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一乃湯本館（登録有形文化財）
（伊賀市上野西日南町）
ネオンのある石柱門から前庭を挟んで建つ。木造２階建、入母屋造妻入、桟瓦葺で、
唐破風屋根の玄関を張り出す。１階は脱衣場、２階は湯上りの休憩所として座敷を
配す。全体は和風の意匠であるが、浴場入口壁にはテラコッタやアーチなど洋風の
意匠を見せる。上野城下町の一時代の歴史的景観を彩る。
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市民夏のにぎわいフェスタ2018

８月19日（日）

「市民夏のにぎわいフェスタ2018」が銀座通り、本町通りで開催されました。約５万人が暑い夏のひと時を楽
しんでいただきました。通りにはブースが軒を連ね、４ヶ所に設けた特設ステージでは、ダンスや音楽、ヒーロー
ショーなどで大変賑わいました。ハイトピア伊賀前に設けたあおぞらステージでは、ダンスパフォーマンスが行
われ、
「よさこい伊賀の乱」などが、力強い踊りで多くの観客を魅了しました。
伊賀上野シティホテル北側駐車場においては、地域の活性化事業として「伊賀の産業展」を開催しました。伊
賀地域をリードする企業13社、３団体が出展し、それぞれの企業ＰＲ並びに製品の販売を行い、伊賀市の製造業
を中心とした情報発信の場を創出することができました。今回も出展企業のブースを多くの方に訪れていただく
ため、スタンプラリーを実施し、334名の方々にご参加いただきました。

あいさつする中井副会頭

あおぞらステージ

産業展ブース

力強いダンスパフォーマンス

伊賀市市民花火大会

たくさんの人でにぎわった楽市ブース

８月26日
（日）

服部川河川敷にて伊賀市市民花火大会が実施されました。約1600発の花火が真夏の夜を彩りました。
昨年は「上野天神祭のダンジリ行事」ユネスコ無形文化遺産登録を記念して秋に開催されましたが、今年は「伊
賀市民の交流、子どもたちの思い出づくり」をテーマに開催しました。イベントではダンスなどが披露され、盛
り上がりました。
また、今年は初の試みとして、木津川堤防に観覧席を設けました。観覧席は約１時間で完売し、ご来場のお客
様には、近くで見る大迫力の花火をとても楽しんでいただきました。
沢山の皆様よりご協賛・ご協力を賜り、誠にありがとうございました。

2｜上野商工会議所ニュース 2018.9.5

城下町を灯りで繋ぎ、夜の街中観光が楽しめる「伊賀上野灯りの城下町」を今年も開催します。
10周年となる記念すべき今年は、例年以上にさまざまなイベントをご用意しています。

伊賀上野「灯りの城下町」 10月６日（土）〜 10月８日（月・祝）
と こ ろ
伊賀上野城下町エリア（伊賀･大和街道沿い、
西大手駅界隈、
銀座通り、
上野市駅〜新天地商店街）
夕暮れから２時間ほど、灯りを点灯します。
イベント
オープニングコンサート・点灯式…10月６日（土）午後５時30分〜まちやガーデン伊賀前
竹灯りアート…10月６日（土）〜８日（月）午後６時〜午後８時
上野天神宮に竹灯りアーティスト・川渕皓平さんの幻想的な竹灯りアートが登場します。
灯りのワードラリー…10月６日（土）
〜 10月８日
（月）午後６時〜午後８時
灯りの城下町エリアを３箇所まわって言葉を集めると、先着500名様に10周年記念グッズ
がもらえます。
街道寄席…10月７日（日）午後６時〜、午後７時〜 上野天神宮・まちやガーデン伊賀前
食と学びの天神さん…10月７日（日）午後３時〜午後８時 上野天神宮
天神さんで伊賀の食をお楽しみください。
灯りと華のプロムナード…10月６日（土）〜８日（月）午前10時〜午後９時
歴史ある建物が灯りと華で彩られます。スタンプラリーも開催します。
灯りの奥の細道 …10月６日（土）〜７日（日）午後６時〜午後８時
伊賀街道〜妙見町通り〜芭蕉生家 芭蕉さんが奥の細道で詠んだ106句の行灯が並びます。
灯りの城下町フォトコンテスト…伊賀牛1万円分や伊賀の名産品が当たります。
そのほか、各町で縁日や抽選会など、様々なイベントが開催されます。
詳細は「伊賀上野灯りの城下町」チラシまたはホームページをご覧ください。
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会議所の動き
そろばん体験講座 ７月28日㈯・８月４日㈯
６年目開催！！年々増えています。
日珠連上野支部の先生方による、そろばん体験講座
を２日に亘り開催。44名の方に参加していただきまし
た。
そろばんを使うと数字に強くなり計算が早くなる、
右脳が鍛えられ、集中力・記憶力・判断力・忍耐力な
どがつき、脳のトレーニングになります。当日は各々
の先生方の親切な指導により、小学１年生から３年生
の子どもさんが初めてそろばんに触れ、フラッシュあ
んざん等を楽しく体験していただきました。これから
そろばんに興味をもっていただけたら、当所として
も講座を開催した意義があったのではないかと思います。
来年も沢山の子どもさんに参加していただければと
思っています。

