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旧料理旅館九重本館（国 登録有形文化財（建造物）
）
（伊賀市上野西日南町）

料理旅館九重は1924
（大正13）
年ごろに建築された東西の通りに面する２軒並びの町屋を取得して創業。
本館の建築面積は317平方メートルで、1943
（昭和18）
年ごろに大広間を持つ一部３階建ての建物を増築
し、同時期に門と塀も建てた。本館と中庭を隔てた西側の別館は1949
（同24）
年ごろに建設した。1998
（平成10）
年に閉館したが、現在は本館の一部を食事処として営業している。
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上野銀座通りおよび本町通り周辺 歩行者天国

9 楽市楽座

（日）

雨天決行

正午〜午後 9 時

（警報発令時は中止する場合があります）

周辺商店街や地元企業によるブース、県内外からのフリーマーケットが一堂に集まる「楽市」！
ストリートパフォーマンスやステージイベントなどを行う「楽座」！！
当会議所・青年部も参加し、来場者出展者みんなで楽しめるお祭りです。
主催：市民夏のにぎわいフェスタ2018実施委員会 後援：伊賀市・上野商工会議所 問合せ：0595‑21‑0527
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上野運動公園周辺

26 伊賀市市民花火大会

（日）

雨天決行・荒天中止

午後8時30分〜午後9時30分

主催：伊賀市市民花火大会実行委員会

問合せ：080‑9494‑1519
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問合せ 伊賀市市民花火大会実行委員会伊賀一宮I.C.
☎080-9494-1519
※詳しくは、8月15日号広報いが市同時配布のちらしをご覧ください。
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規制区間 本町通り・銀座通り・中之立町通りの一部

８/19㈰
中之立町通り

☎22-9663

西之立町通り

【問合せ】交通政策課

西コース：ふれあいプラザ前、中町、西町
東コース：片原町、広小路駅前、農人町、西町、中町、
ふれあいプラザ前

銀座通り

三之町通り

R368
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停留所
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中瀬I.C.
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ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

北回り循環
「終日通常運行」

上野天神宮

ふれあいプラザ

二之町通り

8月19日（日）上野コミュニティバス「しらさぎ」
西コースは公園口〜西大手交差点経由となります。
東コースは赤坂経由となります。
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外回り循環「終日迂回運行」
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慮ください。
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名阪国道

北伊勢上野信用金庫臨時駐輪場 19日のみ

川
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城北駐車場

※交通規制区間は自転車に乗っての通行はご遠慮ください。

交通規制のお知らせ

至名古屋

午後6:00〜午後10:00

運動公園

伊賀
鉄道

※ 駐車場内でのトラブルにつきましては、一切責任をおいませんので
ご了承ください。
※ 当日は、道路の混雑が予想されますので公共交通の利用にご協力
ください。

の区間

伊賀市市民花火大会
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JR西日本関西本線

いがうえの

同時開催

8月19日

上野商工会議所地域活性化事業

12：00 〜19：00
上野シティホテル北側駐車場

（市民夏のにぎわいフェスタ2018会場内）
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配布します。
13時からになります。
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スタンプを集めて

景品GET!!

