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上野天神祭の「神幸祭」（本祭の巡行）では、上野天神宮の２基の神輿（天満
宮神輿・九社宮神輿）の供奉行列として、鬼行列と楼車（だんじり）の行列が
続きます。これら一連の行列が、
「上野天神祭のダンジリ行事」として、2002
年（平成14年）２月12日に国重要無形民俗文化財に指定され、
また、
2016年（平
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ユネスコ無形文化遺産登録

上野天神祭の
ダンジリ 行 事
平成28年11月30日に「上野天神祭のダンジリ
行事」
（国指定重要無形民俗文化財）がユネスコ無形文化遺産に登録されま
したが、昨年は台風接近に伴う雨で残念ながら中止となりました。400年も
の伝統を持ち町人文化が幕開く「上野天神祭」の鬼・ダンジリ行事は、10月
19日（金）20日（土）21日（日）の３日間盛大に開催されます。
上野天神祭スケジュール
■19日（金）
宵山
本町・二之町筋において19時から21時まで
提灯・雪洞を飾りロウソクで点灯し展示
（雨天中止）
■20日（土）
足揃えの儀
三之町筋において14時から16時まで鬼行列
の練行
本町・二之町筋などにおいて13時から16時
までだんじり曳行（雨天中止）
宵山
18時30分から21時頃まで本町・二之町筋な
どを提灯に点灯してだんじりの曳行（雨天
中止）
■21日（日）
神幸祭
９時から神輿行列巡行（東御旅所出発）
鬼行列の後、
だんじり巡行（東御旅所出発）
※雨天中止（天候回復の場合、短縮巡行）

上 野 天 神 祭 協 賛 事 業
■西町
宵山 お囃子演奏
■向島町
宵山 お囃子演奏
ポストカード販売
■鍛治町
宵山 お囃子演奏
鍛冶町ふるまい
■魚町
集議所ギャラリー
宵山 お囃子演奏
■小玉町
楼車展示、体験乗車
■新町
見送り幕ライトアップ
■相生町
鬼面ギャラリー展
■紺屋町
鬼面展
グッズ販売
■三之西町
鬼面展
■徳居町
蔵出し展
物
販

19：00 ～ 20：00

19日㈮
19日㈮

19：00 ～ 20：00
19：00 ～ 20：00

19日㈮
21日㈰

19：00 ～ 20：00
14：30 ～ 15：00

19日㈮～ 21日㈰ 10：00 ～夕刻
19日㈮ 19：00 ～ 20：00
19日㈮
20日㈯

10：00 ～ 16：00
10：00 ～ 12：00

19日㈮

18：30 ～ 20：30

19日㈮・20日㈯・21日㈰

９：00 ～ 17：00

20日㈯・21日㈰ 10：00 ～ 16：30
22日㈪ 10：00 ～ 16：30
20日㈯
21日㈰

12：00 ～ 16：00
９：00 ～ 16：00

20日㈯
21日㈰

12：00 ～ 16：00
９：00 ～ 17：00

※巡行やイベント等については天候状況により変更される場合があります。
詳細については、上野文化美術保存会上野天神祭公式サイトでご確認下さい。

〈食品工業部会〉
地元の魅力ある産品など、おいしい伊賀が集まりました！

第10回伊賀発･･･食品産業フェスタ開催！
上野商工会議所食品工業部会の会員企業が中心となり、地元
で製造されている食品を幅広く紹介することを目的に、物産展
を開催いたします。ぜひお立ち寄り下さい！
開催日時 10月20日（土）：午前10時～午後９時まで
21日（日）：午前９時～午後８時まで
開催場所 うえせん白鳳プラザ（上野東町）
出店事業者名 （農）あぐりぴあ伊賀、
（株）大田酒造、エール工
房de伊賀、
（一社）大山田農林業公社、中井酒造場、ブーランジェ
リー エ カフェ リエゾン、メナード青山リゾート
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19日㈮

〈女性会〉

上野天神祭 だんご茶屋開設

お祭りを見物した方々のお休み処として、
みたらし団子とお茶で一休みし
ていただくだんご茶屋を空き店
舗を利用し、今年も開設します。
ぜひお立ち寄り下さい。
日時 10月20日（土）10時～ 20時
21日（日）９時～終了まで
※なくなり次第終了

