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寺村家住宅主屋（伊賀市上野福居町3337‑1 寺村清雅堂）

もと両替商森川六右衛門の居宅で、旧上野城下に残る最古と考えられる町家。角地に建ち西を正面
とした入母屋造、桟瓦葺、妻入で、表側を全面店舗とし、その裏に居室を配する。間仕切や内部造作
の改造は大きいが、軸部や軒の低い外観は古い姿を良く残している。

寺村家住宅前蔵

主屋の南に棟を表通りに平行に配して建つ。２階建、漆喰塗の土蔵で、切妻造の主体部の前後及び
主屋側北面に一段下げて下屋を付属する。通り側外壁腰部分のなまこ壁は「鼓繋ぎ」と呼ばれる独特
のモチーフになり、妻入の主屋と並んで独特の景観を形成している。
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伊賀市活性化に向けての提言
平成31年度予算等に関する要望書を提出
平成30年12月３日
（月）、伊賀市長へ、平成31年度施策の策定並びに予算編成にあたり、中小企業及び小規模事
業者が持続・発展し地域経済を支えるための産業振興施策の強化及び拡充の要望書を、下記のとおり提出いたし
ました。
１ 「伊賀市 まち・ひと・しごと創生総合戦略」実現のため
の施策の推進
⑴中小企業及び地域産業の振興策の充実
①雇用機会の拡大及び成長産業の立地の推進
ア 「土地利用基本計画」の柔軟な運用
◦５ha未満の小規模な工業用地隣接地への工
場等の立地、拡張については制限せず、名阪
国道インターより１kmの範囲等は、工場立
地推奨地として優遇税制の創設。
イ 水道料金体系の見直し
◦大口需要者水道料金及び水道加入負担金につ
いて、減額制度を導入いただいたところです
が、今後も収益性の観点からの企業競争力や、
企業誘致における地域間競争に不利とならな
いよう更なる料金の低減。
②産学官連携の強化及び支援の拡充
③地方創生にかかる包括連携協定の締結
◦円滑な事業承継や地域活力の創出による地方創
生のため、包括連携協定の締結など、市内金融
機関との連携・協力関係の構築。
⑵雇用確保のための施策の強化及び支援施策の拡充
①地元企業への就労の向上施策の拡充
ア 地元企業への就労の発信施策の拡充のための高
校生や大学生、Ｕ・Ｊ・Ｉターンへの推進に向
けての発信力の強化
イ 小、中、高校において地元企業の魅力、就労環
境の魅力等、産業教育の強化
ウ 高校生・大学生向けに、市内に就職・居住する
ことで返金免除となる特別奨学金制度の創設
②多様な雇用の確保のための支援の創設
ア 少子化対策を踏まえ女性雇用、子育て世代雇用
に取り組んでいる企業への支援及び助成制度の
創設
イ 市外から移り住んできた優秀な人材の定着化の
ための住宅支援制度等、高度化人材確保の施策
の創設
ウ 障がい者、外国人労働者など、自家用車を使用
できない者の雇用促進のための交通網の充実・
整備
⑶中心市街地活性化の促進
①第二期中心市街地活性化計画の早期策定
②中心市街地活性化協議会及び㈱まちづくり伊賀上野事
業への支援拡充
③街なか賑わいイベント等への支援拡充
◦市民夏のにぎわいフェスタ、市民花火大会、灯
りの城下町事業等
④現市庁舎の総合的な利活用の推進
ア 商工業発展のため観光及び物産機能の設置
イ 図書館等、市民の憩いの場、先進トイレの設置
２

観光立市に向けた観光振興の促進
⑴ユネスコ無形文化遺産に登録された「上野天神祭のダン
ジリ行事」による更なる観光推進の強化
◦市をあげての天神祭事業として運営体制の刷新及び支
援の創設
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⑵観光客受け入れ施設等の拡充
①現市庁舎跡における観光及び物産機能の設置
②魅力的な新芭蕉翁記念館及び芭蕉ゾーンの実現
③外国人を含む観光客向けの案内板など、おもてなし受
入れ環境（駐車場等）の整備
３

