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西蓮寺（伊賀市長田）

延暦24年
（805年）
に伝教大師最澄により創建されたと伝えられる寺院で、明応元年
（1492）
に天台
真盛宗の開祖、真盛上人が伊賀巡錫の際に諸堂を復興、再建し、寺号を西蓮寺と改める。
「絹本著色藤堂高虎像」は国重要文化財、「絹本著色星曼荼羅図」
「紙本墨書真盛自筆消息」
「真盛廟」
「西蓮寺の供養塔」は県指定文化財、「伝如来荒人像」
「医王山西蓮寺眺望詩并八景吟」
「服部土芳墓所」
「藤堂元甫墓所」は市指定文化財である。
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～伊賀の錦秋を彩る 400年の伝統・絢爛豪華～

上野天神祭のダンジリ行事

10月19日
（金）、20日（土）、21日（日）の３日間、ユネスコ無形文化遺産「上野天神祭のダンジリ
行事」が実施されました。２年続けて台風等雨の影響で実施できなかったため３年ぶりの巡行と
なり、期間中の人出は17万9000人。市内外から大勢の方々で賑わいました。
21日午前９時に東御旅所を出発し、神輿行列に供奉する恐ろしい顔の「悪鬼」や釣鐘や斧を背
負いふらふらとした足取りの「ひょろつき鬼」など百数十体の鬼行列が練り歩き、沿道の子ども
達の顔をのぞくと、大声で泣き叫ぶ声があちらこちらで聞かれました。その後９基のだんじりが、
お囃子を奏でながら優雅に巡行し、絢爛豪華な祭絵巻が繰り広げられました。

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
たくさんの方のご支援ありがとうございました
8月６日から10月16日まで募集いたしました、
上野天神祭ダンジリ行事運営費のクラウドファ
ンディングにご支援いただき誠にありがとうございました。
お陰をもちまして、最終的な支援額は当初目標の1,000,000円に対し、1,105,000円となりまし
た。64人という多くの方にご支援頂きましたことを深く感謝を申し上げる次第です。
ご支援いただいた金額は、全て上野天神祭の運営費用として大切に活用させていただきました。
今後も上野天神祭の振興と発展に取り組んで参りますので、なお一層のご指導とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

業務部
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059−354−9971

伊賀上野灯りの城下町・城下町バル開催
10月６日
（土）
～８日（月･祝）
の３日間にわたり、「灯りの城下町」イベントを開催致しました。
今年で記念すべき10回目を迎える本イベントは、市街地の商店会や自治会等が一丸となり、当所観光部会が「伊
賀上野灯りの城下町」実施委員会事務局として開催しています。
台風の影響により、初日は「オープニングコンサート」など、一部のイベントが中止となりましたが、沢山の
お客様が集まる中、伊賀市長、伊賀市議会議長、上野商工会議所副会頭らによる点灯式と、昨年のフォトコンテ
ストの表彰式が行われました。
７日の昼には「チンドン富都路」によるチンドン屋パレードで「灯りの城下町」を盛大にPRし、夜には上野
天神宮で「街道寄席」を開催しました。また、上野天神宮で10回記念事業として、竹灯りアーティスト川渕皓平
さんによる大規模な竹灯りアート、伊賀の食や３つの温泉の足湯が楽しめる「食と学びの天神さん」、記念品が
貰える「灯りのワードラリー」を開催し、例年以上のお客様で賑わいました。中町では上野天神祭のダンジリの
提灯点灯とお囃子の生演奏を行い、一足早く上野天神祭の雰囲気が楽しめる夜となりました。
３日間を通して開催された伊賀市文化都市協会主催の「灯りと華のプロムナードActionⅧ」では、史跡７ヵ所
が灯りをモチーフにしたアートの数々で彩られました。今年は「伊賀くみひもと伊賀焼の灯り」も展示され、灯
りとのコラボレーションをお楽しみ頂きました。
また、
昨年に引き続き「灯りの城下町」の開催に合わせ、市街地の飲食店巡りをお楽しみいただくイベント「城
下町バル」を開催しました。６回目の開催となった今回は27店舗の飲食店より限定メニューをご提供いただき、
多くの方に街中での食べ歩きをお楽しみいただくことができました。
10回目を迎え、
「灯りの城下町」は伊賀市の秋のイベントとして定着してきました。これもひとえに、当事業
に対する皆さまの多大なるご理解･ご協力によるものです。今後とも、
「灯りの城下町」をよろしくお願い致します。