楽しんでそろばん体験をする児童のみなさん

夏休み親子でおもいでサポート講座開催 ８月５日㈰
今年５回目となる小学生を対象とした「夏休み親子
でおもいでサポート講座」を開催しました。毎年伊賀
市教育委員会を通じて参加を呼び掛けるチラシを配
布。伊賀の匠、馬場建具さんを講師に迎え、本箱づく
りを親子で一緒に楽しんでいただきました。今回多く
の方に参加していただくために午前・午後で開催しま
した。
また、ミニミニコンサートでは、ピアノ（澤しのぶ
さん）＆エレクトーン（渋木美華さん）の演奏でディ
ズ二ーのメロディー等の曲を皆さんに聴いていただき
ました。親子約50名が参加し、楽しい夏休みのひとと
きを過ごしていただきました。参加者からは、遠方か
ら夏休みで来られたお孫さんが、毎年行事を楽しみに
しているとの声をいただきました。
建具のパーツや色マジックで思い思いの作品を作成

女性会だより 「伊賀市南庁舎跡地活用について伊賀市議会産業建設常任委員会との懇談会」開催
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考える第３弾として産業建
設常任委員会に所属されている８名の市議会議員様を
お招きし、懇談会を開催しました。これは、前回市長
との意見交換会の際、議員の皆様には意見をお聞きで
きなかったこと、また、前回お話しした女性会の思い
についてのご意見もお聞きしたいという事で開かせて
頂きました。各議員様の南庁舎の跡地についての様々
なご意見を聞かせて頂き、自分たちの町についての在
り方を考えさせられる良いきっかけになったと思いま
す。夜分の開催となりましたが、ご参加くださいまし
た皆様、ありがとうございました。
まちづくり委員長 佐藤 直美
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活発な意見交換が行われた様子

７月30日㈪

青年部だより ７月例会 「Boulderingをざわざわ登る」開催

７月21日㈯

７ 月 例 会 は 伊 賀 市 平 野 中 川 原 に あ るBAMBOO
Boulderingにて、東京オリンピックの正式種目にも採
用されたボルダリングというスポーツを体験しまし
た。
インストラクターの竹内幸治様より、腕力や体力任
せでなく負担をあまり掛けずに登るための手順や技術
についてご指導いただきました。
目の前の壁に挑み試行錯誤しながら目標を達成する
喜びを感じる例会になりました。
《委員会対抗戦優勝》ブルームメイト委員会

青年部だより ８月例会開催

８月８日㈬

ハイトピア３階ホールにて上野商工会議所青年部８
月例会を開催しました。
毎年出店しております市民夏のにぎわいフェスタに

高山YEGのPR隊のみなさんと

ついての出店内容説明と30周年記念事業に関する議論
を行いました。
夏のにぎわいフェスタについては、実行委員長よ
り、座（ゲーム）と市（縁日）について詳細な説明が
あり、メンバーが一体となって、夏の風物詩であるこ
のイベントをしっかりと盛り上げていけるように団結
が図られました。また、本年創立30周年を迎えるにあ
たり記念事業を企画しておりますが、こちらも地域活
性化につながるような企画を皆で考え、地域に住む青
年経済人としての役割を果たしていきたいと考えてお
ります。
また、岐阜の高山商工会議所青年部のメンバーが、
当例会に来られ、『第31回東海ブロック大会飛騨高山
大会』の主管挨拶とPRをしてくださいました。遠い
ところありがとうございました。