社会基盤の整備
⑴社会基盤の整備
①渋滞緩和及び交通安全施設の整備
ア 国道368号線の早期４車線化による渋滞緩和及
び安全確保
イ 丸之内交差点、ハイトピア前及び銀座通りのス
ムーズな通行の整備
ウ 新市庁舎及び伊賀鉄道四十九駅の開設に伴う交
通量増加を見据えた幹線道路、安全対策の整備
②近鉄伊賀神戸駅前の開発の促進
◦ロータリーの設置、車両の待機場所の確保等
③環境保全のための残土処分場の確保
◦自然環境を保全するため建設工事での発生残土を適
正に処分する施設の確保
④安全で快適な生活を実現するため、市街地の下水イン
フラの整備
⑵将来への交通基盤の整備計画の策定
①JR関西線伊賀上野駅・柘植駅間の電化促進、及び伊
賀鉄道と連動した交通システムの整備
②名阪国道と新名神高速道路、更に名神高速道路との連
絡道の整備促進
③リニア中央新幹線の建設を見据え、既存交通網の整備
調査
⑶公共交通ネットワークの充実
①郊外並びに他の地域から市街地へのアクセス、利便性
を考慮したバス運行システムの構築
②市庁舎の移転に伴う市街地とのアクセス及び周辺道路
網の整備等利便性の向上

４

公共工事発注制度及び許認可等の改善
⑴地元事業所が参入しやすい発注方式の推進
①大型案件の分離・分割発注方式の早期実施
②発注基準の選定業者数の見直し
⑵大規模案件における市外業者単独受注の防止
①全ての工事（建築・土木・電気設備・機械設備）にお
いて地元事業所とのＪＶを入札の条件
②設計・監理業務の発注基準においては、参加可能では
なく、地元事業所が受注し易い要件の設定
⑶一般廃棄物取扱い業者の許認可等を含めた状況の改善
◦空き家対策等で建物の解体工事の際、家具等一般廃棄
物の取扱い業者が少ないため、工事に支障が発生

５

中小企業・小規模企業振興事業費補助及び商店街活性化
等の事業補助金等の拡充
⑴中小企業相談業務負担金
⑵商工会議所事業補助金
⑶中心市街地等商店街活性化事業費補助金等の事業支援及
び助成の拡充
⑷ＩＴ（情報）関連補助金の推進

三重県第３４回産業功労者表彰（商工業部門）
会頭 田山雅敏氏が、中外医薬生産㈱代表取締役社長として本社をゆめぽりす伊賀へ移転
させ、さらに研究施設等を相次いで増設するなど雇用の創出に尽力し、また、女性登用に
も熱心に取り組み、男女参画社会推進に貢献した功績により、三重県産業功労者表彰を受
章されました。おめでとうございます。

栄えある受章おめでとうございます

平成30年度三重県商工会議所連合会

第2回会頭会議を開催
〜H30.11.18

六華苑和館〜

三重県商工会議所連合会（会長：岡本
直之）は、平成30年11月18日（日）六華苑
和館（桑名市）にて、県内各商工会議所
会頭等の出席をいただき、会頭会議を開
催しました。
岡本会長は冒頭の挨拶の中で、景気動
向やＩＴ・ロボットなどによる生産性の
向上の取組みに触れ「多様な人材活用の
必要性など、地域の課題が多様化、複雑
化、広域化するなかで商工会議所の役割

▲会頭会議の様子

が一層大きくなっている」と述べました。また、「県連は『12商工会議所同士の連携や関係機関と
のコラボレーションの推進』をモットーに皆様の協力を得ながら取組みを進めていますが、今年
度は台湾・タイ経済ミッション、三重県知事への提言要望活動、中部地方整備局との意見交換会、
インターハイや博物館・美術館行事への支援、各地域の祭りなどを訪問する取組みを行ってきま
した。特に、海外経済ミッションでは、台湾貿易センターと連携協定を締結し、今後、具体的な
成果が出るよう活動していきたいと考えていますので、提案、要望などをいただき、ご協力をよ
ろしくお願いします」と話しました。
会議では、四日市商工会議所の種橋潤治会頭、桑名商工会議所の中澤康哉会頭から、それぞれ
管内状況や観光振興、地域活性化の取組みについて説明を受けました。
その後、ばんこの里会館の数馬桂子館長から「万古300th 四日市地場産業の誇り」、桑名市博物
館の杉本 竜館長から「戊辰戦争と桑名藩」と題してそれぞれ講話を拝聴しました。
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会議所の動き
社会文化部会 セミナー