場所

上野東町プリンセスフジヤ西隣

●●●●

だんじり巡行順序 ● ● ● ●
くじとりしき

だんじり巡行の順番を決める「事始籤取式」が９月９日、東町の菅原神社で行なわれました。
（順番・町名）

１番

福居町 → ２番
さんめい

鍛冶町 → ３番

（だんじり）

二東

のぼりやま

つきほこ

幟山

（しるし）

（順番・町名）

にとう

三明

６番

町 → ７番

きんこうせんにん

向島町 → ８番

町 → ９番

東

なぎなたぼこ

きりもと

きくじどう

じつげつせん

はくらくてん

さかさのし

薙刀鉾

日月扇

至 伊賀上野駅

⬆

⬆

⑩創価学会
伊賀上野文化会館駐車場

⑨上野運動公園
テニスコート駐車場

町

逆熨斗

⑬上野キヤノンマテリアル㈱
駐車場

伊賀の名産品・特産品が揃ってます!
来てだぁこ。

地元の魅力ある産品など、
おいしい伊賀が集まりました!
日頃の感謝を込めて

伊賀発 食品産業フェスタ

⑧崇広中学校駐車場

じばさんまつり

③市営上野公園第1駐車場

20日 10 : 00〜21 : 00
21日 9 : 00〜20 : 00
▶うえせん白鳳プラザ

たくせん

三社の託宣

10 月 19〜21 日は、伊賀市内で上野天神祭を開催します。
このため、下図のとおり交通規制を行いますので、ご協力をお願いします。

10 月 19 日（金）〜 21 日（日）

⬆

さんしゃ

桐本

白楽天

上野天神祭のダンジリ行事 交通規制のお知らせ

小簑山

琴高仙人

新

小玉町

こ みのやま

かっこ

てつえいけんぼこ

菊慈童

（しるし）

しりん

羯鼓

鉄英剣鉾

町 → ５番

紫鱗

きしんざんあおいぼこ

其神山葵鉾

（だんじり）

かかん

魚

花冠

月鉾

中

町 → ４番

西

20日 10:00〜21:00
21日 10:00〜19:00

④市営上野公園第2駐車場

⑦上野西小学校臨時駐車場

▶上野市駅前広場
⑤市営市庁舎駐車場

至 津市

⑥市営白鳳門駐車場
⑮ 上野丸之内駐輪場

11:20
12:45

ハイトピア伊賀

授乳室
⑭ 北伊勢上野信用金庫臨時駐輪場
（3F・10時〜17時）

うえせん
白鳳プラザ

11:05

10:25

11:05

〈10 月 21 日〉

13:00

この間 21 日

多目的
トイレ

15:50

9:10

10:25

9:10
〈10 月 21 日〉

11:20
11:40

この間 20 日

車両通行止
19 日 10:00 〜 22:00
20 日 10:00 〜 22:00
21 日 9:00 〜 21:00

15:30

13:30
13:20

15:10

15:10

14:15

14:30

14:30

赤井家住宅

警察官による
時間別車両通行止

伊賀市中消防署

一時車両通行止
駐車禁止の区間

⑪上野ガス㈱駐車場

通り抜け禁止

Ｐ

駐車場
トイレ
みこし
鬼・だんじり

四十
九駅

駐車場のご案内
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

市営城北駐車場（275 台）バス含む〔20・21 日 有料（8：00〜17：00）［平日無料］〕
市営だんじり会館駐車場（35 台）有料（8：00〜17：00）バス含む
市営上野公園第 1 駐車場（54 台）有料（8：00〜17：00）バス含む
市営上野公園第 2 駐車場（60 台）有料（8：00〜17：00）バス含む
市営市庁舎駐車場（114 台）20・21 日 有料（8：00〜17：00）※平日は来庁者用
市営白鳳門駐車場（25 台）20・21 日 有料（8：00〜17：00）※平日は利用不可
上野西小学校臨時駐車場（200 台）有料（20 日 9：00〜 21 日 9：00〜）
崇広中学校駐車場（100 台）有料（20 日 9：00〜 21 日 9：00〜）
上野運動公園テニスコート駐車場（150 台）21 日 無料
創価学会伊賀上野文化会館駐車場（80 台）20・21 日 無料
上野ガス㈱駐車場（45 台）20・21 日 無料
三重県伊賀庁舎臨時駐車場（129 台）20・21 日 無料
上野キヤノンマテリアル（280 台）20・21 日 無料

