原則無料、種々の相談に
乗ってくれます。
長年続いてきた事業を後継者不足と言ったことで終
了はしない為にも、考慮する必要があるのではないで
しょうか。
文責 社会文化部会長 中田洋二
２月14日㈬

新委員会ごとに分かれて議論

三重県伊賀市小田町743-2
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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！
！

記帳継続指導

〜小規模事業者の皆様へ〜

相談はいつでもどこでも…

税

務

労

務

経

営

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

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30年度の協会けんぽの保険料率が３月分（４月納付分）から改定されます

9.90％（現行9.92％より0.02％の引き下げ）
■ 介護保険料率 1.57％（現行1.65％より0.08％の引き下げ）
■ 健康保険料率

※ 任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は４月分（４月納付分）から変更となります。
※ 全国健康保険協会三重支部発行の保険証をお持ちの方が対象です。
※ 40 ～ 64歳の被保険者の方は「健康保険料率＋介護保険料率」となります。

地域のお客様の「困った」を解決！そして躍進！
IT活用のトータルソリューションをご提案

キヤノン製品
取扱パートナー

世界最速！ローコスト！
フルカラープリンター
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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５回「アナログ忍者ゲームの世界」 ２月10日㈯
「アナログ忍者ゲームの世界」要旨

い忍者がどのように描
かれているのかを中心
に分析を行った。アナ
ログゲームの種類はさ
まざまだが、ルールに
より隠密、潜入、暗殺
といった忍者らしさを
再現できた良作が存在する。また抽象性の高いゲー
ムであっても忍者の世界や物語が色づけられること
で、よりゲームに魅力が増す。わいわいとみんなで
遊びながら簡単に忍者の体験ができるのがアナログ
忍者ゲームのいいところである。

三重大学人文学部准教授 吉丸 雄哉
アナログゲームとは非コンピュータゲームの総称
で、古代からあるが近年ボードゲームを中心にブー
ムを迎えている。国内外のボードゲーム、パーティー
ゲーム、テーブルトークRPG、カードゲーム、ゲー
ムブック、
ミニチュアゲーム、シミュレーションゲー
ムのうち忍者が登場するものについて、
「ルール」
「フィクション（作り事）」「コンポーネントと美術」
「プレイヤーとゲーム文化」という４つの面から解
説した。特に忍者がどのように抽象化・ルール化さ
れているのか、またゲーム内の物語・世界でいった

伊賀連携フィールド2018年度前期

市民講座「忍者・忍術学講座」日程

４月21日
（土） 「江戸の建設と服部半蔵・伊賀者」

根岸

茂夫 （國學院大学文学部教授）

５月19日
（土）

「広敷伊賀者と御庭番―隠密御用の実際―」

深井

雅海 （徳川林政史研究所副所長

６月16日
（土）

「江戸時代の伊賀者―一揆探索の隠密御用―」

深谷

克己 （早稲田大学名誉教授）

７月21日
（土） 「伊賀と甲賀の一揆について」

呉座

勇一 （国際日本文化研究センター助教）

８月18日
（土）

瀧川

和也 （三重県総合博物館展示交流事業課課長）

高尾

善希 （三重大学国際忍者研究センター准教授）

「小天狗清蔵について―その活動と天正伊賀の乱後の復興―」

９月15日
（土） 「徳川幕府伊賀者の成立と展開」

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
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〜平成30年度検定試験のご案内〜

Let s try !

上野商工会議所では、日商ならびに東商の各種検定試験を実施しています。商工会議所の
検定試験は、全国統一の基準により実施している『公的試験』です。多くの企業から高い評
価と信頼を得ております。
商工会議所検定で、あなたの思いや能力をカタチにできる知識を習得しましょう。

簿

記

リテールマーケティング（販売士）

流通業界唯一の公的資格。販売・
接客技術、在庫管理、マーケティ
ング、労務・経営管理など幅広い
専門知識が身につく、営業、企画
業務などにも人気の資格です。

財務が読めれば、会社の経営状態
も読める。今や簿記は、財務・経
理部門のための資格ではなく、部
門を超えて全社員が修得すべき教
養になりつつあります。即戦力に
なる資格です。

そろばん

そろばんを学ぶことで、右脳を鍛
えることができます。また、計算
力や暗算力だけでなく、集中力や
記憶力も養うことができます。

◎4月より簿記検定3級試験対策講座始まります。詳しくは、チラシをご覧ください。

カラーコーディネーター

福祉住環境コーディネーター

ビジネスに役立つ実践的な色彩の
知識を学べます。知識を身につけ
れば、ファッションやデザイン業
界だけでなく多くのビジネスシー
ンでその効果を生かすことができ
ます。