㈱ミルボン

三重県屋根 西ざわ笑店
工事業組合
連合会 三重県立あけぼの
学園高等学校

馬場建具店

中外医薬生産㈱

（一社） スマイルウッド(同)
三重県
建築士会 景品交換所

上野印刷㈱

上野ガス㈱
上野都市ガス㈱
ゆめぽりす伊賀
立地企業連絡会
三重大学
伊賀研究拠点

Ｎ

三晃工業㈱

㈱PLUS ONE

中部電力㈱
伊賀営業所

※1人1回限り
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台紙は各ブースにて

伊賀の産業展

伊賀の産業展
ステージ
出

展

内

容

スマイルウッド（同）

杉を使った木工ワークショップと作品の展示・販売。

三重県立あけぼの学園高等学校

伊賀産菜種油を活用したシャンプー、
トリートメント、
オイルエッセンスの販売。

中部電力（株）伊賀営業所

スポンジボール工作教室、
手回し発電機体験、
エネルギーパネル展示。

西ざわ笑店

暑い夏のスタミナ食！ 揚げたて“コロッケ・唐揚げ・カレーパン”を提供！！

三晃工業（株）

太陽光発電システムのモジュールの展示及び設置写真パネルの展示。定置型蓄電池サンプルの展示。
（※カキ氷販売）

（株）PLUS ONE

リフォームの施行事例、輪なげ、バルーンアート、新築住宅のご案内。

（株）
ミルボン ゆめが丘工場

頭髪化粧品の展示。

中外医薬生産（株）
（株）森機械

医薬部外品の販売。暑い夏を中外医薬のドリンクで乗り切ろう！
企業PR&竹材おもちゃお遊びコーナー。

上野ガス（株）・上野都市ガス（株） 無料のお子様向けゲーム（賞品あり）と、ガスの防災用機器展示。
三重大学伊賀サテライト伊賀研究拠点

伊賀研究拠点での展開事業、研究のパネル展示と、体験型科学実験教室「恐竜の卵」作り。

馬場建具店

匠の作品展示と「木製コースター」づくり。

上野印刷（株）

伊賀流忍者グッズ展示。
協

（一社）三重県建築士会

力

団

体

建築士会のPR＆親子で楽しめる「光るどろだんご作り」（先着36名様限定）

ゆめぽりす伊賀 立地企業連絡会

企業PR、
お子様向け無料ゲーム。

三重県屋根工事業 組合連合会

屋根材、主に粘土瓦の展示PR・粘土型抜き体験。

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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会議所の動き
伊賀市と建設業部会との懇談会開催 ６月26日㈫
伊賀市副市長・建設部長・建設部次長・建設部企画
管理課長・建設部道路河川課長・建設部建築課長・総
務部契約監理課長と建設業部会役員との懇談会を開催
致しました。
懇談内容は、地域企業向け市場の形成や担い手確保
に役立つ入札契約方式の改善、地方自治体の発注体制
の補完などについてです。提案項目の1つとして、昨
年度3月に市指定文化財成瀬平馬長屋門保存修理工事
の発注の際、入札参加資格が「平成19年度以降に重要
文化財建造物又は地方公共団体指定文化財建造物にか

かる保存修理、改修工事の施工実績があること」とあ
り、結果は施工事業者並びに監理業務委託業者ともに
県外業者に落札されました。伊賀市内に該当する業者
はいません。
今後の発注については、地元業者でも施工可能な工
事は地元業者の施工実績に配慮し、行政として地元業
者を育成するためにも入札参加資格を見直していただ
きたい等、今後の発注についての提案をし懇談会を終
えました。

伊賀学検定・伊賀学ジュニア検定開催
忍者が木に登って敵から隠れる方法を、何というか
ご存知ですか？
毎年２月に実施される「伊賀学検定」に先駆け、伊
賀市内の小学６年生を対象とした「伊賀学ジュニア検
定」を今年も開催しました。７月３日には壬生野小学
校、７月17日には柘植小学校で実施しました。
生徒の皆さんには事前にドリルが配布され、伊賀市
に関する芭蕉や城、忍者、祭、雑学といった問題に、
楽しみながら取り組んでいただきました。
工業部会 「総会並びに講演会」開催

７月６日㈮

ヒルホテルサンピア伊賀において、平成30年度工業
部会総会並びに講演会を開催致しました。浅井裕久部
会長（㈱安永顧問）からの挨拶の後、平成29年度事業
報告・収支決算報告及び平成30年度事業計画（案）・
収支予算（案）について上程され、満場一致で承認さ
れました。
総会に引き続き開催の
講演会では、
（一社）中
部産業連盟にて国内外の
「TPS（トヨタ生産方式）と企業マネジ 数多くの企業変革コンサ
メントについて」 講師 佐々木元様 ルティングに携ってこら
食品工業部会 「視察研修」開催

