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旧小田小学校本館
（三重県有形文化財）
明治14年
（1881年）
に建てられたもので、現存する小学校校舎としては三重県で最も古い建物。
１階は昔の教室復元、
２階には近代初等教育資料等が展示されています。
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平成30年度第1回定例常議員会議開催
５月28日
（月）、第１回定例常議員会議が開催されました。
諸報告として、１号議員の職務執行者変更について、市
民夏のにぎわいフェスタ2018について事務局より報告され、
続いて議案に入りました。
議案第１号＝通常議員総会の提出議案として
（１）平成29年度の事業報告について
（２）平成29年度一般会計並びに特別会計の収支決算報告に
ついて
（３）２号議員の選任承認について
は、原案通り可決承認されましたので、６月14日開催通常議員総会の議案として提出されます。
また、議案第２号＝総務財政委員会正副委員長及び委員の委嘱について、議案第３号＝新入会
員の承認についても、原案通り可決承認されました。
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忠彦 ㈱トキワ

一善 北伊勢上野信用金庫

会頭会議

中澤康哉副会長（桑名商工会議所会頭）が三重県連を代表して発言
平成30年４月23日（月）ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋において開催された、
東海商工会議所連合会会頭会議へ岡本直之三重県商工会議所連合会会長をはじめ、県内の会頭、
副会頭、及び専務理事等が参加しました。
今回の会議には、愛知県連・岐阜県連・三重県連の会頭、副会頭、専務理事など約140名が参加
しました。
会議は三村明夫日本商工会議所会頭の挨拶に続き、「活力ある地域づくりと産業の成長発展に向
けた取り組み」をテーマに各県連から発言し、三
重県連は中澤康哉副会長（桑名商工会議所会頭）
が「行政機関（よろず支援拠点）と連携した中小
企業支援、地域と一体となった将来の担い手確保」
について発言しました。
次に、三重県連、岐阜県連、愛知県連の会長が、
発言に対してそれぞれコメントをしました。
最後に、三村会頭、青山信悦理事・事務局長（日
商）より、各発言に対し総括コメントがありました。
また、会議終了後の懇親会は岡本会長の乾杯で始まり、愛知県の大村知事にもご参加いただき、
終始なごやかに交流が深められました。
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平成30年度

部会活動事業計画

平成30年5月８日、部会長会議が開催されました。
平成30年度部会運営助成金について事務局より説明し、その後平成30年度部会事業計画について各部会長・副
部会長より説明がありました。
各部会とも、下記の表のとおり、部会活動を計画しております。また、部会員の資質向上、地域の発展の為活
発な部会活動を行って参りますので、事業の際には皆様多数ご参加下さい。
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新入・若手
セミナー 伊賀の産業展 社員研修会
役員会
懇親会