平成30年度

高齢者や障害者に住みやすい住
環境を提案するために、医療・福
祉・建築についての体系的な知識
を学ぶための検定です。シニアビ
ジネスに携わる方はもちろん、身
近に介護が必要な家族がいる方
にもおすすめです。

国際的な政治動向から環境破壊
のメカニズム、生活者として持つ
べき心構えまで、eco検定では幅
広い知識を習得することができ
ます。習得した知識を活かす場は
多様です。

商工会議所各種検定試験カレンダー

検定試験名
日商簿記

リテールマーケティング（販売士）
（当会議所では1級試験は実施しません）

回

級

試験日

第149回

１〜３級

30年６月10日（日）

第150回

１〜３級

30年11月18日（日）

第151回

２〜３級

31年２月24日（日）

第82回
第83回
第213回

そろばん（珠算・暗算）

第214回
第215回

環境社会（eco検定）

第24回
第25回

カラーコーディネーター

第44回

（当会議所では1級試験は実施しません）

第45回

福祉住環境コーディネーター

第40回

（当会議所では1級試験は実施しません）

第41回

２〜３級

１〜10段
段位
級の設定
な
し
２〜３級

２〜３級

詳しくは、上野商工会議所までお問い合わせください。
（TEL 0595-21-0527）
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環境社会
（eco）

30年７月14日（土）
31年２月20日（水）
30年６月24日（日）
30年10月28日（日）
31年２月10日（日）
30年７月22日（日）
30年12月16日（日）
30年６月17日（日）
30年12月２日（日）
30年７月８日（日）
30年11月25日（日）

３級

簿記検定試験対策講座 受講生募集 !!

４月13日
（金）
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。６月10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

平成30年４月13日
（金）～６月１日
（金）

時

間

19：00 ～ 21：00

場

所

上野商工会議所（ハイトピア伊賀３階）

講

師

鈴木・辻村公認会計士共同事務所
公認会計士・税理士

カリキュラム
４月13日
（金）
17日
（火）
20日
（金）
24日
（火）
27日
（金）
５月８日（火）

鈴木陽介 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

20名（会場の都合上、定員になり次第締め切ります）

締

員
切

11日
（金）

※申込が10名に満たない場合は、中止となります。

15日
（火）

４月６日
（金）
まで

18日
（金）
22日
（火）

（平日と土曜日

９時から17時まで）

お申込み・お問合せ
上野商工会議所
TEL 0595-21-0527

FAX 0595-24-3857

快進撃企業に学べ
「女性が頑張る板金屋『山崎製作所』」
静岡市清水区に株式会社山崎製作所という社名の、
ユニークなものづくりの中小企業がある。創業は今
から50年前の1967年、現社長の山崎かおり氏の実父
が個人でスタートしている。主事業は各種の精密板
金加工、従業員数は15人である。同社の経営が業界
や地域から注目を集めるようになったのは、今から
およそ10年前、現社長が創業者から企業経営を譲り
受けたころからである。
山崎社長は、社長になるまでは同社の事務員とし
て実家の仕事を手伝う程度であった。後継者になる
と思われていた兄弟が家を出てサラリーマンとなっ
てしまったことや、創業者の高齢化も相まって、社
長になったのである。
創業者は根っからの職人であったこともあり、下
請け的経営に甘んじて業績もダッチロール状態で
あった。このため山崎氏は社長になるや、現場職人
の支持を得るために昼間は現場に入って機械操作を
し、夜は商工会議所や中小企業経営者の勉強会に参
加して経営の勉強に必死になって取り組んだのであ
る。
こうした中で気付いたのは、
「自社には全社員の
共通のよりどころである経営理念が存在しない」
「自

25日
（金）
29日
（火）
６月１日（金）

簿記の基礎（第１章・２章）
取引から総勘定元帳（第３章～５章）
試算表から財務諸表（第６章・７章）
現金預金（第８章）
商品売買（第９章）
売掛金と買掛金・その他の
債権債務①（第10章・11章）
その他の債権債務②
手形（第11章・12章）
貸倒損失と貸倒引当金
費用収益（第13章・16章）
有価証券・固定資産（第14章・15章）
純資産と税金・帳簿と伝票
（第17章・18章）
決算①（第19章）
決算②、財務諸表（第19章・20章）
直前質問会