れました、佐々木元様（㈱日本プロセスウェア・マネ
ジメント研究所 代表取締役）をお招きし、「TPS（ト
ヨタ生産方式）と企業マネジメントについて」をテー
マにご講演をいただきました。在庫を最小限に抑える
など製造現場の徹底したムダの排除を目指すTPSの考
え方についての解説に加え、企業の持続的成長へと繋
がる現場マネジメントの方法論をご教授いただきました。
会員企業の皆様に対し、企業活動の原動力となる製
造現場に対する見方・関わり方を学んでいただき、円
滑な事業運営に役立てていただく上で、良いきっかけ
を作ることができたのではないかと思います。

７月11日㈬

この度、
食品工業部会の部会長を仰せつかりました。
宜しくお願いいたします。
さて、７月11日、視察研修を実施いたしました。ま
ず最初に訪ねましたのは、味の素㈱東海工場です。こ
こでは、だしの素や化粧品等を製造しています。わか
りやすく映像でレクチャーを受けたあと、鰹だしのも
とでおにぎりを作ったり、鰹節を削るワークショップ
を行いました。皆様には、旨味成分であるグルタミン
酸等について見識を深めて頂けたかと存じます。
続いて、片岡温泉アクアイグニスへ。古田営業部長
の案内で、飲食施設、宿泊施設を丁寧に案内いただき
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「伊賀学ジュニア検
定」は、今後も伊賀市
内の小学校で随時実施
伊賀学ジュニア検定 壬生野小学校の様子
する予定です。
冒頭の答えは「狸隠れ」です。「伊賀学検定」では、
この他にも様々な問題が出題されます。
通常の「伊賀学検定」は、今年は2019年２月17日に
実施され、１月４日から申込受付を開始します。皆さ
んの受検をお待ちしています。

ました。奥田シェフ、笠
原 氏、 辻 口 パ テ ィ シ エ
と、まさに当代きっての
スターがプロデュースす
る食と癒しのコンセプト
味の素㈱東海工場にて
を存分に学んで頂けたことと存じます。源泉かけ流し
の温泉も堪能していただきました。
最後に、パラミタミュージアムにて、しっかり感性
を磨いて頂けたと存じます。引き続き、有益な事業を
ご案内できたらと考えております。
食品工業部会 部会長 中村伊英

金融理財部会 総会ならびに視察研修会を開催

７月11日㈬

金融理財部会は、参加者12名にて総会ならびに視察
研修会を開催し、京都・大阪方面へ出向きました。行
きの車中で総会を開催し、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）について承認されました。
視察研修会では、まず京都府宇治市の「三星園上林
三入本店」を訪れました。創業天正年間、将軍家の
御用御茶師という格式と伝統のある老舗の御茶屋で、
十六代当主上林三入氏より、お茶心と歴史を学び、抹
茶作りを体験しました。平日にもかかわらず、周辺の
風情ある石畳の街並みは、国内外からの多くの観光客
で賑わい、観光立市を掲げる伊賀市にとりましても、
参考にしたい要素が多々感じられました。午後には、
大阪府三島郡の「サントリー山崎蒸留所」を訪れ工場
見学ツアーに参加し、多彩な個性のモルトウイスキー
を生み出す作り手の “こだわりものづくり” に触れま

した。
参加者一同、一日を通して大いに見聞を深めると共
に、和やかに交流と懇親を深め、有意義のうちに視察
研修会を終えることができました。

サントリー山崎蒸留所にて

「ネット販売に負けない強い店舗の作り方」セミナー開催 ７月13日㈮

「ネット販売に負けない強い店舗の作り方」について講議を受ける様子

異業種交流懇談会 「視察研修旅行」開催

上野商工会議所ホールに於いて、「ネット販売に負
けない強い店舗の作り方」をテーマにセミナーを開催
しました。
講師に、OFFICE DETECT代表・商店街活性化ア
ドバイザーの佐藤志憲氏をお招きし、対面販売必勝法、
通行人を顧客に変える店舗はこうして作る、絶対に捨
てられないDMの作り方などについてご講義いただき
ました。
当日は、当所会員事業所を中心に約25名の参加があ
り、参加者からは「たいへん有用であった」
「興味、
関心が持て今後に活用できるものだった」などの感想
が聞かれ、皆様熱心に聴講されました。