城下町バルツアー

街道寄席

オープニング点灯式

チンドン屋パレード

中町ダンジリ提灯点灯

竹灯りのアート等イベントで賑わう上野天神宮

三重県へ中小企業・小規模企業振興対策の充実など７項目を要望

三重県商工会議所連合会
三重県商工会議所連合会（会長 岡本直之）は、平成30年10月３日
（水）三重県へ平成31年度予算編成に向け
た要望を行ないました。
当連合会からは県内の全商工会議所の会頭・副会頭12名が一堂に会し、三重県側は鈴木英敬知事をはじめ、関
係部局から14名が出席し、岡本会長が鈴木知事に要望書を手渡しました。
要望内容は①中小企業・小規模企業振興対策の充実 ②ものづくり産業振興対策の
充実 ③観光の産業化の推進 ④市街地活性化対策の充実 ⑤雇用・人材育成対策の
充実 ⑥安全・安心および産業を支える社会基盤の整備 ⑦地方創生に係る地域要望
の７項目で、岡本会長は「人手不足や事業承継、ＩＴ化など事業者によって課題はさ
まざまだが、経営指導を通じて個々の事業者を支援するのが会議所の役割。地域の企
業が元気になる事が地域活性化につながる。財政状況は大変厳しいと思うが、地域が
直面する課題に対し、必要な予算措置を講じていただきたい」と述べました。
その後、出席の会頭・副会頭からそれぞれ地域課題や提言・要望を発言しました。
鈴木知事は、
「それぞれ地域の課題に基づく要望であり、しっかり検討していきたい。限られた予算の中であ
るが、計画的、重点的、効果的に施策を展開していきたい。」と話されました。
上野商工会議所ニュース
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会議所の動き
ミニ婚活交流会

７組のカップルが誕生 ９月22日㈯

ホテルサンピア伊賀に於いて、
「ミニ婚活交流会」
を開催しました。
この交流会は、婚活の推進により後継者育成や従業

自己紹介タイムの様子

社会文化部会 視察研修

員の定着を図ることを目的として実施し、10年前から
出会いの場を提供「婚活パーテイ―」として開催して
います。
今回は、少人数での初めての試みでしたが、参加さ
れた異性の方とお話していただく「自己紹介タイム」
を多く取りました。その後コーヒー＆ケーキタイムで
さらにお互いの自己PRをして、会場は終始和やかな
雰囲気で終了しました。
最後のマッチングでは７組のカップルが成立しまし
た。次回も参加者の方に楽しんでいただける内容で企
画していきたいと思います。

10月15日㈪

社会文化部会神戸視察研修を参加者18名のもと行い
ました。
まず、鉄人28号モニュメントを視察しました。鉄人
28号は神戸出身の漫画家・横山光輝氏の代表作のひと
つで阪神淡路大震災からの復興のシンボルとして作ら
れたとのことで、15ｍというビックサイズの鋼鉄製モ
ニュメントでした。
その後、神戸映画資料館を視察しました。映画フィ
ルム、書籍、ポスター、機材などを収集・保管・公開
する施設で、実際にシアターもあり、昔ながらの映画
を観ることもできるようになっていました。
そして南京町でお昼を頂き、ベイクルーズ船に乗