11月2日㈮

笑いをビジネスに生かす 矢野宗宏氏の講義から
「笑う門には福来る」笑いが人に良い影響を与える
ことは知られており、病院や各種施設では笑いを取り
入れている所もあり、笑うことに因って患者であるこ
とを忘れ、心身ともに軽くなったと喜んでいる事実も
ある程だと笑いの講師としてお招きしたユーモアコン
サルタントの矢野宗宏様はおっしゃいます。
ご自身、内気で気弱な性格だったと言われますが、
大阪の某信用金庫に入庫後、笑い好きの支店長に出
会ったのが転機となり、関西大学での落研で先輩の桂
三枝（現桂文枝）の影響もあって、お笑いを武器に支
店長まで昇進、ユーモアコンサルタントを天職に得て
現在活躍しておられます。笑いをビジネスや職場に上
手く取り入れると良いことがいっぱいある、との矢野
講師の言われる極意とは…。

ユーモアを交え楽しく講演される矢野氏

商業部会 視察研修

人は往々にして気の緩みがちな笑いの場で冗談を
言ったことが相手を傷つけることがあり、この種の失
敗が意外に多いものです。
ビジネスに於いては人に優しい笑いを心がけ、お客
様を愉快にさせてあげ、部下や社員を楽しませたいと
の気持ちで笑いを発信しますが、然し、状況把握とタ
イミングが命で、特にビジネスにおける笑いは状況の
見極め、発信するタイミングの能力を心得ることが大
切だと話されました。
矢野氏はシーソー理論と太鼓持ち理論を長年の経験
から発案されました。前者は、自分が判っていてもお
客様や社員（相手）に判らないことは、相手の気持ち
になって、シーソーの様に自分は下がり相手を上げる
ようにすることを忘れず、失敗は常に自分事として話
せばよいのです。後者の理論は、贔屓筋やお客様に媚
びる者を俗に太鼓持ちと言いますが、何も彼も知った
上で目配りや気配りを忘れえずお客様を立ててビジネ
スチャンスとし、社内を和やかな雰囲気にすると笑い
が自然に生まれると確信されています。
ご自身の失敗談・成功談を笑いを交えて面白く話さ
れ、講演後に成程と心から頜かされました。
矢野宗宏氏を年２～３回講師としてお招きし、笑い
の極意を伝授して頂く予定ですので、是非ご出席下さ
るようお願い致します。
次回お目に掛かる時まで、今回はこれにて幕引きを
いたします。
（文責 社会文化部会 部会長 中田 洋二）

11月26日㈪

商業部会の視察研修を実施致しました。
今年度は、岐阜市「みんなの森 ぎふメディアコス
モス」と、名古屋市「名古屋城本丸御殿・金シャチ横
丁」です。
まずは、図書館や交流センターが入る複合施設と
して建てられた「みんなの森 ぎふメディアコスモス」
を視察させていただきました。
メディアコスモスは、岐阜大学医学部のキャンパス
移転に伴って、中心地に残る跡地をどう利用するか、
市民の皆さんにパブリックコメントを募集したとこ
ろ、新しい図書館の設置や行政施設を希望する意見が
多くあった事から、平成27年７月、市立中央図書館・
市民活動交流センター・多文化交流プラザ及び展示
ギャラリー等からなる複合施設で、日本を代表する建
築家の伊東豊雄氏が設計しオープンしました。
その建物は「おしゃれすぎる！」と各所で話題を集
め、県内外から訪れる人があとを絶たず、オープンか
ら２年（H29）で来館者数は240万人を超えています。
老若男女を惹きつけ何時間でも快適に利用してもらい
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たいという、さまざまな工夫や配慮がされていました。
その後「名古屋城本丸御殿・金シャチ横丁」に移動
し、近世城郭御殿の最高傑作たる建物の本丸御殿、老
舗のなごやめしと物産展が集結した金シャチ横丁を見
学させていただき、参加者一同多角的に見聞を広めら
れたと有意義に視察研修を終えることが出来ました。

みんなの森 ぎふメディアコスモスにて

青年部だより 11月例会開催

11月14日㈬

伊賀市白樫の岡八幡宮にて11月例会「滝に打たれて
『SW』ON！
！」を開催しました。気温10℃を下回る
寒中にもかかわらず、31名の参加者がふんどし姿で禊
を行いました。
禊を行い滝に打たれるという非日常の中で心を洗い
直し、自然に接することで見えてくる個人の本来の
力・感性を研ぎ澄まし、磨き上げることで、30周年記
念事業に向けYEG活動のＳＷ（スイッチ）を入れ直す
ことが出来ました。
今回、例会にご協力頂きました岡八幡宮宮司 大井
貞夫様をはじめとする神職の皆様方、ありがとうござ
いました。