駐輪場

⑭ 北伊勢上野信用金庫臨時駐輪場
⑮ 上野丸之内駐輪場

※ 駐車場・駐輪場でのトラブルにつきましては一切責任を負いませんのでご了承ください

お問い合せ

⑫三重県伊賀庁舎臨時駐車場

三重県伊賀庁舎

上野天神祭地域振興実行委員会（上野商工会議所内）
電話 0595（21）0527（平日のみ）
（一社） 伊 賀 上 野 観 光 協 会 電話 0595（26）7788
伊賀市役所産業振興部 観光戦略課 電話 0595（22）9670（平日のみ）
当 日 の み お 問 い 合 わ せ 先 電話 080（9494）1519
上野商工会議所ニュース

2018.10.5｜3

会議所の動き
工業部会 『新入社員及び若手社員研修会』開催
「新入社員及び若手社員勉強会」を開催し、会員事
業所20社から71名の若手社員の皆様にご参加いただき
ました。今回で15回目の開催となる本研修会は、毎回
講師を会員事業所の役員・従業員の方にお務めいただ
いております。今回は旭ダイヤモンド工業㈱三重工場
生産技術部生産技術課 係長の中森俊貴様と、㈱ミル
ボン 生産技術部技術開発グループ サブマネージャー
の西上美佐子様のお二人よりご講義をいただきまし
た。
中森様からは、アメリカの営業所へ赴任された際の
経験談を交えながら、相手の立場を尊重したコミュニ
ケーションの具体例、頂いた名刺を有効に活用する方
法等についてお話いただきました。続いて西上様から
は、自身の新人時代から現在に至るまでの経験と心掛
けてきたことを振り返りつつ、職場内での情報共有、
思いやりの重要性について教えて頂きました。
研修の後半では、「仕事中のコミュニケーションを
見直そう」をテーマにグループディスカッションを行
いました。自分たちが日頃の職場内でのコミュニケー
観光部会 視察研修

９月５日㈬
ションにおいて感じている課題をあげた上でその改善
策を話し合っていただき、最後にグループ発表をして
いただきました。伊賀の企業で活躍されている先輩方
からのアドバイスを交えたお話や、他社で働く同年代
の方との交流を通じて、参加者の皆様に仕事への目的
意識を高めていただく貴重な機会となったのではない
かと思います。

グループディスカッションの様子

９月５日㈬

観光部会設立10年目にして初めての視察研修を参加
者22名のもと、愛知県犬山市で開催いたしました。
まず始めに犬山まちづくり㈱副社長の長谷川勲様よ
り、犬山市の概要から現在までの犬山まちづくり㈱の
取組や経緯などについて詳しくご講演いただきまし

視察研修に参加の観光部会のみなさん

た。また、同社事務局長の服部多賀子様からは城下町
活性化に向けたイベントや空店舗活用事業について詳
しくご説明をいただきました。犬山市は城下町として
栄え、現在は「昭和横丁」の建設など、古き良き街並
みを活用した城下町観光に取り組んでおり、国内外問
わず多くの観光客誘致に成功しています。講演後は実
際に、城下町を見学しましたが、平日にもかかわらず、
若い方や外国の方がたくさん観光をされていました。
着物を着た若い方が多く、今話題のインスタ映えな写
真を撮影される様子があり、写真を撮りたくなる城下
町観光の取組について学ばせていただきました。
その後、江戸時代に建てられた文化財「旧奥村邸」
を活用した店内で、地元食材を使用した色鮮やかなフ
レンチ創作料理を取りながら、部会員間の交流・親睦
をはかっていただき、大変有意義な視察研修を終える
ことが出来ました。

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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交通運輸部会 視察研修開催