社には値決め権がない」、そして「自社には夢と希
望がない」といったことであった。そこで山崎社長
がまず取り組んだのが、経営理念の策定であった。
その後、全社員が参加して作り上げた経営理念が「山
崎の品質」「山崎のプライド」「山崎の絆」であった。
この経営理念の策定を機に、山崎製作所は自立経営
に大きくかじを切っていく。例えば、取引先で言え
ば、当初、地域の数社であったものが、現在では全
国各地の200社以上に増加し、結果として１社への
依存度も10％をはるかに切るようになった。また生
産品目もあれもこれもではなく、小ロット品・特注
品・短納期品に特化していった。
そして次に手を打ったのが、積極的な “人財” 確
保、とりわけ女性 “人財” の確保であった。努力の
結果、現在では同社の経営理念に共感・共鳴したか
らと、優秀な美容師やデザイナー経験者が入社して
くる企業に変化・変貌していったのである。
なんといっても同社が近年注目されているゆえん
は、女性の板金チームが開発製造した小物板金の自
家商品だ。この中でとりわけ著名で、国内外から注
目を集めている商品が「ＫＡＮＺＡＳＨＩ」である。
１本約１万3000円という価格の、板金職人が手づく
りで製作したアルミやステンレス製の「ＫＡＮＺＡ
ＳＨＩ」は本邦初であると共に、そのデザインは切
り絵のようで纏（まと）め髪に映えて美しい。
法政大学大学院政策創造研究科 教授 坂本 光司
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会員 ひろば

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市緑ケ丘西町2590−10
TEL 21−1507 FAX 21−2058

株式会社 中野組

弊社は創業53年の工務店になります。
業務内容は建築工事全般でありますが主な業務としましては住友林業の新築・リフォームの施工をしています。
2015年に住友林業グループのイノスの家に加盟し自社物件も手掛けています。私たち中野組は「想いをひとつに」
をコンセプトにしています。
１軒の家が完成するまでには、大工をはじめ様々な専門家である職人たちが腕を振るいます。伝統の職人技は
長い年月をかけ、形成されていくもの。伊賀の地で磨いてきた技術を存分に発揮してもらうため、職人たちとの
コミュニケーションを充実させています。
「お客様の大切な家」を一人ひとりが「想いをひとつに」心をこめて
創らせていただきます。
伝統の職人技と新世代の技術で建てるこの地域・気候に合った健康住宅、地域オンリーワンの工務店としてこ
れからも努力と挑戦を続けてまいります。
地域の皆様との『つながり』を大切に地域の方のお住まいのサポートをさせて頂きければと思います。

平成30年度 会報広告掲載企業を募集します
当所『会報』は、会員をはじめ関係機関、団体等に毎月1,800部を発行します。
平成30年度の広告掲載を下記のとおり募集しますので、貴社のPRにご活用ください。

会報紙面広告
◯白黒印刷 ◯サイズ 4.5cm×17.5cm
◯価格 8,000円（1回）

チラシ折込サービス
A4版 20,000円
B4、A3 30,000円
会報発行日 毎月５日発刊・発行（1月号は除く）

詳細はお問合せ下さい。総務課

☎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

3月・・・ 7日・16日
4月・・・ 4日・20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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展示コーナー

出展事業者募集

コミュニティホール内の一角に、当所会員企業様が生産・販売する
製品や伊賀の特産品を展示しております。まだご利用いただいてい
ない会員の皆様、販路開拓や取引促進にぜひお役立てください。
使用料