中堅社員研修会
役員会
視察研修

役員会・
総会
食フェス出店者
会議（５～９月）

視察研修

食品工業

役員会・
総会
行政との
懇談会

建 設 業

金融理財

総会
視察研修

役員会

サービス

講演会

役員会

講演会・
セミナー
（９月～ 10 月）

役員会

地域内企業訪問
懇親会

役員会

行政との懇談会
視察研修
（10月～ 11月）

役員会
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セミナー

役員会及び
懇親会

視察研修

役員会

役員会

総会
視察研修会

役員会

役員会・総会
セミナー・懇親会

社会文化

２月

食品産業
物産市
フェスタ
（コスモス祭り）
（9月～10月）

役員会・総会

四十九駅 アンケート
交通運輸
調査実施
見学会
（5 月～ 6 月）

１月

役員会

視察研修会

※正副部会長会議 随時開催 ※法律窓口相談、ジェトロ窓口相談、健康相談 随時開催 ※講習会（園芸教室、医療等）

観

五道袋・五色米・
忍者カード・
役員会
光 シール事業（通年）

「いがぶら」プレツアー
「灯りの城下町」事業
「城下町バル」事業

総会

※NAVIGAロケ撮影支援・地域資源活用事業
NINJAフェスタ事業

青 年 部

例会
（総会）
例会
役員会
役員会

女 性 会

総会
各委員会
県連理事会
視察研修
役員会
役員会
NINJAフェスタ事業

例会
役員会

例会
役員会

役員会

随時実施、灯りの城下町実施委員会

東ブロ親睦交流
例会
例会
（夏まつり） 役員会
役員会

東海ブロック大会例会 例会
役員会
役員会

全国大会
役員会
天神まつり 役員会
県連総会
（団子）

4月～ 12月必要に応じて開催

会員親睦事業 新年懇親会 例会
役員会
役員会
役員会

新春懇親会

30周年事業
全国大会
例会（卒業式）
役員会
役員会
県連理事会

異 業 種
交
流 毎月 1 回例会を実施。年 1 回視察研修及び特別事業開催。
懇 談 会
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会議所の動き
IGAMONO駅前マーケットを開催 ５月５日（土・祝）
ハイトピア伊賀多目的広場で「IGAMONO駅前マー
ケット」を開催しました。
当日は晴天に恵まれ、また伊賀上野NINJAフェス

4000人を超える入場者でにぎわった駅前マーケット

タ2018の期間中ということもあり、忍者衣装に身を包
んだ家族連れなど4,000人を超える方々が会場を訪れ
ました。
会 場 に は16の ブ ー ス を 開 設 し、 販 売 ブ ー ス で は
IGAMONO認定品などの試食や実演販売を行い、多
くのお客様に伊賀の逸品を昼食やお土産にお買い上げ
いただきました。
また、IGAMONO認定品のパネルやディスプレイ
の展示によるPRブース、また伊賀忍者とじゃんけん
をして勝てば「かたやき」がもらえるブースでは、多
くの子どもたちが挑戦していました。
伊賀の風土と暮らしが育み、匠の知恵と技が結集し
たIGAMONOの魅力を大いにPRできました。

「平成30年度企業と高校の採用・就職に関する情報交換会」開催 ５月21日㈪
上野商工会議所・名張商工会議所・伊賀市商工会・
三重県教育委員会の共催により、平成30年度「企業と
高校の採用・就職に関する情報交換会」を上野フレッ
クスホテルにて開催いたしました。この情報交換会は、
企業と高校の人脈づくりの場を提供することを目的に
毎年実施しております。
会場には､伊賀地域の企業72社より106名の人事担当
者と、県内32の高校より39名の進路指導担当者にお集
まりいただき、個別面談方式で、来春の採用・就職活
動に向けての情報交換を活発に行っていただきました。
ごく限られた時間内での面談となりましたが、この
情報交換会をきっかけに今後のネットワークの構築に
繋げていただければと思っております。
サービス部会 視察研修

72社と32校が参加して個別面談が進められました

５月21日㈪

サービス部会は、参加者19名で『OSK日本歌劇団」』
観劇と、
『パナソニックミュージアム』を視察しました。
大阪松竹座にてOSK歌劇団『レビュー春のおどり』
の観劇をしました。華やかな舞台衣装、華麗な歌や踊

パナソニックミュージアムの松下幸之助像の前で
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りを鑑賞し、それが稽古を重ね努力によって習得され
たからこそ見るひとの心をつかんで離さないのだな
と、歌劇団の魅力を肌で感じました。
その後、門真市に創立100周年を迎えた3月17日に
オープンした、『パナソニックミュージアム』を視察
しました。『松下幸之助歴史館』では、松下幸之助の「生
き方・考え方」ものづくりの面白さを学ぶことができ、
『ものづくりイズム館』では、100年間の歴代の商品や、
家電を通して変遷してきた生活の歴史にも触れること
ができました。
また、帰りの車中でサービス部会平成30年度総会を
開催し、議案（1）平成29年度事業報告並びに収支決
算について、（2）平成30年度事業計画並びに収支予算
について承認されました。
サービス部会では色々と体験体感することにより、
接客やサービスに活かすことが出来ると考えていま
す。親睦を深めることも出来、充実した一日となりま
した。

女性会だより 「総会」並びに「ロームシアター京都視察」開催
５月16日に京都へ向かう車中にて、上野商工会議所
女性会総会が行われ、出席者21名のもと、平成29年度
事業報告並びに収支決算報告、平成30年度事業計画
（案）並びに収支予算（案）が審議され、可決承認さ
れました。その後、研修委員会とまちづくり委員会の
合同企画で、伊賀市南庁舎跡地活用について女性会と
して考える機会として、ロームシアター京都の視察を
行いました。まず、最初に会議室でロームシアター京
都の方より、再整備の経過についてと既存施設の活用
について説明をいただきました。その後、実際に施設
内を詳しく説明していただきながら案内いただきまし
た。こちらの施設はもともと京都会館という多目的な
ホールで、日本を代表する建築家である前川國男氏の