青年部だより 『上野YEG 楽器体験フェスティバル2018 ～叩いて！鳴らして！ピンポンゲーム～』開催

８月19日㈰

市民夏のにぎわいフェスタ2018に参加、楽器体験
フェスティバルを開催致しました。本格的なライブス
テージと音響照明の中で、興味を持った楽器を実際に
触り好きな音楽に合わせて遊ぶ姿は、子供から大人ま
で興奮と笑顔に包まれていました。
飲食ブースでは晴天に恵まれた事もあり、定番の焼
きそば、かき氷をはじめ、せせり焼き、鳥皮など、お

客様が絶えることなく大盛況で、ビール、お茶などの
飲み物を含めほぼ完売となりました。
猛暑の中、夏祭りにお越し頂いた方々やゲームに参
加してくれた子供たちの楽しんでいる表情を見ること
ができ、参加者一同有意義な事業を終えることができ
ました。

大人も子どももドキドキ笑顔に包まれた楽器体験フェスティバル

大盛況！上野YEG飲食ブース
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

９月分社会保険料（10月納入告知分）から
新しい標準報酬月額が適用されます。
毎年１回、４月・５月・６月に実際に支給された全被保険者の報酬月額を算定基礎届により届
け出ていただき、新しい標準報酬月額を決定します。
決定した新しい標準報酬月額は、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」
により、事業主様へ通知いたしますので、ご確認のうえ、被保険者の方へお知らせください。

小規模企業共済制度のご紹介
個人事業をやめたり、役員を退任した場合に、それまでの掛金をもとに共済金が支払われる独立行政法人中小
企業基盤整備機構（国が全額出資）が運営する共済制度です。 掛金は全額が所得控除され、共済金も退職所得
扱いになるなど、税法上の特典もあります。

加入資格
○常時使用する従業員が20人（商業・サービス業では５人）以下の個人事業主（共同経営者を含む）、会社
及び企業組合、協業組合、農事組合法人の役員、士業法人の社員の方。
○小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者（個人事業主１人につき２人まで）

毎月の掛金
1,000円から70,000円までの範囲内（500円刻み）で 自由に選択できます。加入後、増・減額ができ、
また前払いもできます。

制度の特色
掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得から控除できます。1年以内の前納掛金も同様に控除
できます。共済金の受取りは、一時払い、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。一時払い共済
金については退職所得、分割払共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。また、一定の
資格者には、掛金の一定の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます
※制度の詳細については、小規模企業共済Ｑ＆Ａ（中小企業基盤整備機構）をご覧下さい。
■お問い合わせ先
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上野商工会議所（電話0595-21-0527）

災害時協力事業所にご登録下さい
〜 地域全体で協力し、防災力を高めましょう！
！〜

伊賀市と上野商工会議所は「災害時における応急対策および復旧対策に関する協定」を結んでおり、大
災害時には伊賀市と登録事業所とが連携し支援を行って参ります。近年、各地で予期せぬ地震被害や、豪
雨災害など、大災害に見舞われており、復興支援には地域みんなで助け合うことが重要です。協定締結時
にご登録いただきました事業所様におかれましては、登録内容の確認をさせていただきましたが、変更等
がありましたら随時ご連絡頂きたく存じます。また、新たにご協力いただける事業所様を募集しておりま
すので、折込チラシにてご登録頂きますようお願いいたします。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。物品の協力、避難所施設の提供など、各事業所様が出来
る範囲の内容をご連絡いただき、11月４日に行われます「平成30年度伊賀市総合防災訓練」において「災
害時協力事業所」としてパネル展示で紹介していく予定をしております。

会員割引あります！

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
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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