１コマ 1,000円／月 12,000円／年（税別）
（平成30年４月から平成31年３月まで） １年更新

１コマのスペース

奥行23cm×よこ44cm×高さ38cm

その他、詳細については下記までお問い合わせください。

上野商工会議所

会員割引あります！

総務課

TEL 0595−21−0527

コミュニティ
情報プラザ

上野商工会議所事務局

応接会議室

会議・研修会・講演会・展示会・パーティなど
さまざま用途にご利用いただけます。

内部
階段

コミュ二ティフロア

個人・団体・事業所が使用
する場合

基本料金

個人・団体・事業所が営利
目的で使用する場合

基本料金の２倍

冷房・暖房を使用する場合

基本料金の20%割増

湯沸室

ホール A

伊賀環境整備事業㈿

上野ロータリークラブ

設備・備品

ピアノ

1,080円

金屏風

1,080円

【無料】46インチテレビ／展示パネル／プロジェクター／
簡易ステージ／マイク／パソコン／インターネット回路等
貸室使用基本料金表（税込）
（午

前）

セミナー
ルーム A

後）

㈳伊賀法人会
伊賀青色申告会
東海税理士会上野支部

障害者就業・
生活支援センター

㈱俳都ピア
㈱まちづくり伊賀上野

非
（夜

間）

（午

外部
階段

ジョブサポート ハオ ハイトピア管理組合

員
（午

セミナー
ルームＢ

ホール B

アクサ生命保険㈱
津営業所 上野分室

外部
階段

会

収容
人数

施設の名称

地域活性化センター

小会議室

内部
階段

前）

会
（午

員
後）

（夜

間）

9：00〜12：00 13：00〜17：00 18：00〜22：00 9：00〜12：00 13：00〜17：00 18：00〜22：00
日

3,600

3,600

4,680

5,400

5,400

7,020

土日祝

4,320

4,320

5,760

6,480

6,480

8,640

平

日

3,600

3,600

4,680

5,400

5,400

7,020

土日祝

4,320

4,320

5,760

6,480

6,480

8,640

平 日
コミュニティフロア 171.34 100人
※貸し切りの場合
㎡
土日祝

3,600

3,600

4,680

5,400

5,400

7,020

4,320

4,320

5,760

6,480

6,480

8,640

日

1,440

1,440

1,800

2,160

2,160

2,700

土日祝

1,800

1,800

2,520

2,700

2,700

3,780

平

日

1,440

1,440

1,800

2,160

2,160

2,700

土日祝

1,800

1,800

2,520

2,700

2,700

3,780

平

日

2,880

2,880

3,600

4,320

4,320

5,400

土日祝

3,600

3,600

4,680

5,400

5,400

7,020

ホールA

80.47
㎡

60人

ホールB

93.97
㎡

60人

セミナールームA

24.90
㎡

16人

セミナールームB

24.90
㎡

16人

応接会議室

69.7
㎡

24人

平

平
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第60回新規就職者激励会・
セミナーのご案内
と

き

４月17日(火) 〜 18日(水)
【第１部】式 典
17日 午前８時30分〜午前９時20分
【第２部】教育セミナー
17日 午前９時30分〜午後５時

参加費

参加者１名につき（２回の昼食代・テキスト代含む）
員

5,000円（上野商工会議所・伊賀市商工会・ユーザ協会）

主

催

後

援 （公財）日本電信電話ユーザ協会三重支部（伊賀地域）・

上野商工会議所・伊賀市商工会
伊賀市

申込締切

３月20日（火）

（北出楯夫・岡森書店・2,800円＋税）

伊賀百筆

VOL.27

（
『伊賀百筆』委員会・1,389円＋税）
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神田卓朗 著

『三重弁やん』
風媒社 発行

本体1,300円＋税

先日facebookで、「伊賀は『三重』とつくタイト
ルには反応が薄く、うちではあんまり売れませ
ん。
」と書き込んだところ、あれよあれよという
間に売れていきました。伊賀の皆様あなどるなか
れ！著者は元皇學館大学非常勤講師。学生や各自
治体、各市民の方々からアンケートや聞き取りで
集められた三重弁の数々をエピソード仕立てで紹
介しており、かなり楽しめます。三重弁と言えど
も縦に長い県であるため、知らないことばもちら
ほら。三重弁ベスト20や三重弁テスト、
巻末には三重のことば小辞典や語彙も
「よーけ」載ってます。方言は地域の宝。
ずっと遺していきたいですね。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

３・４ 月 主 な 事 務 局 行 事

伊賀の郷土史あれこれ

３月

（若竹千佐子・河出書房新社・1,200円＋税）

３日・伊賀ブランド大阪天神橋筋商店街出店

おらおらでひとりでいぐも

５日・正副会頭会議

⑤

（ジェリー・ミンチントン・ディスカヴァー・1,000円＋税）

６日・インターンシップ反省会

④

完全版

７日・伊賀市商業後継者育成事業セミナー

③

うまくいっている人の考え方

「客単価アップ７つの法則」

②

（漫画羽賀翔一 原作吉野源三郎・マガジンハウス・1,300円＋税）

９日・三重大英語講座

①

漫画君たちはどう生きるか

・金融理財部会役員会

・建設業部会視察研修（福井県）

今月のおすすめの１冊

（コミック・文庫除く）
提供 岡森書店 白鳳店

10

日・三重大市民講座

日・伊賀風土ＦＯＯＤ

日・会員サービス委員会

日・常議員会議

・青年部例会（卒業式）

14 13 12 11
日・女性会第５回役員会

日・日商通常会員総会

日・通常議員総会

22 15

ベストセラー紹介
平成30年2月期

上野商工会議所

非会員 10,000円

・ 第２回三重県商工会議所女性会連合会理事会

・青年部例会・役員会

日・小規模企業振興委員連絡会議

日・青年部東海ブロック会員総会（刈谷市）

日・異業種交流懇談会総会

日・労働保険事務組合事務担当者研修会

４月

１日・伊賀鉄道新駅オープニングセレモニー

魅力満載桜ウォーキング

４日・正副会頭会議

８日・伊賀の里

回新規就職者激励会＆セミナー

60

日・県連会頭会議

日～ 日・第

日・合同就職セミナー
（上野フレックスホテル）

日・三重大市民講座

18

27 26 24 23

ハイトピア伊賀３階
会

18日 午前９時〜午後４時
講師 みなみトレーニングラボ〜 倉智紫津子様
内容 『新社会人のためのビジネスマナー』
講話 上野都市ガス㈱ 代表取締役社長 中井茂平様
(上野商工会議所副会頭) 「新入社員の皆様に望むこと」

21 20 17 15

ところ