５月16日㈬

設計で、伊賀
市庁舎を設計
した坂倉準三
氏と同じ「モ
ダニズム建
築」を実践し
ていることも
あり、とても
似ていると感 ロームシアター京都にて説明を受ける様子
じました。帰りの車中では、参加者一人一人から意見
を発表いただき、伊賀市南庁舎跡地活用について女性
会として考える機会となりました。ご参加くださいま
した皆様、ありがとうございました。

女性会だより 「伊賀市南庁舎跡地活用について市長とのディスカッション」開催
５月16日の「ロームシアター京都」見学をうけ、５
月29日に研修委員会とまちづくり委員会の合同企画
で、伊賀市長岡
本栄様をお招き
し、女性会とし
て伊賀市南庁舎
跡地活用につい
ての意見交換会
を 行 い ま し た。
伊賀市南庁舎跡地活用について活発な意見交換が行われた様子 当日は伊賀市議

会議員で産業建設常任委員会の８名の委員様、伊賀市
産業振興部の方、オブザーバーとして田山会頭にもご
出席いただきまして、女性会としての思いを聞いてい
ただきました。様々な要望とともに、これからの伊賀
市のまちづくりに関して、子供たちの意見を取り入れ
て欲しいという内容をお伝え出来たと思います。また
今後、研修委員、まちづくり委員合同で、子供たちの
意見を聞く場、又それを伝える場を設けていこうと思
いますので、是非ご参加いただきますようお願いいた
します。
まちづくり委員長 佐藤 直美

青年部だより 『上野YEGグランプリin忍びの里』開催
伊賀上野NINJAフェスタ2018の協賛事業として５
月３日、４日の２日間、ハイトピア伊賀駅前広場にて
『上野YEGグランプリin忍びの里』を開催いたしまし
た。今年は駅前広場全面に廃タイヤを並べ全長100ｍ
近いサーキットコースを作り、台車やストライダー等
を使い滑走する障害物競走を行いました。事前に懸念
されていた雨も夜のうちに通り過ぎ良天候の中、２日
間で計453名のお客様にご参加頂きました。併設した
飲食・忍者グッズの販売コーナーと共に、無事盛況の
うちに終えることができました。ご協力頂きました皆

青年部だより 『平成30年度5月例会』

５月３日㈭・４日㈮

様方、本当にありがとうございました。この場をお借
りいたしまして御礼申し上げます。

子ども達に大人気！ 上野YEGグランプリin忍びの里

５月９日㈬

ハイトピア伊賀３階にて平成30年度に開催予定の30
周年記念事業を議題に例会を開催しました。

上野YEG30周年記念事業について話し合う様子

５月29日㈫

はじめに、西出実行委員長（30周年記念事業実行委
員会）より事業のテーマや事業のねらいについて説明
があり、その後各委員会に分かれて決められている担
当について内容を議論し、例会の最後に各委員会に現
時点での事業の内容について発表しました。
全ては上野YEGの30周年記念事業を盛大に開催で
きるように、これまでや今回の意見をふまえアクセル
全開で事業の成功に向かって行動していきたいと思い
ます。
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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

務

労

務

経

営

ＩＴ導入補助金の公募開始について

～自社の課題・ニーズに合わせて様々な業種・組織形態の方にご活用いただけます～
ＩＴ導入補助金は、中小企業・小規模事業者等における生産性の向上に資するソフ
トウェア、サービス等（以下「ＩＴツール」という）を導入する事業者に対して、事
業費等に要する経費の一部を補助することにより、中小企業・小規模事業者等の生産
性向上を図ることを目的としています。