７月23日㈪

異業種交流懇談会（岡森久剛座長）の７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
12名が参加し、株式会社河内ワインのワイナリーを訪
問させていただきました。ブドウ栽培に適した地形や
環境であることから、羽曳野市を中心とした南河内地
方でブドウの栽培がはじまったのを契機として、昭
和53年には地元で収穫されたブドウを100パーセント
使った「河内ワイン」を発売し、河内ワインのブラン
ド化がはかられました。当日は、スタッフの方にワイ
ナリーを案内していただきながら、生産工程や商品の
ラインナップなど詳しく説明していただきました。そ
して最後に試飲をさせていただきながら、河内ワイン
の歩んできた歴史に思いをはせました。
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19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、上野商工会議所異業種交流懇談会事務
局（TEL 0595-21-0527）までお問い合わせ下さい。

「河内ワイン」ワイナリーにて
上野商工会議所ニュース
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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

三重県よろず支援拠点「無料経営相談」のご案内
1 総合的・先進的アドバイス

解決が困難な経営相談に応じます

2 チームの編成を通じた支援

事業者の課題に応じて、複数の支援機関・専門家がチームを組んで支援します

３ ワンストップサービス

地域の支援機関とのネットワークを活用して、経営課題に応じて的確な支援機関等を紹介します

経営上のあらゆるお悩みの相談に対応します。
まずは「よろず支援拠点」に、ご相談ください。
相談は何度でも無料です！
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 13：30〜16：30
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

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
９月８日
（土）13：30 ～ 16：30
名張産業振興センターアスピア４階
10月13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）

決算・申告実務研修会の日程について
日

時

平成30年９月19日（水）13：30 ～ 15：30（予定）

場

所

名張市南町822-2
アスピア３階

内

会議室Ｂ

容 「わかりやすい

会社の決算・申告の実務」

について
講

師

受講料

上野税務署

法人課税部門

上席国税調査官

法人会員・上野商工会議所会員・名張商工会
議所会員・伊賀市商工会会員（無料）その他
は、2,000円 （事前申し込みが必要）

主

催

一般社団法人伊賀法人会
伊賀市上野丸之内500
電話 24-5774

共

ハイトピア伊賀３階

FAX 24-5796

催 名張商工会議所・上野商工会議所・伊賀市商工会

業務部
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名張産業振興センター

059−354−9971

〜資格を取ってキャリアアップを目指しませんか〜

平成30年度
検定試験種目

後期分商工会議所各種検定試験日程
試

験

日

受験申込期間

回

級

第150回

１～３級

11月18日（日）

第151回

２～３級

2月24日（日）

12月17日（月）～1月25日（金） ３級：2,800円

第83回

２～３級

2月20日（水）

12月17日（月）～
２級：5,660円 ３級：4,120円
1月25日（金） （上野商工会議所では１級は実施しません。）

第214回

全て

10月28日（日）

8月20日（月）～9月27日（木）

第215回

全て

2月10日（日）

12月3日（月）～1月10日（木）

④カラーコーディネーター

第45回

２～３級

12月2日
（日）

9月18日
（火）～
２級：7,340円 ３級：5,250円
10月17日（水） （上野商工会議所では１級は実施しません。）

⑤福祉住環境コーディネーター

第41回

２～３級

11月25日（日）

9月11日
（火）～
２級：6,480円 ３級：4,320円
10月10日（水） （上野商工会議所では１級は実施しません。）

⑥環 境 社 会（ e c o ） 第25回

級の設定
なし

12月16日（日）

10月2日
（火）～
10月31日（水）

①簿

記

②リテールマーケティング
（販 売 士）

③珠

受験料（税込）

9月10日（月）～10月19日（金） １級：7,710円 ２級：4,630円

算

１級：2,300円
２級：1,700円
３級：1,500円 ４級〜６級：1,000円
７～ 10級・暗算：900円
段位（珠算・暗算）：2,900円
（珠算のみ）：2,500円
（暗算のみ）：1,200円

5,400円

※①～③の申し込みは、上野商工会議所で受験申込期間中の月～金曜日、９時から17時まで受付ます。
※④～⑥の申し込みは、東京商工会議所ホームページまたはパンフレットをご確認ください。パンフレットは、上野商工会議所に設置しています。
※その他ご不明な点は、上野商工会議所までお問い合わせください。【問合せ先】上野商工会議所 TEL 0595−21−0527
※簿記検定はネット申込が可能です。