岡八幡宮にて滝行を体験

The Gannen祭
UenoYEG 30th Anniversary

上野商工会議所青年部

〜Bloom the Next Stage〜

平素は、上野商工会議所青年部の活動にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、上野商工会議所青年部は創立30周年記念事業の一つとして『The Gannen祭 ～ Bloom the
Next Stage ～』と題し、伊賀市内の企業の見学及び企業展を企画しております。
本事業は、転職を考えている方、並びに人生の岐路に立つ重要な時期の就職前の学生の方々に、
実際に伊賀市内にある企業を知っていただき、自身の就職活動の一助としていただくとともに、
伊賀市への定住、さらには郷土愛を再認識していただくことを目的としています。
その際、各企業様には自社のPRはもちろん、労働力不足の解消に大いにつなげていただければ
と考えております。まだまだ企画の詳細は検討中ではありますが、皆様のご意見を聞かせていた
だきたくご案内をさせていただきます。
年度末のお忙しい時期とは存じますが、本事業の意義をご理解いただき何卒ご協力賜りますよ
うよろしくお願いいたします。
開催日時 平成31年３月30日（土）【企業展】12時～ 17時（予定）
開催場所 【企 業 展】上野市駅 駅前多目的広場及び駐車スペース
内
容 【企業訪問】（定員：10社）◦バス・徒歩等により伊賀市内の企業を訪問し見学
◦１グループ20名程度の班で訪問
【企 業 展】（定員：20社）◦各企業の紹介ブースを設置
◦会社PR・資料、写真等の展示・商品PR・人材募集
◦出展料 1ブース 1,000円
対象企業 伊賀市を中心として営業している企業
募集予定人材 学生から40代までの就職・転職希望者
申込期間 平成30年12月28日（金）一次締切
☆申込・お問合せは、上野商工会議所青年部事務局：小松までお願い致します。
TEL 0595-21-0527 FAX 0595-24-3857
上野商工会議所ニュース

等

2018.12.5｜5

会議所の動き
伊賀市工業団体によるタイ進出伊賀関係企業訪問ミッション 11月11日㈰〜14日㈬
11月11日～ 14日の間、会議所工業部会（浅井部会長）
が中心となり、伊賀市の工業団体に声がけし、伊賀か
らタイに進出している企業を皆で初めて訪問した。参
加企業は、
９社と予想を下回り実施延期もと迷ったが、
「今のタイを見なくては！タイは、待ってくれない」
と考えて挙行した。参加メンバーは、タイ進出に興味
のある企業さんや会議所異業種交流懇談会の若い方々
で活力ある訪問団となった。
今回の訪問目的は、①伊賀からの進出企業の現況を
知る。②進出時の課題や手順を知る。③タイでの進出
企業と人脈を作る。の３点である。結果として、現地
を訪問し現地で操業にあたっている方々の声や工場を
まざまざとこの耳、この目で確認できたことは、大変
有意義であった。
早朝、伊賀を発ち関西国際空港から空路６時間、ほ
ぼ満席にてバンコク国際空港に無事到着。時間がかか
る通関を何とか
抜け、現地ガイ
ドと共にパタヤ
に向かった。高
速道路でバスが
突然スピードダ
ウンしゆっくり
と走り、他の車
に皆追い抜かれ
傾いたバス
だした。あ・れ・れ・？？？・・・。バスが傾いて走
り、サービスエリアでバスはダウン。交替のバスを待
つこと50分、その間に日暮れとなりサンセットの綺麗
なビ－チでの夕食の予定が周囲真っ暗な海岸での食事
となってしまった。ホテルは、パタヤのウォーキング
ストリート近く、遅い食事のストレス解消にはうって
つけであり、浅
井団長の案内の
中、伊賀市民全
員が集まったよ
うな雑踏に、身
を沈めた。
翌日は、月曜
日で一時間程バ
スに乗り洗剤を サラヤ㈱ タイ工場での生産製品と笑顔で迎えていただいた従業員の方
製造しているサ
ラヤ㈱様の清潔
な工場を訪問し
た。ビデオを拝
見し、生産ライ
ンの説明や工場
を見学させてい
ただいた。パー
サラヤ㈱ タイ工場での研修風景
ム油から製造さ
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れるこれらの製
品は、皆日本に
輸出していると
のこと。現地工
場では、日本語
通訳の確保に苦
労しているとの
話 で あ っ た が、
サラヤ㈱ タイ工場にて
説明していただ
いた方は解りやすい日本語を流暢に使っていた。工場
には、日本からは、２名の方が赴任しており、従業員
は70名程とのことであった。タイでは従業員の確保が
難しく面接採用しても出社日に出てこない人も多いと
のこと。
次にバスで
１時間半程移動
し、15km四方と
いう大工業団地
にある㈱ミヤケ
様、㈱ミルボン
様の工場外観を
㈱ミルボン タイ工場
見て、エンジン
部品を製造して
いる㈱安永様の
タイ工場を訪
問した。㈱安永
様では、㈱百五
銀行の山中所長
様と進出企業の
プレゼンが用意
㈱ミヤケ タイ工場
されており、㈱
ミヤケの百地様、
㈱ミルボンの谷
川様から何故タ
イへ進出したの
か？それぞれ各
社の製造品目や
原料、資材入手、
生 産 上 の課題、
㈱安永 タイ工場
販売の展開状況
などの説明を受けた。
特に㈱百五銀行の山中所長様のプレゼンでは、タイ
を東南アジアへの販売拠点にするか？製造拠点にする
か？で、進出に関する考え方が全く違うことの説明を
受けた。続けて㈱安永様の工場も見学させていただき、
高い天井の広々とした工場を見て、地震のない国の余
裕を垣間見た。㈱安永様は、７時30分から朝食を従業
員に用意しているとのこと。団員が「何故ですか？」
と 質 問 す る と「 朝 食 を 出 さ な い と 会 社 に 来ないか