補助対象事業者

中小企業・小規模事業者等
交付申請期間

一次
二次
三次

交付申請期間

平成 30 年 4 月 20 日（金）～平成 30 年 6 月 4 日（月）

事業実施期間※ 1

交付決定後～平成 30 年 9 月 14 日（金）

交付申請期間

平成 30 年 6 月中旬～平成 30 年 8 月上旬（予定）

事業実施期間

交付決定後～平成 30 年 11 月中旬

交付申請期間

平成 30 年 8 月下旬～平成 30 年 10 月上旬（予定）

事業実施期間

交付決定後～平成 31 年 1 月中旬

※ 1．事業実施期間とは、契約・発注～実績報告提出までの期間のことをいいます。

補助対象経費

ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等
※ＩＴ導入支援事業者があらかじめ事務局の承認を受け、事務局のＨＰに補助対象サービ
スとして公開されたＩＴツール（ソフトウエア、サービス等）が補助対象となります。

補助金の上限額・下限額・補助率
補助上限額

50 万円

補助下限額

15 万円

補助率

１／２以内

本補助金に関するお問い合わせ先
サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業
コールセンター

お問い合わせ時間：９：３０～１７：３０
月曜～金曜（土・日・祝日除く）
TEL：０５７０‐０００‐４２９

※募集要項、応募書類等の詳細は、以下のＩＴ導入補助金ホームページをご覧ください。
ＩＴ導入補助金ホームページ https://www.it-hojo.jp/

業務部
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059−354−9971

黒字化120%！ １年で平均2700万円を伸ばした！

これから事業を始めたい方にも！

ネット販売に負けない強い店舗の作り方
〜消費税の軽減税率導入・税率引き上げに備えて経営力を強化〜

「販促」と言えば広告掲載やチラシ折込み、ノベルティ作成などお金がかかると思い込んでいませんか…？
今回のセミナーでは、迫る消費税率引き上げ時の消費不振の対策として、お金を掛けずにすぐ出来る店頭と店
内の作り方、商品を魅力的に見せる仕掛けづくり、口コミを意図的に発信させる具体的な方法をお伝えします。
さとう

講

師

ゆきのり

佐藤志憲氏

OFFICE DETECT 代表
商店街活性化アドバイザー

７月13日
（金）14：00〜16：00

日

時

平成30年

会

場

上野商工会議所ホール（ハイトピア伊賀３階）

申込み

７月10日までにFAXまたはお電話にて
お申込み下さい。

申込先

主な講座内容
●消費税軽減税率制度と価格転嫁対策の概要
●対面販売必勝法
●通行人を顧客に変える店頭はこうして作る
●「売上」を一気に増やすレイアウトの秘訣
●来店促進術
〜信頼を作る販売法・感動を生み出す会話術〜

●絶対に捨てられないDMの作り方

上野商工会議所 中小企業相談所
TEL 0595‑21‑0527

定員30名

FAX 0595‑24‑3857

受講料

無料

商工会議所共済・保険のご案内

パンフレットを郵送いたしますのでご希望の事業所様はお申し出ください。
経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）
取引先の突然の倒産…
そんなときあなたを守る、安心の共済です
○加入資格は、1年以上継続して事業を行っており、資本金額
または従業員数が一定以下の中小企業者
○掛金は月額5千円〜20万円（5千円単位）
○被害相当額の共済金を迅速に貸し付け※最高8千万円まで
○共済金の貸し付けは無担保、無保証人
○掛金は税法上、経費または損金に算入可
○一時貸付金制度有り

中小企業PL保険
『もしも』のPL事故に備える保険です
○製造業はもちろん、販売・飲食、工事・請負業等幅広く対応
○中小企業のための専用商品設計による割安な保険料
○改正消費生活用製品安全法に対応し「リコール費用」
担保特約

小規模企業共済
個人事業主・共同経営者・会社役員の退職金制度
○掛金は月額千円〜7万円（5百円単位）
○掛金は全額所得控除
○加入資格は、従業員が20人以下（商業・サービス業（宿泊業・
娯楽業除く）は5人以下）の個人事業主・共同経営者及び会
社役員
○共済金の受け取りは、廃業・会社の解散・個人事業主の死亡
等、役員の退任（病気・けが・死亡）、老齢給付等

日商

個人情報漏えい賠償責任保険

個人情報保護法に対応
○保険料が一般契約より割安
○無料リスク診断サービス付
○使用人等の故意も対象
○紙データの漏えいも対象
○法人情報にも対応

日商

休業補償プラン

病気・事故で働けない時の所得補償に備えて
○保険料が一般契約より割安
○365日24時間ワイド補償
○万一の場合、最長1年間所得補償が受けられます
○自宅療養や天災も補償
○業務に従事している配偶者も加入できます