ネット申込ページURL：https://links.kentei.ne.jp/bookkeeping/2307
ネット申込の場合は、受験料に加え別途手数料300円（税込）がかかります。
お支払方法は、クレジットカード払い及びコンビニ決済からお選びいただけます。

簿記検定試験対策講座

誰にでもわかる・誰にでもできる

簿記教室のごあんない

受講生募集！
！

３級

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。

日商簿記検定試験対策講座を開講

事業を営む上で、簿記は重要不可欠なものです。時

いたします。独学で勉強を進めてい

代が変わっても、簿記の仕組みは変わりません。一度

る方、新しいことにチャレンジした

習得すれば一生自分の財産となるものです。

い方…一緒に簿記を勉強しません

是非、この機会に簿記を習得され、経営の合理化や

か。11月18日（日）の本番に自信を

税務申告等、企業発展の指針として活用されてみては

もって臨めるよう、この機会に是非

いかがでしょうか。

お申込み下さい。

日

９月３日
（月）４日（火）５日
（水）６日
（木）

期

間

10月２日（火）～ 11月15日（木）

７日
（金） 計５日間

時

間

19：00 ～ 21：00

各日とも

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

時

午後７時～９時まで

場

所

上野商工会議所（ハイトピア伊賀３階）

講

師

公認会計士・税理士

鈴木

陽介氏

受講料

１名

定

20名 （申込み先着順にて締切）

員

申込締切
主

催

公認会計士・税理士

2,000円（テキスト、資料代含む）

鈴木

陽介氏

辻村

美樹氏

受講料

10,000円（別途にテキスト代いただきます）

８月24日
（金）

持ち物

筆記用具・電卓

※受講者は電卓、筆記用具をご持参下さい。

定

上野商工会議所中小企業相談所
TEL 0595-21-0527

FAX 0595-24-3857

員

20名（会場の都合上、定員になり次第締め切ります）
※申込が10名に満たない場合は、中止となります。

申込締切

９月14日（金）
上野商工会議所ニュース
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名神名阪連絡道路シンポジウム

７月22日
（日）
、滋賀県甲賀市で、滋賀県の名神・新名神高速道路を経て三
重県の名阪国道に至る「名神名阪連絡路」の早期実現を目指そうと、自治体
関係者らが出席したシンポジウムが行われました。
シンポジウムには、甲賀市の岩永市長を始め、滋賀・三重の両知事、それ
に衆議院議員の自民党二階幹事長らも出席しました。
名神名阪連絡道路は、国道８号から国道165号の区間６本の国土主要縦軸
幹線を南北に結ぶ最短距離区間となり、実現すれば産業、経済、観光、文化
等の交流により滋賀県、三重県はもとより、近畿圏、中部圏の更なる発展に
寄与することが期待されます。
2001年に整備手法などを調査する調査区間に指定されたことから、関係自
治体では早期実現に向けた機運を高めています。
22日のシンポジウムでは、滋賀県トラック協会田中会長の意見発表「名神名阪連絡道路によって物流が変わる」
の後、
「名神名阪連絡道路による地域づくり」と題してパネルディスカッションが行われ、田山会頭もパネラー
として出席し、道路の必要性や経済効果、実現した場合のメリットについて議論されました。

部会活動ご案内 ぜひご参加ください

〜何かいいことがありそう！
交流の場が広がります〜

工業部会
『新入社員及び若手社員研修会』
日 時 ９月５日
（水）
13時30分〜 16時30分
場 所 ゆめテクノ伊賀
（伊賀市ゆめが丘1‑3‑3 TEL41‑1061）
対象者 新就職者及びそれに準ずる方で高卒〜 25
歳ぐらいまでの方、企業人、社会人とし
ての更なる自覚を心がけてほしい社員。

講

師

会

費

① 旭ダイヤモンド工業㈱ 三重工場
生産技術部 生産技術係 係長
中森 俊貴 様
② ㈱ミルボン 生産本部
技術開発部 解析技術課 サブマネージャー
西上 美佐子 様
無料