９月25日㈫

交通運輸部会の視察研修を開催し、12事業所14名の
方にご参加いただきました。今回は、岐阜県恵那市の
明知鉄道にご乗車いただく研修旅行を計画いたしま
した。
明知鉄道は、岐阜県恵那市の恵那駅から明智駅間を
走る鉄道で、11の駅を結びながら山間の木立を縫うよ
うに、わずか25Kmの区間で、２つの峠を越えるとい
う急勾配と急曲線の連続する路線を走ります。明知鉄
道は、通学輸送が中心ですが、
「寒天列車」
、
「きのこ
列車」等のイベント列車が運行されており、多くの観
光客が訪れています。
当日は、
「寒天列車」で寒天を素材にした懐石料理
を食べながら、約１時間のゆったりした旅を体験する
ことができました。
料理列車や駅でのイベント、沿線の観光資源と地域
住民の方々との協働で観光を盛り上げる企画等、参考

とさせていただく事が多く、参加者一同深く感銘を受
けました。
今回の研修旅行を通じて、貴重な体験と親睦も深め
ていただき大変有意義なものとなりました。

明知鉄道「寒天列車」に乗車

女性会だより 平成30年度三重県商工会議所女性会連合会総会に参加
平成30年度「三重県商工会議所女性会連合会総会」
が亀山会さんの担当で行われました。
当日は、ご来賓としてご参加の渡辺専務理事様をは
じめ、９名の会員が参加致しました。今回は総会の前
に関宿の自由散策が行われ、ボランティアガイドさん
に丁寧にご案内いただき、歴史や景観についての勉強
をさせていただきました。その後、総会が行われ全て
の審議事項が承認されました。総会の後の講演会では、
株式会社マックスの代表取締役社長である大野範子氏
による「大病を乗り越えて得た、100年企業再建のた
めの自己変革型経営」を拝聴し、絶対に諦めない事、
外部環境に対応するための商品改革・販路改革・販促
改革の重要性、社員とともに社会に対応していくこと
の大切さを学ばせていただきました。茶話会では亀山
クイズが行われ、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。

青年部だより ９月例会開催

９月11日㈫

ご参加された会員の皆様お疲れ様でした。次回は来
年熊野で開催予定です。皆さん今からマークしておい
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 森西 博美

県女連総会に参加のみなさん

９月12日㈬

夢古道おわせ支配人の伊東様の講演

ハイトピア伊賀３階ホールにて９月例会「地域づく
り先駆者から学ぶ～ぼくらが地域にできること～」を
開催しました。地域住民や地域資源、地域潜在力を巻
き込んださまざまなプロジェクトを第一線で実践され
ている夢古道おわせ支配人の伊東将志様を講師に招
き、事業の成功や失敗事例から、地域を本気にさせる
コーディネーターとしての想いや発想、プロジェクト
の仕掛け等を学びました。なによりも講師の溢れんば
かりの郷土愛に感銘を受け、我々も次代を担う青年部
として郷土を愛し、地域の未来を今まで以上に考え行
動していきたいと、思いを新たにしました。
上野商工会議所ニュース
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三重大学人文学部外国人留学生インターンシップ事業
８月27日から31日までの５日間、伊賀市内の企業３社において、三
重大学人文学部外国人留学生３名がインターンシップを行いました。
初日はハイトピア伊賀での受入式の後、留学生は各企業に移動して、
実習体験をスタートさせました。初日の夜は、上野商工会議所異業種
交流懇談会に招待いただき、会員の皆さんと交流を持ちました。
宿泊については、ホームステイもしくは企業の寮に泊まりました。
研修の最終日には、岡本栄伊賀市長を訪問し、企業の担当者ととも 岡本栄伊賀市長を訪問して実習報告を行いました
に実習報告を行いました。市長訪問後は場所をハイトピア伊賀に移し、ホームステイ先のご家族にも加わっ
ていただき、修了式を挙行しました。修了式では、留学生から「日本企業のものづくりの技術の高さを実感
した」
、
「実習もホームステイも楽しく、もっと長く体験したかった」などの感想が聞かれました。
インターンシップの実施につき、多大なご協力をいただきました、受入企業様、中井茂平副会頭をはじめ
とする上野商工会議所様、伊賀市役所様、ホームステイ先のご家族、宿泊施設を貸与いただきました東洋エ
アゾール工業様に厚く御礼申し上げます。