船し、神戸港湾巡りをした後、ショッピングモール
MOSAICを自由散策し、研修を終えました。一同今
後の事業にとって大変有意義な視察研修となりました。

神戸ハーバーランドにて

食品工業部会 『第10回伊賀発･･･食品産業フェスタ』開催
『第10回伊賀発･･･食品産業フェスタ』を食品工業部
会の主催で開催いたしました。

たくさんの人で賑わう食品産業フェスタの様子

10月20日㈯〜21日㈰

今年度も「上野天神祭のダンジリ行事」の開催時期
に合わせ、場所も中心市街地の「うえせん白鳳プラザ」
で実施いたしました。
会場には、地元を拠点に寿司・餅、パン・シフォン
ケーキ、お酒などを製造されている計７事業所にご参
加いただき、来場されたお客様へ各社自慢の商品を
PRしていただきました。両日ともに天候にも恵まれ、
家族連れの方や遠方よりお越しの観光客の皆様にも多
く足を止めていただき、伊賀の食品の魅力を広めるこ
とができました。

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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女性会だより 全国商工会議所女性会連合会創立50周年記念式典・第50回岩手総会に参加
全国商工会議所女性会連合会創立50周年記念式典・
第50回岩手総会が盛岡市の盛岡市民文化ホールで開催
されました。
今大会のテーマは、「つなげたい 笑顔のかけはし」
で、全国308の商工会議所女性会（部）より、1,451名の
多数の参加があり、上野会からも５名が参加いたしま
した。
当日は式典・総会・記念講演会が行われ、たくさん
の来賓の方々にご臨席いただき、盛大に開催されまし
た。当女性会としましては式典で「全国商工会議所女
性会連合会創立50周年特別表彰」をいただきました。
これは全商女連設立当時からの会員女性会に贈られた
もので、全国の35女性会に贈られました。その後、懇
親会が２ホテル３会場にて行われ、岩手県北上地方の
農民に伝承する民俗芸能の「鬼剣舞」の迫力ある踊り
や「盛岡さんさ踊り」を拝見し、楽しいひとときを過

10月３日㈬〜４日㈭

ごし、他会の女性会（部）の皆様とも親睦が図れました。
２日間を通し、有意義な大会を過ごす事が出来ました。
ご参加された会員の皆様お疲れ様でした。
上野商工会議所女性会 会長 森西 博美

全商女連第50回岩手総会に参加のみなさん

だんご茶屋 10月20日㈯〜21日㈰

たくさんの皆様にお立寄りいただきありがとうございました

今年も恒例の上野天神祭にだんご茶屋を開設致しま
した。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こうと始めたおも
てなしで、約17年位継続し、女性会全国大会でもこの
活動に対して６年前に会長特別賞をいただきました。
今年も三重大学連携フィールドの関係で、だんじり
を曳くボランティアの三重大学生の方々にもおもてな
しをさせて頂きました。
20日と21日は天候にも恵まれた中、だんご茶屋を開
設し、会員団結してそれぞれの持ち場を守り協力し合
いながら活気のある楽しい２日間を経験致しました。
お買い上げ下さった皆様、お手伝いいただいた会員
の皆様ありがとうございました。
上野商工会議所女性会 会長 森西 博美

青年部だより 『平成30年度 東海ブロック商工会議所青年部連合会 日本商工会議所青年部 第31回東海ブロック大会 飛騨高山大会』に参加！
岐阜県高山市にて「第31回 東海ブロック大会飛騨
高山大会」が開催されました。今年度の大会は上野天
神祭と日程が重なる中、小林会長をはじめ５名が参加
いたしました。
開催地において、「Go! Ready! Go!」～さぁ！準備は
できた！東海はひとつ！ Go 来高！～というテーマを
基に、まず記念式典が、高山市長様をはじめ、商工会
議所会頭様などたくさんの来賓の方々をお迎えし、盛
大に開催されました。続いて、
「未来（あす）のふる
さと・日本を考える」をテーマに、『NEWS ZERO』
のメーンキャスターを務められました村尾信尚氏と、
左官職人の狭土秀平氏、共に高山市出身の御二人を迎
えての記念講演を拝聴致しました。その後、飛騨・世

10月20日㈯

界生活文化センターにて大懇親会が開催され、東海各
地の青年部の方と有意義な懇親を深めることができま
した。

東海ブロック大会飛騨高山大会記念式典の様子
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

労

務

経

務

営

事業者研修会「働き方改革のススメ研修会」
働き方改革による、従業員のモチベーションを上げることで業績アップ、業務の見直し取り組み
で生産性アップの事例をご紹介！
日時