特定商工業者のみなさまへ

法定台帳の作成および負担金に
ご理解とご協力をお願いします！
！
当会議所では商工会議所法に基づき、地区内の特定商工業者について商工会議所法施行令で定めら
れている事項を登録した法定台帳を作成する事が義務付けられています。該当事業所には７月下旬に
法定台帳を送付いたしましたので、所定事項をご確認いただき、８月末日までにご提出を頂きますよ
うお願い申し上げます。

◇特定商工業者とは次の①・②のいずれかに該当する事業者です。
①資本金額が300万円以上
②従業員数が20人（商業・サービス業は５人）以上

◇負担金について

法定台帳の作成運用管理の為の諸経費として三重県知事の認可を得て年額2,000円のご負担をいた
だくことになっております。
問合せ先

総務課

TEL 21−0527
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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４回「伊賀・甲賀の一揆について」 ７月21日㈯
「伊賀・甲賀の一揆について」要旨
国際日本文化研究センター助教 呉座 勇一
江戸時代になると「伊賀者」という形で伊賀忍者
の姿が見えるが、それ以前の中世においては、武士
とは異なる職業的諜報員としての忍者の存在は確認
できない。中世の「伊賀衆」は時に忍び働きを行う
ことはあっても、本質的には地侍（村落に土着して
いる武士）だった。
彼らの活躍として最も知られているのが、巨大な
織田政権と戦った天正伊賀の乱である。当時の伊賀
衆は「伊賀惣国一揆」という組織に結集しており、
同乱は「織田政権と伊賀惣国一揆の戦争」と評される。
しかし学界では、この伊賀惣国一揆の性格をめ
ぐって、同一揆を地侍だけの一揆と見る意見と、地
侍だけでなく百姓も参加している一揆と捉える意見
とが対立している。結論が出ないのは、同一揆に関
する史料が乏しいからである。そこで伊賀の地侍と
性格が似ている甲賀の地侍たちの一揆について検討
し、その研究成果に基づいて伊賀惣国一揆の実態を

解明したい。
永禄九年伴・山中・美濃部三方起請文や永禄十三
年大原同名中与掟など甲賀の侍の一揆に関する史料
を再検討すると、日常的に対立してきた地侍と百姓
が、織田信長という外敵の出現を受けて一揆を結ん
だことが判明する。したがって伊賀惣国一揆掟書も、
織田との対立という危機的状況下で伊賀衆が百姓層
を軍事総動員するために永禄十二年十一月に作成し
たものと評価できる。通説では「惣国」と「惣国一
揆」を同義と理解し、戦国時代の畿内に多くの惣国
一揆が成立したと言われているが、「惣国一揆」と
いう史料用語が登場
するのは伊賀惣国一
揆掟書のみであり、
平常時の「惣国」を
非常時の「惣国一揆」
に発展させることが
できたのは伊賀だけ
だったと考える。

三重大学国際忍者研究センターだより
こんにちは。三重大学国際忍者研究センター事務
補佐員の酒井です。伊賀生まれ伊賀育ちではありま
すが、忍者に興味を持ち出したのは20歳になってか
ら、しかも外国の方に「伊賀の忍者といえば」と教
えていただいたのがきっかけです。まさに忍者の逆
輸入でした。日本人で、なおかつ伊賀の人間にも関
わらず自分の忍者に対する認識が、小説やアニメで
得た程度のものだった事は少し恥ずかしかったで
す。それからというもの、伊賀在住という地の利を
活かして多くの方にいろんな事を教えていただきな
がら探っていくうち、忍者というのはまだまだ発掘
されていない事実が眠っている未開の分野であるよ
うに見えてきました。今思うと、小学生のころ上野

産業会館でバスを待ちながら
漫画本を買っていたあの時
も、店主さんにもっといろん
なお話を聞いておけばと後悔
しています。幸い、そのお店
だった沖森文庫刊の「忍秘伝」
は、成人してから手に入れる
ことができ、今はハイトピア
伊賀となったビルの、国際忍者研究センター内で
しっかり保管されております。忍者研究の最前線で
もあるセンターに着任させていただいたので、忍者
研究ひいては故郷の伊賀にも貢献出来たらと思って
います。
（事務補佐員 酒井 裕太）