日商

業務災害補償プラン

メンタルヘルスにも対応！
あらゆる労災リスクにも備える
○全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な掛金
○労災訴訟にそなえる「使用者賠償責任保険」を標準セット
○政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能
○契約は無記名式。短期労働者やパート・アルバイトも包括自
動補償
○掛金は売上高で算出全額損金処理可能
※政府労災保険への加入が必要です
上野商工会議所ニュース
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伊賀連携フィールド2018年度
2018年度前期市民講座 第２回「広敷伊賀者と御庭番 ―隠密御用の実際―」 ５月19日㈯
徳川林政史研究所副所長

「江戸の建設と服部半蔵・伊賀者」要旨
御庭番は、江戸幕府の隠密としてその名称が広く
知られている。しかし、その割には活動の実態など
不明な部分が多い。これは、御庭番が「隠密」であ
ることから、それに関する記録はほとんど残ってい
ないというのが半ば常識化していたからである。今
回は、徳川将軍家や「御庭番家筋」に伝来した確か
な史料に基づいて、御庭番の実像を明らかにしたい。
御庭番は、紀州藩主徳川吉宗が８代将軍職を継い
だ際、将軍独自の情報収集機関として設置されたも
のである。この将軍直属の隠密という点が、他の隠
密とは異なる御庭番の最大の特色であった。そして
御庭番は、将軍やその側近役人である御側御用取次
の指令をうけて、諸大名や遠国奉行所・代官所など
の実状調査、また老中以下諸役人の行状や世間の風
聞などの情報を収集、その調査結果を報告書である
風聞書にまとめて上申し、将軍はその情報を幕府政

雅海

治に反映させていた。かくして御庭番は、将軍が老
中以下の行政機構に対抗し、幕政の主導権を握る際
の重要な手段としての機能をもち、その役割は幕末
まで維持されたのである。本講座では、はじめに御
庭番の創設過程、その組織・地位・職務を説明し、
ついで隠密鼓動の実態について明らかにしていくつ
もりである。

三重大学国際忍者研究センターだより
こんにちは。伊賀市のセンターの常駐教員（准教
授）
、高尾善希です。今回は高尾の自己紹介をした
いと思います。
1974年生まれ、千葉県出身の44歳です。東京都町
田市に、子ども４人・妻・義母を残して、三重大学
に単身赴任しています。研究テーマは徳川幕府の伊
賀者です。センターは伊賀にありますが、三重大学
人文学部・三重大学大学院人文社会科学研究科にも
属していますから、津市の三重大学上浜キャンパス
にも、講義のために出勤しています。
去年７月、センターにご採用いただきましたが、
それまでは、東京近辺で、江戸・江戸周辺の地域史
や徳川幕府の研究をしてきました。それでは、いま

深井

２の巻

まで三重県にまったく縁がな
かったのかというと……、実
は、曽祖父は三重県師範学校
の卒業生、祖父は三重高等農
林学校の卒業生です。それぞ
れ三重大学教育学部・三重大
学生物資源学部の前身校です
ので、私の家は私を含めて100年にわたるご縁があっ
たわけです。四日市出身の芸能人加藤歩さんの遠縁
にもあたりますし、忍者も属していた藤堂藩無足人
（郷士）の子孫でもあります。偶然、三重大学にご
採用いただいて、先祖の縁なのか、運命の不思議さ
を感じています。
（准教授 高尾善希）

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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商工会議所会費

口座振替は6月11日（月）です

平成30年度前期分会費の納付をお願いする時期となりました。
会費を口座振替にてご納入の会員事業所様は、6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、６月30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。

特定商工業者制度にご協力ください
特定商工業者とは？
「資本金300万円以上の法人」または、
「従業員20人（商業・サービス業は5人）以上の法人・個人」の
事業所が特定商工業者に該当します。
商工会議所は「商工会議所法」により、毎年地区内の商工業者の調査を行い、法定基準に照合して特定商
工業者を確認し、法定台帳を作成しなければなりません。
従来から引き続き特定商工業者に該当の方も、本年新規に該当の方も、事業所調査と負担金納入（年額
2,000円）についてご協力頂きますようお願い致します。