平成30年度 IGAMONO認定品と事業者が決定しました！

伊賀ブランド推進協議会では、11の優良な伊賀産品とその生産等
に携わる８の事業者を平成30年度伊賀ブランドIGAMONOとして
認定し、８月30日
（木）にハイトピア伊賀にて伊賀ブランド認定証授
与式を執り行いました。
平成30年度認定を受けた８事業者の内４事業者が初めての認定と
なりました。認定品および認定事業者は、認定を受けた証として、
認定ロゴマークを表示しています。IGAMONOの認知度向上と伊
賀のイメージアップを図るため、認定品を伊賀の誇る産品として、また、認定事業者を伊賀を代表する事業者と
して全国や海外へ積極的にPRし、販路拡大や商品開発など新たな事業展開の創出をめざします。

平成30年度伊賀ブランド認定品・認定事業者一覧
認定番号

認定品

農事組合法人 伊賀町モロヘイヤ生産組合
代表理事 増岡 規成
パティスリーサンタ
中出 耕次

4-001

モロヘイヤ粉末

4-002

忍バームクーヘン

4-003

くみひも

長寿亀

4-004

くみひも

しきもの

4-005

伊賀の甘ざけ

濃いままタイプ

4-006

伊賀の甘ざけ

ストレートタイプ

4-007

伊賀米ロールケーキ

4-008

伊賀まんま

山椒ちりめん

4-009

伊賀まんま

ひとくち椎茸煮

4-010

霧隠才蔵

4-011

おかずジャム（糀ジャム）

金・銀

純米吟醸
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認定事業者

有限会社 平井兼蔵商店
代表取締役社長 平井 武央
有限会社 平井兼蔵商店
代表取締役社長 平井 武央
町野酒店
町野 恭司
町野酒店
町野 恭司
農事組合法人 百姓工房
代表理事 松森 芳子
株式会社 きねや
代表取締役 木根 英男
株式会社 きねや
代表取締役 木根 英男
株式会社 菊野商店
代表取締役 菊野 善久
メリ樹 ～ Meriju ～
髙濵 みつ子

伊賀の大地

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

11 月は
「労働保険適用強化月間」
です

労働保険の加入手続きはお済みですか ?
労働保険（労災保険と雇用保険）
は、政府が管理・運営している強制的な保険であり、農林
水産業の一部を除き労働者を一人でも雇用している場合、事業主又は労働者の意思にかか
わりなく、必ず加入することが法律で定められています。

労働保険
労災保険

雇用保険

事業上の事由又は通勤による労働者の不詳、疾病、障害
労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、失業した
又は死亡などに対して、迅速かつ公正な保護をするため、 際、再就職の促進をするための能力の開発・向上等の
必要な給付を行うことなどを目的とした制度。
各種援助を行う等を目的とした制度。

ご存じですか？

労働保険事務組合

安価な手数料で煩雑な労働保険事務を代行します
当所労働保険事務組合 ☎21-0527 伊賀労働基準監督署 ☎21-0802 伊賀公共職業安定所 ☎21-3221

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
対象者

◦11月10日（土）13：30 ～ 16：00
◦12月８日（土）13：30 ～ 16：30
伊賀市・名張市 在住・在勤の方

申込先・問い合わせ

名張産業振興センター アスピア４階
ハイトピア伊賀３階（上野商工会議所内）

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）
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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６回「徳川幕府伊賀者の成立と展開」 ９月15日㈯
「徳川幕府伊賀者の成立と展開」要旨
三重大学国際忍者研究センター准教授 高尾 善希
この講義では、戦国期伊賀国における伊賀者の発
生、そして、徳川幕府の役職としての伊賀者の成立
と展開までを解説した。
①戦国時代の伊賀者は、傭兵として他国稼ぎを行い、
主に「隠忍」としての有能な忍者集団として広域
的に評判をとったと思われる（
「陽忍」の伊賀者
もいたであろう）
。このように、他国との関係を
深めるうち、徳川幕府や諸国の大名に仕官するよ
うになったと思われる。近世において、「伊賀」
の名前を冠した忍者の所在は、西日本が主で、岡
山藩・鳥取藩・松江藩・徳島藩・熊本藩・徳川幕
府が挙げられる。
②伊賀者は徳川家康にも仕官するようになった。知
行地をもった地方取伊賀者の名字に、伊賀特有の
地名が見られる。家康は戦場で伊賀者を活用し、