前田教育会館をビジネスイベントの場としてご活用ください
○新商品の発表会や展示会
◯お得意さま向けのセミナーやイベント
◯物品販売
お 見 積 り
お問い合わせ

４の巻

無料駐車場70台完備

蕉門ホール（フラット）
講座室 16,500円〜
平 日 44,000円〜
和 室 11,000円〜
土日祝 61,600円〜 （平日・土日祝を問わず）
※上記利用料は一例です

公益財団法人前田教育会

〒518-0017 三重県伊賀市大谷670番地
☎０５９５‑２４‑５５１１（月曜休館）
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！
！

伊賀市荒木1668-20

なごみ整体

TEL 090-1568-0188
http://ashiurakara.com/

カラダ環境を整えるには、いろんな方法があります。整体で整える環境もその一つで
す。同じ姿勢が続いていると、カラダのゆがみや重心の偏りが見えてきませんか。生活
環境を見直すことで、ご自身に合った整え方を見つけていきましょう。筋肉は全身の動
きにつながっていて、肩・腰・足の疲れは骨盤のゆがみからきているかもしれません。
筋肉のバランスを緩やかに調整していく整体がお勧めです。土台である足裏環境の崩れ
には、リフレクソロジー＆整体。足裏にかかる重心を考え、ふくらはぎの活動を取り戻
すためのオイルメニューです。足を取り巻く環境には、靴環境の見直しや角質ケアも大
切です。足形の崩れによって溜まった角質を整え、歩きやすい足作りをお手伝い。フェ
イシャル＆整体では、目の疲れやストレスにも関係しているお顔のゆがみを整えていき
ます。健康維持活動として、ストレッチ講習も行っております。ココロとカラダにゆと
りをもたらすなごみ整体をどうぞよろしくお願いします。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H30年6月末会員数

組織率

2,618件

1,458件（特別会員86件）

52.4%

守れますか？ 大切な社員

海外出張者・赴任者とそのご家族を守るために
商工会議所の会員だけがご利用できる制度があります

商工会議所
会員限定

海外で危険に晒されたら・
・
・

テロ・戦争・暴動・内乱
大規模自然災害
疫病・感染症

安全な国・地域まで
緊急避難
社員様とご家族をお守りします！

従業員数100名以下の場合、年会費は一律64,800円
（税込）

「商工会議所の海外危機対策プラン」

詳しくは、アクサ・アシスタンスまで
パソコンから

固定電話・携帯から

TEL:03-6744-9333
（平日
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9:00~17:00）

<サービス提供者>

アクサ・アシスタンス・ジャパン株式会社
東京都港区高輪1-3-13 NBF高輪ビル7階
<販売協力会社>

アクサ生命保険株式会社
四日市支社 津営業所

住所 津市丸之内34-5 津中央ビル4F
電話番号059-225-3024

上野天神祭ダンジリ行事運営費
クラウドファンディングへのご協力をお願いします！
三重県伊賀市 “上野天神祭” 400年の歴史を未来へ伝えたい！

昨年は、上野天神祭クラウドファンディングへ温かいご支援を頂き、誠にありがとう
ございました。皆さまからのご支援は、ご来場いただいたお客様の安全を守るために大
切に活用させて頂きました。
今年の上野天神祭は10月19日、20日、21日に開催されます。平成28年のユネスコ無形
文化遺産登録に伴う来場客の増加により、当委員会が負担する費用は年々増加していま
す。 祭の担い手不足に加えて、来場客の安全を守るための費用の増加が避けられない
問題となっています。
そこで、昨年に引き続き、今年もクラウドファンディングでみなさまのお力を貸して頂きたいと考えておりま
す。伊賀市が誇る400年の上野天神祭の歴史を未来へ伝えるため、皆さまのご支援をよろしくお願い致します。

【クラウドファンディングとは、インターネットを通じて多数の人から資金を募る仕組みを
言います。応援したプロジェクトが達成したらリターン（商品）が送られてきます。】
期
間
目標金額
出 資 額