第10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。
10回目となる今回は、“伊賀の和菓子” をテーマにしました。市内の和菓子屋に取材を行い、
伊賀で和菓子の文化が培われた背景や、代表的な伊賀の和菓子の紹介、またな
つかしの和菓子こぼれ話などを掲載しました。
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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会員 ひろば

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市四十九町2397
TEL 21−2636 FAX 24−1836

森下弁柄工業株式会社

我社は1918年（大正７年）に創業者森下元良氏が人工硫酸鉄による “べんがら” 製造法を開発、伊賀市上野万
町にて森下舎密工場の創業が始まりです。
その後、1937年（昭和12年）には森下弁柄製造所を改組し、森下弁柄工業株式会社を設立、また1971年（昭和46
年）には関東電化工業株式会社との合弁で日本酸化鉄工業株式会社を設立、さらに1975年（昭和50年）には日本
酸化鉄工業株式会社及び森下弁柄販売株式会社を吸収合併し今日に至っております。そして、今年３月20日に創
業百周年を迎えることが出来ました。
先人達は戦中・戦後の大混乱の中を生き抜き、い
つの時も我社の “べんがら” を世に送り出すことに
よって、大きな社会貢献をなしとげてこられました。
我社と共に業界を支え合った弁柄メーカーは今や
三社となってしまいましたが、私達は先人達によっ
て築かれたその歴史や伝統を継承し、“べんがら”
の何とも言い表しがたい響きのある言葉と価値ある
製品を誇りに、地域社会の皆様と共にこれからも繁
栄する会社を目指してまいります。
創業当時の風景

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 名

事 業 所 名

商工業者数

H30年4月末会員数

組織率

2,618件

1,459件（特別会員85件）

52.4%

（平成30年３月13日～平成30年５月27日）
（敬称略）

代表者名

住

所

業

商

業 ぎゅーとら ラブリー伊賀西明寺店 井坂

純也 伊賀市西明寺1896-2

スーパーマーケット

工

業 トラモク

大北

知哉 伊賀市治田57-1

木工業

サービス ヤマヒロ

安田

博信 伊賀市西明寺648

不動産賃貸

社会文化 富士ゼロックス三重㈱

杉井

秀樹 伊賀市服部町260-3 上野運送ビル2F IT システムの構築

社会文化 ㈱パビエ

坂本

敦 伊賀市平野北谷471-10

武田

晋也 伊賀市上野農人町428-7

飲食店

清水

光一 伊賀市八幡町3197-1

移動販売（飲食品）

観

光 カラカッタ

観

光 HIKARI

伊賀上野店

種

介護事業・建設業

特別会員 公文書写上野市駅前教室

西村百合子 名張市桔梗ヶ丘西7-6

書写教室

特別会員 三重の実（同）

笠原

健康食品等の検証及び企画販売

きく 名張市百合ヶ丘西２番町79

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

6月・・・ 6日・15日
7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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市民夏のにぎわいフェスタ2018
「子どもからお年寄りまで、来る人すべてが一日楽しく遊べる空間」をテーマに
中心市街地・銀座通り・本町通りを歩行者天国にして楽市・楽座を開催します。

と

き

ところ

伊賀の産業展

平成30年８月19日
（日） 正午から午後９時
銀座通り・本町通り・中之立町通りの一部
伊賀市内の製造業を中心とした産業のPR・振興のため、産業展
を開催します。詳細はお問合せください。

清掃ボランティア協力企業を探しています！

夏のにぎわいフェスタ会場では、ごみ箱を８カ所設置しています。その中の４カ所のゴミ箱設
置場所にて、正午から21時までの間、ごみ箱の管理（分別・ごみ袋の入替等）のボランティアに
ご協力いただける事業所を募集しています。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。
お問合せは…TEL21-0527 市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会事務局（上野商工会議所内）

伊賀市市民花火大会

と

き

ところ

８月26日（日）
午後８時30分から午後９時30分
服部川河川敷

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ
（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、
リスク対策や事業承継など）
を共済制度／福祉制度でサポートしています。
アクサ生命保険株式会社
四日市支社 津営業所 上野分室
〒518-0873 伊賀市上野丸之内500
TEL 0595-24-1724