11月28日（水）13：30〜16：00

場所

プラザ洞津３階

内容

１．生産性を高める “働き方改革”

三重大学特任教授

２．中小企業における先進的な働き方

中日新聞経済部記者

３．働き方改革関連法について

三重労働局雇用環境･均等室室長

主催

孔雀の間（津市新町1-6-28 津新町駅から徒歩３分）

後援

公益財団法人三重県産業支援センター、三重県

瀧本 和彦氏
永田 弘己氏
光永 圭子氏

三重労働局、県下ハローワーク

平成30年分 年末調整等説明会

上野税務署

年末調整等の具体的な事務手続などについて、下記の日程で説明会を開催しますので御案内申し上げます。
なお、
御出席の場合には、
「年末調整のしかた」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
をお持ちください。
また、開催会場の収容人員の都合により、地域ごとに開催日時等を指定させていただきましたが、御都合の悪
い場合は、他の日時等や他の税務署が開催する会場にも御出席いただけます。
対

象

者

開

催

日

時

開

催

場

所

伊賀市の方のうち郵便番号が〒518-0000
から〒518-0227及び前３桁が〒519の方

11月14日（水）13 ：30〜15 ：30

三重県伊賀庁舎 ７階大会議室
（伊賀市四十九町2802）

伊賀市の方のうち郵便番号が〒518-0801
から〒518-1429の方

11月15日（木）10 ：00〜12 ：00

三重県伊賀庁舎 ７階大会議室
（伊賀市四十九町2802）

名張市の方

11月19日（月）13 ：30〜15 ：30

名張市防災センター ２階防災研修室
（名張市鴻之台１番町２番地）

年末調整説明会については、上野税務署（TEL0595-21-0950）までお問い合わせください。

源泉所得税等研修会の日程について

決算・申告実務研修会の日程について

日 時 11月22日（木） 13：30 ～ 15：30（予定）
場 所 伊賀市上野丸之内500 ハイトピア伊賀３階ホール
内 容 「わかりやすい源泉所得税等（年末調整等）」について
講 師 上野税務署 法人課税部門 上席国税調査官
受講料 法人会・上野商工会議所・名張商工会議所・
伊賀市商工会 会員（無料） その他は、2000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 ハイトピア３階
電話 24-5774
FAX 24-5796

日 時 12月11日
（火） 13：30 ～ 15：30（予定）
場 所 伊賀市上野丸之内500 ハイトピア伊賀３階ホール
内 容 「わかりやすい 会社の決算・申告の実務」について
講 師 上野税務署 法人課税部門 上席国税調査官
受講料 法人会・上野商工会議所・名張商工会議所・
伊賀市商工会 会員（無料） その他は、2000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 ハイトピア３階
電話 24-5774
FAX 24-5796

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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三重県伊賀市小田町743-2

BCP（事業継続計画策定）セミナー
〜大阪北部地震、西日本豪雨から学ぶ〜

東日本大震災の教訓から、更には最近の大阪北部地震・西日本豪雨の発生など、さまざまなリスクによる企業
活動への影響を想定し、企業活動を休止することなく、あるいは早期復旧させるなどして事業を継続させるため、
予め防災・減災対策、災害発生時や発生後の対応措置などに対して事前に計画を策定しておく重要性が高まって
います。
今回のセミナーでは、短時間でBCP策定についてのポイントを習得いただける内容とさせていただいています。
策定をお考えの企業様におかれましては是非ご参加下さい。詳細は折込チラシをご覧下さい。
開催日時
開催場所
講
師
内

12月４日
（火）14：00〜16：00
上野商工会議所３階ホール（ハイトピア伊賀３階）
東京海上日動火災保険株式会社 三重支店
業務グループ 担当課長 垣内 博 氏
①BCP策定の意義・三重県の自然災害
②中小企業庁フォーム解説
③BCPワークショップシミュレーション
④今後の進め方
50名（先着順 但し定員になり次第締め切らせていただきます）
無 料
11月27日
（火）
迄に参加申込書にご記入の上、FAX（24-3857）にてお申込み下さい。
上野商工会議所（TEL 21-0527）
上野商工会議所
共
催 東京海上日動火災保険株式会社 三重支店