2018年８月６日
（月）10：00 ～ 10月16日（火）23：00
100万円
5000円～
コースに合わせて、伊賀の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。

Ｕ Ｒ Ｌ

https://readyfor.jp/projects/iga-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飛ぶことが出来ます。

※webサイト「Readyfor」に登録後、銀行振り込みかクレジットカード支払いをお選び頂いてご支援が可能です。
※期間内に目標金額に達しなかった場合、リターン品はありませんが、支援して頂いた金額は全て返還されます。
※インターネットの利用が難しい場合は、事務局が振込を代行します。
お問合せはお気軽にどうぞ！
（問い合せ先） 上野天神祭地域振興実行委員会 TEL 0595-21-0527

上野天神祭

2018年「鬼・だんじり行事」日程

平成29年から曜日に合わせた日程に変更となりました

10月19日（金）宵山

20日（土）足揃えの儀・宵山

21日（日）神幸祭

上野商工会議所ニュース

2018.8.5｜11

「ハイトピア伊賀」３階
上野商工会議所 貸事務所への
入居（10月〜）を募集します。

伊賀鉄道上野市駅と三重交通バスターミナルに隣接し、伊賀の中心市街地に
位置する当館は、ビジネスの拠点としてご利用いただけます。

面積

10.5 坪

１室募集

詳細につきましては上野商工会議所までお問い合せ下さい。

【お問い合せ先】TEL： 0595-21-0527 FAX： 0595-24-3857
申込期日：平成30年8月31日（金）午後５時まで
お申込多数の場合は、後日ヒアリングさせていただきます。

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
平成30年7月期

①
②
③
④
⑤

新・人間革命

提供 岡森書店 白鳳店

第30巻

今月のおすすめの１冊
『日帰り旅行は電車に乗って
細川貂々著

ミシマ社

関西編』

本体1,500円＋税

川貂々さん。関西在住です。息子さんがたいそう電車

（池田大作・聖教新聞社・1,238円＋税）

万引き家族

好きだそうで、関西鉄道旅の様子をコミックエッセイ
で紹介しています。ちゃんと載っていますよ、伊賀鉄
道。かなり詳細に伊賀鉄と伊賀旅の様子を描いて下

（是枝裕和・宝島社・1,300円＋税）

さっています。
鉄オタでなくとも読み込める。

友達以上探偵未満
（麻耶雄嵩・KADOKAWA・1,500円＋税）

完全版

（ジェリー・ミンチントン・ディスカヴァー・1,000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）

12｜上野商工会議所ニュース 2018.8.5

22 19

漫画家、イラストレーターとして活躍されている細

上

うまくいっている人の考え方

31 27 26 23

ガイドブックはあんまし見ない
わ、という人にも役立つ話が満載
満載。関西の電車ってかなり面白
いです。夏休み、電車で行ってみ
たいところいっぱいです。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

８・９ 月 主 な 事 務 局 行 事

19 14 13 12

８月
１日・みえ小規模企業振興推進会幹事会
・市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会
２日・県下専務理事会議
４日・ＪＲ関西本線電化を進める会役員会・総会
７日・伊賀税務連絡協議会
８日・食品産業フェスタ出店者会議
・青年部例会
９日・交通運輸部会役員会
日・市民夏のにぎわいフェスタ・産業展
日・青年部三役会・役員会
・派遣会社との意見交換会
日・正副会頭会議
日・伊賀市民花火大会
日・異業種交流懇談会
日・伊賀学ジュニア検定（成和西小）

９月
２日・職員採用試験
５日・工業部会「新入社員及び若手社員研修会」
（ゆめテクノ伊賀）
日・青年部例会
日・女性会第３回役員会
日・記帳継続相談会
日・青年部三役会・役員会
・生活習慣病健診
日・異業種交流懇談会
日・正副会頭会議
日・ミニ婚活（サンピア伊賀）

社会保険相談会

2117

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

８月・・・１日・ 日
９月・・・５日・ 日

時〜午後３時までです

毎月第１水曜日と第３金曜日

※社会保険相談は午前
10

29 27 25