支配地の分布から、江戸周辺の要所（甲州街道・
川越街道など）の守りに使った。
③伊賀者は身分が低いにも関わらず、知行地を持ち
続け、知行地を管理するために四谷に「伊賀者蔵
屋敷」という支配事務所を運営した。知行地管理
は地方掛伊賀者が担当した。
④徳川幕府では伊賀者は役職化していった（忍者と
しての特殊技術は必要ない）。そのため、さまざ
まな家筋の者が伊賀者に編入された。また、戦争
のない時代であるから、伊賀者は幕府中央部の警
備をする関係上、江戸
城大奥の事務仕事も任
せられるようになって
いった。時代の要請と
ともに、伊賀者は性格
を変容させていったの
である。

三重大学国際忍者研究センターだより
国際忍者研究センター准教授の高尾善希です。こ
とし８月、国際忍者研究センターでは、
「全国忍者
調査プロジェクト」（略称「忍プロ」）を実行いたし
ました。
このプロジェクトは、全国各地の博物館・文書
館・図書館・教育委員会などへ、忍者史関係の史資
料の有無を、アンケートでお伺いする、という企画
です。全国800箇所にそのアンケートを送付いたし
ました。さっそくご返答をいただいた施設さまもあ
り、届いた分だけ眺めただけでも、興味深い情報群
です。もちろん忍者学では初の試みです。この企画
は高尾の思い付きなのですが、やはりこういうこと
は絶対にセンターが率先してやらなければ、と思い

たった次第です。
セ ン タ ー と し て は、 伊 賀
市・名張市のみならず、全国
の忍者関係史資料の収集を目
指しております。全国にまで
調査を及ばせるとなると、こ
のようなアンケートの送付が
もっとも効率的だというわけです。
いただいた情報の中には、「伝説なので不確かな
ものですが…」という趣旨で、お寄せいただいたも
のもあります。しかし、その類も大歓迎です。伝説
までをも含めて「忍者文化」だと思います。あらゆ
るものを大切にしたいものです。
（高尾善希）

業務部
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６の巻

059−354−9971

伊賀上野灯りの城下町
街

道

寄

席

平成30年10月6日（土）〜8日（月・祝）

10月7日
（日） 午後６時〜、午後７時〜

場所
出演

上野天神宮拝殿、まちやガーデン伊賀前
月亭八斗･桂文路郎・桂三弥･露の新幸

幻 想 の 竹 灯 り

10月6日
（土）〜 8日（月） 「灯りの城下町」開催10回を記念し、上野天神宮が幻想的にライトアップさ
れ、竹灯りアーティスト・川渕皓平さんによる、幻想的な竹灯りが並びます。
午後６時〜８時
写真映え間違いなし！

灯りのワードラリー

10月6日（土）〜 8日
（月）
午後６時〜８時

中町公民館
上野天神宮
荒木邸（元田山屋）
３箇所をまわって言葉を集め、「灯りの城下町」チラシに記入し、上野天神宮社務所
へ持って行くと、先着500名に記念品が貰えます！
（※なくなり次第終了となります）

伊賀上野城下町バル

平成30年10月5日（金）〜14日（日）

城下町エリアの飲食店27店舗にて、６枚綴りのチケットを使ってお得な城下町の食べ飲み歩きが楽しめます。
チケットは上野商工会議所･菊野商店･サワノ楽器店･養肝漬宮崎屋･バル参加店27店舗にて好評発売中！