容

定
員
参 加 費
申 込 み
お問合せ
主
催

口座振替は12月10日（月）です

商工会議所会費

会費の納付は、
便利な口座振替を！！
！

平成30年度後期分会費の納付をお願いする時期とな
りました。
会員事業所の皆様には、11月中旬に「会費口座振替」
のお知らせを送付させていただき、12月10日㈪にご指
「口座振替」の手続きが、まだお済みでない方は、
定の預金口座から引き落としさせていただきます。
お振込みいただく際の手間と手数料のご負担をなくす
「口座振替」の手続きを済まされていない会員事業
問題
㻝
㻞
㻟
㻠
㻯
タテのカギ
為お早めにお申込み下さい。
所の皆様には、従来通り納付書〈振込み用紙〉を送付
■
会費についてのお問い合わせや「口座振替」のお申
させていただきますので、12月10日㈪までに最寄の金
㻡
㻮
㻢
1 英語で「シーライオン」と呼ぶ海の動物
融機関（納付書に記載）からお振込みいただくか、当
■
2 仲買人のこと英語で？込みは、当所総務課までご連絡下さい。
㻣
㻤
㻥
㻭
3 葉っぱはカイコの餌
（TEL21－0527）
所窓口での納付をお願い致します。
■

㻝㻜

問題
㻝㻞

㻝

■
㻞

■

㻰

㻡
㻣

㻝㻝

㻟
㻮

㻭

㻝㻠

■

㻮
㻝㻜

㻠
㻢

㻱

■

■

■
㻯

㻤

■

㻰

㻱

㻝㻝

■
㻝㻞

■

㻰

㻝㻟

■
㻝㻠

㻱

■
㻭

㻝㻟
㻯

㻮

㻯

㻰

㻱

㻥

㻭

4 公園などにある長椅子
6 船が停泊する時に下ろす
9 芭蕉の句、物言えば・・・どこが寒い？
11 幼児の言葉で頭のこと
タテのカギ
12 昆布や煮干しからとります
13 大にしたり、弾ませたり、潜めたり
1 英語で「シーライオン」と呼ぶ海の動物
問題
2 仲買人のこと英語で？
㻝
㻞
㻟
㻠
㻯
ヨコのカギ
3 葉っぱはカイコの餌
■
4 公園などにある長椅子
㻡
㻮
㻢
1 あわ、バブル
6 船が停泊する時に下ろす
4 ハンド、ボーイ、マーク
■
9 芭蕉の句、物言えば・・・どこが寒い？
㻣
㻤
㻥
㻭
5 赤でもロゼでもないブドウ酒
11 7幼児の言葉で頭のこと
オープン、サイド、キャンピング
■
12 8昆布や煮干しからとります
牧場などで飼う牛や豚など
㻝㻜
㻝㻝
13 10
大にしたり、弾ませたり、潜めたり
鼻で感じるかぐわしいもの
■
■
12 的を狙って、手で矢を投げます
㻝㻞 㻰
㻝㻟
13 へつらうために売るもの
ヨコのカギ
■
14 小麦粉をまぶした魚のバター焼き
㻝㻠

㻱

1 あわ、バブル
回答はP12へ
■
4 ハンド、ボーイ、マーク
5 赤でもロゼでもないブドウ酒
㻭
㻮
㻯
㻰
㻱
7 オープン、サイド、キャンピング
8 牧場などで飼う牛や豚など
10 鼻で感じるかぐわしいもの

タテのカギ
1 英語で「シーライオン」と呼ぶ海の動物
2 仲買人のこと英語で？
3 葉っぱはカイコの餌
4 公園などにある長椅子
6 船が停泊する時に下ろす
9 芭蕉の句、物言えば・・・どこが寒い？
11 幼児の言葉で頭のこと
12 昆布や煮干しからとります
13 大にしたり、弾ませたり、潜めたり
ヨコのカギ
上野商工会議所ニュース 2018.11.5｜7
1 あわ、バブル
4 ハンド、ボーイ、マーク