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５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。お客様にとっては、
店舗に来ていただくきっかけづくり、新規顧客やリピーターを含めたファンづくりにつながる取り組みです。
◇実 施 期 間

◇参加店負担金
◇参 加 対 象
◇お 申 込 み
◇第 1 回勉強会
◇そ の 他

◆第４回まちゼミ実績◆

◆第５回まちゼミ募集内容◆

平成 31 年 2 月初旬～ 3 月初旬の約 1 ヶ月間（予定）
（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）
商工会議所会員事業所：１講座（種類）につき 5,000 円
商工会議所非会員事業所：１講座（種類）につき 10,000 円
旧上野市内の事業所（会員事業所は上記の範囲に限らず参加できます）
下記申込書にて FAX でお申込みください。
申込締切 平成 30 年 7 月 27 日（金）まで
８月（予定）（兼参加店説明会）
詳細は折込チラシをご覧ください。

◇開 催 期 間
平成 30 年 2 月 1 日～ 3 月 10 日
◇参 加 事 業 所
18 事業所（20 講座）
◇受 講 者 数
234 人（アンケート結果より、受講
した講座についての感想は、「大満
足」
「満足」が 98％を占め、大変満
足度の高い講座でありました）
主催：伊賀上野まちゼミの会
上野商工会議所
伊賀上野商店会連合会

お問合せ：上野商工会議所（担当：森岡・堀・山崎） TEL：0595-21-0527 / FAX：0595-24-3857

（田村耕太郎・朝日新聞社・1,300円＋税）
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今月のおすすめの１冊
『茶屋四郎次郎、伊賀を駆け抜ける』
諏訪宗篤著

朝日新聞社

本体1,300円＋税

徳川家出入りの一商人、茶屋四郎次郎。本能寺
の変をいち早く家康に知らせ、魑魅魍魎跋扈する
伊賀の地を突破し、家康を三河の地に戻す決意を
する。
そうです。この本、伊賀越を題材にした時代小
説なんです。著者の諏訪宗篤さん
は四日市市のご出身。何度も何度
も応募してようやく受賞が叶った
んだと教えて下さいました。第９
回朝日時代小説大賞受賞作。
「伊
賀越」を物語で読める珍しい１冊
です。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

６・７ 月 主 な 事 務 局 行 事

頭に来てもアホとは戦うな！

６月

（下重暁子・幻冬舎・780円＋税）

役員会・総会・講演会

極上の孤独

３日・全国あんざんコンクール

（吉野源三郎・マガジンハウス・1,300円＋税）

４日・社会文化部会

君たちはどう生きるか

５日・労務対策協議会

⑤

（漫画羽賀翔一 原作吉野源三郎・マガジンハウス・1,300円＋税）

７日・正副会頭会議

④

漫画 君たちはどう生きるか

・伊賀学検定委員会

③

（創価学会婦人部・聖教新聞社・648円＋税）

日・第１４９回簿記検定試験

②

幸福の花束 Ⅱ

・青年部例会（緑ヶ丘中学校）

①

提供 岡森書店 白鳳店

13 10
日・税連協

平成30年5月期

日・通常議員総会（サンピア伊賀）

（コミック・文庫除く）

・工業部会役員会

ベストセラー紹介

44

15 14
日・専務理事会議

19

日・第 回カラーコーディネーター検定試験

日・ 日・ジャパニンシール説明会

日・青年部三役会・役員会

30

年度第１回県商女連理事会（亀山）

・女性会第２回役員会

21 20 18 17
日・平成

日・第２１３回珠算検定試験

日・異業種交流懇談会

26 25 24
日・建設業部会役員会・総会・懇談会

７月

40

６日・工業部会総会・講演会（サンピア）

視察研修・総会

視察研修

８日・ 第 回福祉住環境コーディネーター検定試験
９日・商業部会総会・懇親会（伊勢之家）

・食品工業部会

11

日・金融理財部会

82

日・ ネット販売に負けない強い店舗の作り方セミナー

日・第 回販売士検定試験

17 14 13
日・専務理事会議

・記帳継続相談会

日・青年部三役会・役員会

24

日・青年部例会

日・第 回ｅｃｏ検定試験

日・県連会員総会（四日市）

・異業種交流懇談会

23 22 21 18