伊賀連携フィールド2018年度
2018年度前期市民講座 第５回「小天狗清蔵について─その活動と天正伊賀の乱後の復興─」 ８月18日㈯
「小天狗清蔵について─その活動と天正伊賀の乱後の復興─」要旨
三重県総合博物館展示交流事業課課長 瀧川 和也
伊賀出身の修験者「小天狗清蔵」
。彼は織田信長
による、いわゆる天正伊賀の乱によって荒廃した伊
賀地域の復興に大きな役割を果たしました。
合併前の旧阿山町では、平成13 ～ 16年にかけて
仏像の悉皆調査が実施され、約380体の仏像を調査
し、
『阿山町仏像調査報告書』（阿山町教育委員会
平成16年）にまとめられました。その結果、近世以
降の仏像の数が非常に多い（全体の約97％）という
事実が浮かび上がってきました。天正伊賀の乱によ
る戦火が原因ではと考えた時、傷跡は存外深く残っ
ているのではないか、古記録に見られるように被害
は甚大であったのではないかと推測されます。
小天狗清蔵については、早くから岡田榮吉氏に
よってその業績がまとめられています（岡田榮吉編
『小天狗清蔵大徳の偉績略記』伊賀史談會1936）。

幼少時は史料もなく伝説的な話が多いのですが、
天正伊賀の乱後には棟札や金石文にその名前があら
われるようになり、活発な活動の様子がうかがわれ
ます。小天狗は神社や寺院を復興し、梵鐘等を寄進
しますが、その過程を見ると、彼の中に復興に関す
るある程度明確なビジョンがあったように考えられ
ます。また、鋳物師と密接な関係にあったようで、
鋳造物の寄進を通じて地元鋳物師の技術向上にも尽
力している様子がうかがえます。
小天狗清蔵は、修験者として「大峯三十六度」と
いう厳しい修行を積んで
きました。同時に、荒廃
した伊賀の寺社を復興
し た、 民 間 の 復 興 プ ロ
デューサーとしての一面
も指摘できるのではない
でしょうか。

三重大学国際忍者研究センターだより
センター准教授の高尾善希です。私の母方の曽祖
父は三重県師範学校卒（現、三重大学教育学部）、
母方の祖父は三重高等農林学校卒（現、三重大学生
物資源学部）です。祖父は三重県芸濃町忍田（おし
だ）
（旧、伊勢国奄芸郡忍田村）いう在所の前田家
出身で、藤堂藩の無足人の家筋でした。無足人はい
わゆる郷士（村に住む武士）の格です。藤堂藩の伊
賀者は無足人の家筋から採用されていました。在所
の名前が「忍田」で、忍者っぽい印象ですけれども、
前田家は忍者ではありません。
先祖は前田助右衛門という北畠家の家臣で、信長
に負けて忍田にやって来て、村人を悩ましていた大
蛇を退治し、そのまま土着しました。この「大蛇」

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実
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５の巻

は在地の勢力のことで、彼ら
と戦い土地から追い出したの
でしょう。
伊賀国の忍者の家も、戦国
時代はこのような土豪で、徳
川時代には無足人になった家
が多々ありました。伊賀国に
は「小城持」の地侍が多く、互いに鎬を削り、それ
が忍者の発生につながったようです（『万川集海』）。
戦国時代は戦国大名だけではなく、村同士、村人同
士も戦っている、殺伐とした世の中でした。伊賀国
の忍者も先祖の前田助右衛門もそのような時代に生
きていたのです。
（准教授 高尾善希）

三重県伊賀市小田町743-2

伊賀連携フィールド2018年度

英語講座

アメリカの詩人、ロバート・フロストを読む。
フロストはケネディ大統領の就任式で詩を読んだ国民的詩人です。
農村の生活を語りながら精神性にあふれる詩は、
芭蕉に通じるものがあります。
翻訳もありますので、ご自分にとって宝石のようなことばを見つけてください。
日

場

時

第１回 10月12日（金）・第２回 11月９日
（金）
・第３回 12月７日（金）

所

第４回 １月11日（金）・第５回 ２月８日（金）
・第６回 ３月８日（金）
各回とも14：30〜16：00
ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所 会議室