ら・・。」 こ の
ご回答に一同目
が 点 に な っ た。
㈱安永様の現地
法人石山社長様
には、社員さん
の多くの方々に
お出迎え、ご案
㈱安永タイ工場にてプレゼン発表者
内いただき歓待に感謝申し上げます。
（昼食としてい
ただいたお弁当も伊賀からの進出企業さんの製造でし
た。
）
その後、東南
アジアでも有数
のレムチャバン
港を訪問し、展
望台に上がりト
ランシー（四日
市）様から説明
を受けた。見渡
レムチャバン港
す限り船積みの荷受け場、ガントリークレーン、自動
車や化学工場、
発電所など工業団地の工場が建ち並び、
タイの経済発展への努力が30年かけて実りつつあるこ
とを実感した。
見学、研修は以上であるが、特にお伝えしたいのが、
私たちの訪問に合わせて㈱安永様が現地の進出工場に
音頭を取り、当日夜に交流食事会を設定して下さった
ことである。
実はタイ在住
の方々も、同じ
工業団地でも交
流のない企業さ
んもあるとのこ
と。 東 洋 エ ア
ゾール工業様の
レムチャバン・ポート・タワー展望台にて 藤井様、高松様
も遠路駆けつけて下さり、現地13名、当方11名にて賑
やかに進出時の苦労話や勤務実態などの貴重な情報を
得ることができました。なんと崇広中学校の同窓生が
４人もいてすぐ親しくなったのも良い想い出である。
本日のこの訪問にて当初の目的を大いに達成し、グ

ループとして少
人数でも、本当
にタイの現状を
見て、そのバイ
タリティを感
じる事ができ
た。
「来て良かっ
た。」 こ の 一 言
サンクチュアリー・オブ・トゥルース
に尽きる。経験
豊かなリーダーの浅井団長、旅程全体をサポートいた
だいた㈱ミルボンの村田様にはお礼申し上げます。
タイは、まだまだ未開発の用地があり、緑豊かな広
大な平地には、工場の進出や人の住める余地が十分
あった。３年後に、又、来訪する旨をお伝えしてタイ
から全員無事帰国した。
―コープクン・クラッ― （会議所副会頭 中井茂平）
＜参加者＞
上野ガス㈱ 代表取締役社長
㈱安永 取締役
㈱ミルボンゆめが丘工場 取締役生産部長
中外医薬生産㈱ 取締役営業本部本部長
㈱ミヤタテクニカル 代表取締役社長
上野都市ガス㈱
㈱メイテック 代表取締役社長
㈱百五銀行上野支店 支店長
北伊勢上野信用金庫上野営業部 次長
上野商工会議所
東海ツーリスト㈱伊賀支店