伊賀連携フィールド2018年度

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

７の巻

ます。

補佐員の酒井裕太です。先月の高尾准教授の内容と

また、数多くの城郭跡もま

重なるものにはなりますが、当センターでは８月

だまだ調査できるでしょう。

に「全国忍者調査」プロジェクトを行いました。全

自分の地区に城郭跡なんてな

国規模ということで北は北海道、南は沖縄までアン

いだろうとお思いの方もおら

ケートを発送したわけですが、それでは伊賀からは

れるかもしれませんが、そん

もう何も発掘できないかというと、決してそんなこ

なことはございません。小さ

とはございません。先日も探検と銘打って地元の村

なお城がそこかしこに存在し

の藪の中を同級生と調べたり、村の方からどこに何

ていた伊賀の国、普段何気なく素通りしているあの

があるかとご教示いただいて、寄合所の書類を調べ

竹藪が、実は伊賀郷士の城跡だったなんてことは大

たりしていたら、やはり重要な古文書なんかが眠っ

いにあります。実際、私自身が、最近まで何も知ら

ていたりしました。伊賀には多くの発見されていな

ずに城郭跡の前を素通りしていた張本人です。

い忍者資料が眠っている、と断言させていただき

（酒井裕太）

第11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。
11回目となる今回は、“伊賀上野城下町の文化的景観” をテーマにしました。伊賀上野のす
ばらしい景観が20世紀遺産20選に選ばれたことを受け、伊賀市文化財保護審議
会委員の滝井さんの話や、伊賀よりみち通信作成協議会がおすすめする市内の
建築物の紹介を行います。
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
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19上野商工会議所新年賀詞交歓会
新たな年の新春を寿ぐ新年賀詞交歓会を、下記により開催いたします。
市内各界の皆様が一堂に会する年賀の場とさせていただきます。会員の皆様
どなた様もご参加していただけます。名簿作成の都合上、12月７日（金）まで
に、お申込み下さい。
記
日

時

会

場

青山ガーデンリゾート ホテルローザブランカ

会

費

6,000円

平成31年１月７日（月）
（受付）午前10時〜 （開会）午前11時〜12時30分終了予定
伊賀市寺脇721

申 込 先

TEL 52−3810

上野商工会議所総務課

TEL 21−0527

FAX 24−3857）

第14回伊賀学検定実施
伊賀をもっと知りたい

知らなかった伊賀の魅力を再発見！！！
あなたも楽しくチャレンジしてみませんか？

伊賀の知識を仕事にいかしたい

伊賀を多くの人に自慢したい

中級は第１回〜13回検定の初級に合格された方、上級は第２回〜13回検定の中級に合格された方に限ります。
この検定で、伊賀に住む市民に伊賀の歴史や文化が伝承され、観光客の “おもてなし” の一助になればと願っ
ております。詳細は次号で掲載します。

★実施日

平成31年２月17日
（日）

上野商工会議所ニュース

2018.11.5｜9

会員 ひろば

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市緑ヶ丘本町4164-1
TEL 0595-21-1947 FAX 0595-24-0588

㈲伊勢屋食品

伊勢屋食品直売店店主の奥田武志です。現在、伊賀市緑ヶ丘本町にて豆腐製造業をしております。今回直売店
を平成29年11月に開店させていただき、１周年になりました。直
売店の案内をさせていただきます。
①豆腐田楽（木の芽）
②豆腐ドーナツ
③伊賀ブランド豆腐をはじめとする伊賀産大豆100％使用の豆
乳（にがりを入れれば豆腐になります）
④夏期になりますが豆乳ソフトクリーム、豆乳かき氷、山芋ざ
る・枝豆ざる・おぼろ豆腐等々の販売
その他工場で製造している伊賀豆商品も販売
営業日は毎週土曜日の11：00 ～ 15：00です。土曜日以外でも
大口注文があればTELにて可能な日はお受けします。
平成29年11月にオープンした工場直売店
それから当社の敷地内で出店していただける方がおられました
ら無料で出店していただき、ご一緒に来店するお客様を増やした
いと思います。可能であれば伊賀の物産なども持ち込んでいただ
き販売していただくか当社で販売させていただく事もできます。
最後に当社は、伊賀産大豆の消費拡大を目指して豆腐づくり教
室や田楽教室を行っていく予定をしております。今後は土曜市に
限らず営業日数も増やしていければと思っています。今後ともよ
ろしくお願いいたします。
工場直売店売上NO.1「伊賀名物豆腐田楽」