3,000円

使用期間／2018年10月5日㈮〜14日㈰

チケット ６枚
発売中!! 綴り

（税込）

※チケットは現金とのお引換え、
ならびに返金は致しておりません。

あと
バル

2018年10月15日㈪〜21日㈰
期間中に使い切れなかったチケットは、
この期間に
金券としてご利用できます。

三重県いじめ防止応援サポーター募集中！
！
本年 4 月に子どもたちのいじめの防止に向けた「三重県いじめ防止条例」が施行されました。社会総がかりで
いじめの問題を克服するため、子どもたちのいじめの防止に協力していただける「三重県いじめ防止応援サポー
ター」を募集しています。登録サポーターは県教育委員会のホームページやイベント等で紹介させていただきます。
対
象 事業者、団体等
活動内容 全てのサポーターにお願いすること
★日ごろから子どもたちの様子を見守り、いじめを発見した場合、学校や関係機関等に情報提供する。
★事業所内において啓発ポスターを掲示する。 ★県等が主催するイベントや研修会等へ参加する。
事業者の特性に応じて期待する活動例
★広報紙やチラシ等にいじめの防止に係る内容を掲載し、県民への啓発を支援する。
★その他、それぞれの事業者に応じた主体的な活動
お問合せ先 三重県教育委員会事務局生徒指導課
◦ TEL 059-224-2372
◦ E-mail seishi@pref.mie.jp
◦ URL http://www.pref.mie.lg.jp/SEISHI/HP/m0206900033.htm

川端康成と横光利一展
伊賀で青少年時代を過ごし「文学の神様」とまで呼ばれた三重ゆかりの
文豪、横光利一と、その生涯を通じて最大の親友で、日本人初のノーベル
文学賞作家となった川端康成。ふたりは、大正から昭和の時代まで日本文
学を推し進めました。
三重県立美術館では、横光利一の生誕120年を記念し、ともに新しい文学
表現をめざした若き時代から日本的な精神や美へと向かう成熟の時代まで、
横光利一
ふたりの業績や交流、その美意識を貴重な書簡や書籍、写真、関連する美
術作品によって紹介します。
また、川端康成記念会の全面的な協力を得て、池大雅、与謝蕪村、東山
魁夷ほか、川端旧蔵の国宝を含む数々の美術作品を一堂に公開します。
ぜひ、この機会に、美術館で見る「川端康成と横光利一展」をお楽しみ
ください。
川端康成
場所・問合せ 三重県立美術館（津市大谷町11番地 059-227-2100）
（何れも「文芸年鑑1932年版」
会期 10月27日（土）―12月16日（日）
（月曜休館、祝日の場合は翌平日） 改造社より）
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！
！

伊賀市西明寺字中川原485番地2 TEL 0595-21-0988
http://www.dkgr.co.jp/daiei

株式会社大栄工業

大栄工業は、生コン事業部、砕石事業部、環境事業部、建材事業部、4部門に分かれ、環境事業部ではこれま
で15年以上にわたって、堆肥化による食品リサイクル事業に取り組んできました。今年7月には、三谷工場（伊
賀市真泥）内において、新たに三重県初となる食品廃棄や食べ残しなどから得られるエネルギーを利用した発電
施設プラント「バイオガスパワープラント伊賀」を竣工致しました。
「バイオガスパワープラント伊賀」においては、原料である青果物・肉類・魚かすなどをメタン発酵させ、そ
の際に発生したガスにより発電いたします。また、投入した原料をメタン発酵した際に排出される発酵液につい
ては、肥料成分を有しており液肥としての活用について様々な取り組みを進め、全量を液肥利用できるよう実証・
研究を重ねていき将来的に液肥を活用した農業を推進出来ないかと考えております。
今後も堆肥、発電に続き飼料化事業の参入なども検討し食品廃棄物の成分・性状によって、飼料化や肥料、エ
ネルギー利用できるものの違いを見極め、多種多様なリサイクル技術を確立することで、より高度な利用ができ
るようこれからも日々追及していきます。

原料発酵槽

上野商工会議所

排水処理施設

会員の動き

三谷工場全景

商工業者数

H30年8月末会員数

組織率

2,618件

1,454件（特別会員87件）

52.2%

< 生命共済制度 > 配当金のお支払いについて
平成29年度の生命共済制度の配当金が確定致しました。毎年７月１日
を基準日として１年ごとに収支計算を行い、下記の配当金を会員事業所
様に還元いたしました。ありがとうございました。
◎平成29年度利益配当金額（平成29年７月１日～平成30年６月30日）
保 険 年 齢
月額掛金
配 当 金
15歳～ 60歳男女（男女同一）
１，４８０円
５，１７２円
61歳～ 65歳男性
２，７３０円
１２，９００円
61歳～ 65歳女性
１，８７１円
７，５４７円
66歳～ 70歳男性
３，７０８円
１８，９９５円
66歳～ 70歳女性
２，２７２円
１０，０４６円
※Ａコース