中井 茂平
浅井 裕久
村田 輝夫
田山林太郎
宮田 悦央
福岡 丈典
椚原 隆氏
岡田 英敬
山本 広道
堀
一貴
福森 直樹

＜タイでお世話になった方々＞
YASUNAGA THAILAND CO.,LTD
President 石山 寿様、Factory GM 鈴木万紀夫様
Engineer GM 村瀬 克紀様、
Management Control GM 玉岡 良章様、
Factory Director 奥野 光勇様
Saraya MFG. (Thailand) Co.Ltd
C.A.O 植田 佳秀様、 C.O.O 楠田 和也様
株式会社 百五銀行 バンコク駐在員事務所
所長 山中
聰様、津田
悟様
MILBON (THAILAND) CO.,LTD
Managing Director 谷川 康成様、
Manager 岡田 慶悟様
TOYO FILLING INTERNATIONAL CO.,LTD
Managing Director 藤井 久和様、
Deputy Managing Director 高松 浩一様
THAI MIYAKE FORGING Co.,Ltd
Managing Director 百地 一仁様

業務部

059−354−9971
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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
上野商工会議所は、三重県よろず支援拠点からの派
遣により、専門コーディネーターによる「経営相談」
を行っております。お気軽にご利用ください。
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。
※１月は１月９日
（水）
になります。
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

これからは、休暇を取って自分へのご褒美。
－事業主
（使用者）
の皆様へ、年次有給休暇の
計画的付与制度の導入を検討しましょう。－

事業主（使用者）の皆様へ、来年度の業務計画等の作成に当たり、従業員の年次有給休暇の取
得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
労働基準法が改正され、平成31年４月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与され
る全ての労働者に対し、毎年５日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。なお、こ
の時季指定を行わなければならない５日間について、計画的付与制度をはじめ、労働者が取得し
た年次有給休暇の日数分は時季指定の必要がなくなります。年次有給休暇の計画的付与制度の導
入を検討しましょう。

償却資産（固定資産税）申告のお願い
償却資産とは、工場や商店の経営者や駐車場・アパートを賃貸している人が事業のために使用する土地・
建物以外の有形資産をいいます。事業をしている法人・個人に申告義務があります。
【対 象 者】 伊賀市内で事業を行っているすべての法人・個人
【申告書の入手方法】
12月上旬に伊賀市課税課より発送します。届かない場合はご連絡ください。申告書と申告の手引きは伊賀
市ホームページからもダウンロードできます。
【提出方法等】
申告書に必要事項を記入の上、受付窓口に持参または郵送してください。詳しくは伊賀市ホームページに
掲載されている償却資産申告の手引きをご覧ください。
ＵＲＬ：http://www.city.iga.lg.jp/0000004890.html
【提出期限】１月４日
（金）
～ 31日（木）
【問い合わせ・提出先（新住所）】
〒518-8501 伊賀市四十九町3184 伊賀市財務部課税課資産税係

☎22-9614

※締め切り間際は申告が集中するため、早めの申告をお願いします。
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伊賀連携フィールド2018年度
2018年度後期市民講座 第２回「時代劇における忍者像の変遷」 11月17日㈯
「時代劇における忍者像の変遷」要旨
映画史・時代劇研究家 春日 太一
手裏剣、黒い装束、奇想天外な忍術の数々。これ
らはいずれも実在の忍者は使っておらず、映画や小
説などで創作されたものでした。そこで今回の講演
では、忍者のイメージがいかにして創られ、そして
変遷していったのか…について語らせていだきまし
た。忍者がエンターテイメントの世界で大きく注目
されたのは、1910年前後のこと。立川文庫という出
版社の出す少年向け冒険小説、中でも「真田十勇士」
が人気を博します。さらに我が国で最初の映画ス
ターである尾上松之助が「豪傑児雷也」などで見せ
た変身トリックも喝采を浴び、忍者は奇想天外な術
を使って活躍するヒーローとして子供向け作品の中
で定着していきます。それに変化が起きたのは1960
年前後のこと。司馬遼太郎、山田風太郎、村山知義
ら戦中派世代の時代小説家が忍者をリアルな個人と