参加費 全６回分 3,000円（資料代・茶菓子代含む）※欠席日があっても返金は致しません。
定 員 先着20名
講 師 小田敦子先生（三重大学人文学部 教授）
お問い合わせ

上野商工会議所

担当：森岡・釜井

伊賀連携フィールド2018年度

☎0595-21-0527

伊賀忍者古文書講座

伊賀忍者に関する古文書を解読し、忍者の実像に迫ります。くずし字に初めて接する方でも
全６回の講座を受講すれば、ひととおり読めるようになります。
日

時

場 所
参加費
定 員

第１回 10月15日（月）・第２回 11月５日
（月）
・第３回 12月３日
（月）
第４回 １月21日（月）・第５回 ２月４日
（月）
・第６回 ３月４日
（月）
各回とも14：30〜16：00
ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所 会議室
全６回分 3,000円（資料代・茶菓子代含む）※欠席日があっても返金は致しません。
先着20名

講 師 高尾善希先生（三重大学 地域拠点サテライト 国際忍者研究センター 准教授）
お問い合わせ 上野商工会議所 担当：森岡・釜井 ☎0595-21-0527

伊賀連携フィールド2018年度後期

忍者・忍術学講座「近現代忍者の虚像と実像」
2018年10月27日（土） 山本武利氏（インテリジェンス研究所理事長） 「陸軍中野学校のカリキュラムの中での『忍術』講義」
11月17日
（土） 春日太一氏（映画史・時代劇研究家）
「時代劇における忍者像の変遷」
12月８日
（土） 河合 勝氏（奇術史研究家）
「手品と法術」
2019年１月26日（土） 山田雄司氏（三重大学人文学部教授）
「ブルース・リーとNinja映画」
２月16日
（土） 小森照久氏（三重大学医学系研究科教授） 「忍者の呼吸法」
３月16日
（土） 吉丸雄哉氏（三重大学人文学部准教授） 「戦後忍者小説概説」
時間

10：30〜12：00

お問い合わせ

場所

ハイトピア伊賀３階

三重大学人文学部チーム 総務担当

コミュニティ情報プラザホール
☎059-231-6991
上野商工会議所ニュース

2018.9.5｜9

会員 ひろば

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市小田町111 TEL 0595-24-8418
http://www.kineya-iga.com

株式会社きねや

きねやは、高齢者向け配食サービス（まごころ弁当伊賀店）や企業、地域行事、イベント、ロケ弁などの宅配
弁当事業、およびCafé&Diningbar「toast」（印代）、旬彩天「そらや」（服部町）を運営する食の会社です。ま
た昨年（2017年）には、地元の生産者などと連携して、地元素材を使った無添加にこだわるブランド「伊賀まん
ま」を起ち上げました。伊賀の豊かな自然の恵みを日本全国に届けるため、風景がブランドであり、歴史がブラ
ンドであり、人々の想いがブランドになる、伊賀のありのままを伝えるための商品をつくりたい。こんな想いに
三重県も後押ししてくれています。第１弾、第２弾の商品である「山椒ちりめん」と「ひとくち椎茸煮」は伊賀
ブランド「IGAMONO」にも認定いただきました。今後も、地域の皆様の人生を豊かにする一役を担えるよう、
より一層の決意で伊賀の食とおもてなしを追求して参りたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

旬彩天「そらや」

上野商工会議所

伊賀ブランド認定品「山椒ちりめん」
「ひとくち椎茸煮」

会員の動き

恋のHAPPY大作戦

クリスマス婚活パーティー
開催期間
開催場所
参加対象者
参加人員
参 加 費
当日の予定

平成30年12月22日（土）16：00 ～ 20：00
上野フレックスホテル
独身男女（25 ～ 40才位）
50名（男女各 25名）
男性 5,000円・女性 3,000円
クリスマスケーキ作り→自己紹介タイム
→立食パーティー→カップル誕生
主催 上野商工会議所 伊賀市商工会
後援 ゆめぽりす伊賀立地企業連絡会 伊賀市
※詳細はお問合せ下さい。
（TEL21-0527）
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商工業者数