普通死亡保険金100万円当り

毎月保険料を引き落としさせていただいております貴指定口座へ10月
19日頃にお振込させていただきます。
この生命共済制度は、会員事業所様のみご加入いただける制度です。
今後共、ご利用下さいますようお願い申し上げます。新規雇用者で未加
入の方は是非ご加入いただきますようお勧めいたします。
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商工会議所福祉制度
キャンペーンのお知らせ
会員の皆様の福祉厚生制度及び
退職慰労金準備の充実を図って頂
くことを目的として、「福祉制度
キャンペーン」を９月18日～ 11
月30日に実施しております。
『商工会議所福祉制度』は、経
営者・役員の皆様の補償や退職金
準備の他、入院・介護・老後に備
えた様々な保証ニーズにお応えす
るものです。
商工会議所職員とアクサ生命保
険（株）の担当社員がお伺いした際
にはよろしくお願い申し上げま
す。

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 0595-21-0527

上野商工会議所ニュース
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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、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。今年も皆さまのご支援をよろしくお願い致します。
期
間 10月16日
（火）23：00まで
目標金額 100万円
出 資 額 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。
※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。
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。
右のＱＲコードからもページへ飛ぶことが出来ます。
※詳細については、お気軽にお問い合わせください！（TEL 0595-21-0527）
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ベストセラー紹介
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①
②
③
④
⑤

忘れ得ぬ旅

提供 岡森書店 白鳳店

太陽の心で
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今月のおすすめの１冊

（コミック・文庫除く）
平成30年9月期

15

倉阪鬼一郎

『百物語異聞』
出版芸術社

本体1,500円＋税

上野東町出身の小説家・倉阪鬼一郎さん。伊賀出身

第2巻

の作家として出版点数堂々の第１位に輝きます。時代

（池田大作・潮出版社・741円＋税）

小説のイメージが定着してますが、怪奇小説作家でデ

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）

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・1,500円＋税）

友達以上探偵未満
（麻耶雄嵩・KADOKAWA・1,500円＋税）

極上の孤独
（下重暁子・幻冬舎・780円＋税）

12｜上野商工会議所ニュース 2018.10.5

ビューし、
たくさんの怪奇系作品を発表されています。
この本は、
デビュー以前の怪奇短編小説を収録した、
氏の原点ともいえる1冊です。その中の一編『鬼祭』
というタイトル文字に、伊賀びとなら
すぐに目が行くかも知れません。
読書の秋、そしていよいよ上野天神
祭の月に突入です。10月に是非とも
手に取っていただきたい本格的怪奇
小説の決定版です。
（※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

41
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・

21 19 18 14 11

月
３日・ 全国商工会議所女性会連合会岩手総会（～４日）
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・青年部ＯＢ会役員会
日・ 第 回比自岐コスモス祭（食品工業部会出展）
・伊賀風土ＦＯＯＤ
日・行政と交通運輸部会員との懇談会
・社会文化部会視察研修（神戸）
日・青年部三役会
日・上野天神祭（～ 日）
日・食品工業部会食品産業フェスタ（～ 日）
（うえせん白鳳プラザ）
・女性会だんご茶屋（～ 日）
日・第２１４回珠算検定試験
日・異業種交流懇談会

月
２日・東海ブロック中小企業相談所長会議
・社会文化部会セミナー
４日・ 伊賀市防災訓練（災害時協力事業所パネル展示）
５日・正副会頭会議
日・ 工業部会・異業種交流懇談会海外視察（タイ）
（～ 日）
日・青年部例会
日・第１５０回簿記検定試験
日・記帳継続相談会
日・女性会第４回役員会
・青年部三役会
日・ 第 回福祉住環境コーディネーター検定試験
日・商業部会視察研修（岐阜）
日・常議員会議
日 伊賀学ジュニア検定（島ヶ原小）

社会保険相談会

16 19

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

月 ３日・ 日
月 ７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

11 10
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