して描き、大人向
けドラマの登場人
物になっていきま
した。さらに折か
らのスパイ映画
ブームも手伝い、
映画でも新たな忍
者 像 が 登 場、「 忍
びの者」「十七人の忍者」などで、これまでのよう
なヒーローではない、職務に忠実な一個人として描
かれていきます。さらに63年の映画「真田風雲録」
ではポニーテールに網タイツ姿の女忍者（くノ一）
が初登場。まさにこの時期は「忍者革命」と言って
よく、
現在に至るイメチェンの基盤が形成されます。
これがさらに発展し、さまざまなイメージが加えら
れ、忍者は世界中の老若男女に愛されるキャラク
ターになりました。

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。今
回は
「忍者とは何者か？」という話をしましょう。
「忍
者なんていなかったんだ」なんて仰る方がいるそう
です。センターとしては聞き捨てなりませんね。そ
の発言は、半分あたっていて、半分はずれています。
それは「忍者は歴史的に実在しますけれども、皆さ
んが想像するような忍者ではない」ということです。
黒装束で手裏剣を投げる忍者は、フィクションの
忍者です。黒装束の忍者は、信頼すべき文献の中に
は実在のものとしては現れておりません。また、手
裏剣は棒手裏剣（棒状のもの）があり、武具として
使われていましたけれども、星形手裏剣は一部の忍
術書に書いてあるだけです。実用性が低いという意

８の巻

見が有力です。それら
は物語などの中に登場
する忍者です。
実 在 の 忍 者 は、 忍
び・ 奪 口 な ど と い わ
れ、情報収集・斥候（敵
情偵察）・道案内（軍
事行進のときの先導）
・
奇襲・守衛（門や屋敷
などのガードマン）の任務につく足軽でした。一言
でいえば、忍者とは「特殊任務についている足軽」
なのです。この実在の忍者から、先ほどのフィクショ
ンの忍者が物語などの中から生まれたのです。
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会員 ひろば
テ ラ ム ラ セ イ

ガ

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

伊賀市上野福居町3337-1
TEL 0595-21-3473

ド ウ

寺村清雅堂・ART SPACE IGA
近江より移住後五代目となる曾祖父（慶応三年生れ）の前代より古道具を
扱い、今で六代目となる老舗です。
祖父が勤めた京都の店の後を継ぎ「清雅堂」と改名、古美術商の体をなし
たようです。
表紙の店構は伊賀で最も古い商家で、店共々、古いものばかりで、今の生
活スタイルでは不用なものもありますが、その時代に丹精こめて作った人々
のことを思うと、新たな使い方を提案し、楽しんでいただきたいと思います。
向いの「アートスペースいが」は貸ギャラリーです。今に生きる人々の創
造力豊かな作品といい出会いをしていただくために用意した空間です。趣味
とはいえ長年取り組んでこられた方、生涯をかけて一途にやってみえるアー
ティストと作品を通して人々がつながる場となればと、五年前に新築いたし
ました。
外見は町並みにあわせてシックに、内はスタイリッシュなホワイトキュー
ブのギャラリーです。
展示開催時は自由にお入り下さい。
〈12月のスケジュール〉
12/ 1
（土）
～ 9
（日） 11：00 ～ 18：00 山本 博一 展
12/ 9
（日）
18：30 ～
くまさんトリオ 冬のコンサート
12/11
（火）
～ 17
（月） 11：00 ～ 18：00 宮本 治・京子彫刻展
12/20
（木）
14：00 ～
今村 信悟ライブコンサート
問合せ・申込み