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

H30年9月末会員数

組織率

2,618件

1,454件（特別会員87件）

52.2%

上野商工会議所 貸事務所への
入居を募集しています。
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
10｜上野商工会議所ニュース 2018.11.5

FAX： 0595-24-3857

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

2018.11.5｜11

恋のHappy大作戦
開催日時

まずは出会 うことから

12月22日（土）
16：00〜20：00（受付 15：30〜）
開催場所 上野フレックスホテル
伊賀市平野中川原544‑21
TEL 0595‑21‑3111
参加資格 25歳〜 45歳までの独身男女
各25名
会
費 男性 5,000円
女性 3,000円
申込締切 11月末日
主
催 上野商工会議所・伊賀市商工会
後
援 伊賀市・ゆめぽりす伊賀立地企業連絡会
お申込み・お問い合わせ
上野商工会議所総務課
TEL 0595‑21-0527

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

31歳。明日への挑戦。
（安江のぶお・潮出版社・741円＋税）

下町ロケット

ヤタガラス

（池井戸潤・小学館・1,500円＋税）

沈黙のパレード
（東野圭吾・文藝春秋・1,700円＋税）

きっと明日はいい日になる
（田口久人・ＰＨＰ研究所・1,250円＋税）

コーヒーが冷めないうちに
（川口俊和・サンマーク出版・1,300円＋税）

12｜上野商工会議所ニュース 2018.11.5

26 25

21 19

18 14 13

41

14

11

11

30

11
12

月主な事務局行事

（コミック・文庫除く）

30 28 27

・
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ベストセラー紹介
平成30年9月期

12

16 12

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・伊賀総合防災訓練
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
・伊賀風土ＦＯＯＤ
日・平成 年度キャリア教育推進地域連絡会議
日・青年部例会
日・第１５０回簿記検定試験
・県連会頭会議
日・記帳継続相談会
日・女性会第４回役員会
・青年部三役会・役員会
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）
・青年部ＯＢ会総会
日・常議員会議・地方創生セミナー
日・ジェトロセミナー
日・伊賀学ジュニア検定（島ヶ原小）

月
２日・第 回カラーコーディネーター検定試験
４日・ＢＣＰセミナー
９日・青年部例会（家族親睦会）
日・金融理財部会工場見学
日・第２５回ＥＣＯ検定試験
・全国そろばんコンクール
日・伊賀学ジュニア検定（青山小）
日・ 中小企業所長等マネジメント研修・相談所長会議
日・婚活クリスマスパーティー
日・異業種交流懇談会忘年会
日・仕事納め

社会保険相談会

21 16

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

月 ７日・ 日
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

12 11

28 26 22 19 18

今月のおすすめの１冊
『芭蕉と其角
北村純一

四人の革命児たち』

風媒社

本体1,700円＋税

著者の北村純一さんは伊賀市の生まれだ。芭蕉と同
郷の作家による芭蕉を題材にした小説の執筆は、故岸
宏子さんの「若き日の芭蕉」以来だと著書にも記され
ている。
「没後行き過ぎた美化で神格化された芭蕉の虚像を
改めたい思いがあります。実際はもっと気さくで庶民
的な人物だったと思われます。
」とあるように、芭蕉
の一番弟子であった其角の目を通して、新味の芭蕉さ
ん像を描くことに挑戦している。芭蕉さ
んの話し言葉が伊賀弁であることが心
地よい。聖人と言われる郷土の偉人を、
より身近に感じられる1冊だと思う。
読書の秋にこの本をおすすめいたし
ます。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

P7クロスワード答え

クロベタム