H30年7月末会員数

組織率

2,618件

1,455件（特別会員87件）

52.25%

会員 ひろば

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

あなたの事務所を紹介しませんか？
このコーナーは、企業の商品情報・ユニークサービス・イベ
ント情報などを無料で掲載できる、会員企業の自薦による情報
発信コーナーです。
掲載をご希望される方は当所総務課までご連絡ください。
注 意 事 項
１．掲載は、当所会員事業所に限ります。
２．掲載の有無に関わらず、原稿・写真データは返却いたしません。
３．掲載情報の詳細や取引に関しては、取引当事者間で直接連絡・
交渉願います。（万一、トラブル等が生じた場合は、当所では
責任を負いかねますのでご了承ください）

（問合せ先

総務課 TEL21-0527）

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。

「ハイトピア伊賀」３階

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9月28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。

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！
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、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、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
上野商工会議所ニュース

2018.9.5｜11

城下町バル

10月５日
（金）〜 10月14日（日）
伊賀上野城下町バルは、イベントエリア内にある
参加27店の中から好きなお店を選んで食べ飲み
歩きが楽しめるイベントです。あなたの知らない
お店を発見して下さい！
９月14日
（金）
から

●チケット販売
６枚つづり
販売所

3,000円（税込）

上野商工会議所、菊野商店、サワノ楽器店、
養肝漬宮崎屋、バル参加店舗

（コミック・文庫除く）

①
②
③
④
⑤

下町ロケット

提供 岡森書店 白鳳店

ゴースト

（池井戸潤・小学館・1,500円＋税）

頭に来てもアホとは戦うな！
（田村耕太郎・朝日新聞出版・1,300円＋税）

これでいいのか三重県
（昼間たかし・マイクロマガジン社・920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）

１日１ページ、読むだけで身につく世界の教養365
（デイヴィッド・S・キダー ・文響社・2,380円＋税）
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今月のおすすめの１冊
『そろそろ本当の忍者の話をしよう』

山田雄司監修

ギャンビット

本体1,500円＋税

三重大学の忍者先生でおなじみ、山田雄司教授監修
の最新刊が発売いたしました。「忍者は手裏剣を使わ
なかった。
」
？？？最新の忍者研究の成果がぎゅぎゅっ
と詰め込まれており、当たり前に持っていた忍者像が
どんどん 覆 されていくようで、かなり読み応えのあ
る1冊になっています。
伊賀流忍者博物館名誉館長
川上仁一氏のインタビュー記事
や、表紙のデザインも素敵で、お
おーっと思う仕掛けまで。写真も
豊富でオールカラー。忍者好きに
はたまらないですね。さすが国際
忍者学会推薦図書であります。
（※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

21

27 26

９・

26

ベストセラー紹介
平成30年8月期

10

19 18 17 15 14 10

９月
２日・医療セミナー
（～ 日）
３日・ 中小機構「中小企業支援担当者研修」
５日・工業部会「新入社員及び若手社員研修会」
・観光部会視察研修（犬山市）
日・三重県商工会議所女性会連合会総会
（亀山）
・専務理事会議
日・工業部会役員会
・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
・リニア中央新幹線建設促進総会（東京）
日・食品産業フェスタ出店者会議
・日商通常会員総会（東京）
日・異業種交流懇談会
・交通運輸部会視察研修（恵那市）
・伊賀学検定委員会
日・金融理財部会役員会
日・正副会頭会議

月
３日・ 全国商工会議所女性会連合会岩手総会（～４日）
・三重県知事への要望
５日・城下町バル（～ 日）
６日・伊賀上野灯りの城下町（～８日）
日・青年部例会
日・ 第 回比自岐コスモス祭 食品工業部会物産展
日・交通運輸部会行政との懇談会
日・青年部三役会・役員会
日・税連協
日・上野天神祭（～ 日）
・ 食品工業部会食品産業フェスタ（うえせん白鳳プラザ）
日・第２１４回珠算検定試験
日・異業種交流懇談会

社会保険相談会

19 21

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

９月・・・５日・ 日
月・・・３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

10

29 28