0595-22-0522（伊賀市上野福居町3305）

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

寺村清雅堂店内

「アートスペースいが」外観

「アートスペースいが」ギャラリー内の様子

商工業者数

H30年10月末会員数

組織率

2,618件

1,452件（特別会員87件）

52.1%

（平成30年5月28日〜平成30年11月26日）
（敬称略）

代表者名

住

所

業

工

業 ティエスケイテクノ㈱

佐々木信之 伊賀市七本木71

食品加工機械の製造販売

工

業 ㈱竹島商事

竹島

史人 伊賀市木興町3265-1

電気機材の製造並び加工

交 通 運 輸 ㈱ビショウロジスティック

佐柄

勝則 伊賀市緑ケ丘南町3908-22

利用運送業

サ ー ビ ス マックスヘアー

三河

篤史 伊賀市平野東町107

理容業

社 会 文 化 ＡＳＳＩＳＴ－ＣＯＭ

福谷

社 会 文 化 日和整骨院

北田

博和 伊賀市高畑466-6

整骨院

社 会 文 化 松涛庵

松原

小巻 伊賀市上野丸之内33-2

茶道教室・小売販売

観

光 カフェ・ヴィーダー

中森みゆき 伊賀市上野東町2934

観

光 酒肴処くらり

結城

秀也 伊賀市上野丸之内39 天神商店街18号 居酒屋

観

光 ダイニング

澤田

賢澄 伊賀市四十九町2905-1

まくに

特 別 会 員 一般財団法人 あんしん財団 東海支局三重支所 遠藤

円 伊賀市西明寺2387-2 グリーンハイツ102 パソコン保守

カフェ

飲食店

豊 津市東丸之内20-12 日本生命津ビル4Ｆ 認可特定保険業職場の安全と安心を応援する補助金制度・福利厚生サービスの提供

特 別 会 員 ＨＫ産業

樋垣

一歩 伊賀市炊村1256-4-6

金属加工製造

特 別 会 員 ファーストエリア

鍋城

利幸 富山県富山市朝日175-13

健康関連商品卸売
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種

第14回伊賀学検定について
上野商工会議所では、伊賀の観光振興を図るため、毎年「伊賀学検定」を実施しています。
伊賀の歴史と文化の正しい伝承と、新たなコミュニティづくりやお客様へのおもてなしの一助となる
ことを目的としています。是非この機会に受験してみませんか？
実施日

受 験 料

平成31年２月17日（日）
初級：午後１時から（検定時間30分）

中級：2,000円

中級：午後２時から（検定時間40分）

上級：3,000円
出題範囲

上級：午後３時10分から（検定時間45分）
会

場

初級：1,500円

芭蕉・城・忍術・祭・文化財・歴史・

伊賀会場：ハイトピア伊賀５階

文学・自然・生活文化・雑学など
申込期間

東京会場：YUITO ANNEX ８階

平成31年１月４日（金）～２月４日（月）

詳細はチラシまたはホームページをご覧ください。

健康診断のご案内

本年も大変お世話になりました

実施期日
受付時間

平成31年２月21日
（木）
９：30〜11：00
生活習慣病健診・定期健康診断
実施会場 ゆめぽりすセンター２Ｆ大会議室
問い合わせ先 上野商工会議所
TEL 21‑0527 FAX 24‑3857
実施機関 一般財団法人 滋賀保健研究センター 伊賀営業所
申し込み締め切り日 平成30年１月24日
（木）
問題
詳細は折込チラシをご覧下さい㻝 㻭 㻞
㻡

年末業務12月28日
（金）
まで平常通り
年始業務１月４日
（金）より平常通り
（12月29日から１月３日までお休みさせていただきます。）

㻟

来年もよろしくお願いいたします
㻠

■

㻮

■

問題

㻢

㻣

㻲

タテのカギ㻌
㻝㻌フカとも呼ばれる魚㻌
㻞㻌ピラミッドの形㻌
㻟㻌張った皮の部分をばちでたたいて演奏㻌
㻠㻌首が長い動物㻌
㻣㻌美術館などで矢印で指示されるルート㻌
㻤㻌睡眠中、無意識で出す騒音の一つ㻌
㻥㻌瓶にガラス玉が入っている炭酸飲料㻌
㻝㻝㻌うちわをあおいで起こす㻌
㻌
ヨコのカギ㻌
㻝㻌ますずしを包むのは何の葉？㻌
㻟㻌昔話『かちかち山』で悪さをした動物㻌
㻡㻌顔の良い男子が好みの人㻌
㻢㻌団体戦ではなく○○○戦㻌
㻤㻌筋子をばらすとコレになる㻌
㻝㻜㻌防腐剤や着色料などは不使用㻌
㻝㻞㻌油揚げがのった○○○うどん㻌
㻝㻟㻌赤や白以外のワイン㻌

タテのカギ㻌
■
■
㻝㻌フカとも呼ばれる魚㻌
■
㻤
㻱
㻥
㻞㻌ピラミッドの形㻌
㻡
㻮
■
■
㻟㻌張った皮の部分をばちでたたいて演奏㻌
■
㻝㻜
㻰 㻝㻝
㻠㻌首が長い動物㻌
㻢
㻣
㻲
問題
■
㻣㻌美術館などで矢印で指示されるルート㻌
㻝
㻭㻞
㻟
㻠
タテのカギ㻌
■
■
㻝㻞
㻝㻟
㻯
㻤㻌睡眠中、無意識で出す騒音の一つ㻌
㻝㻌フカとも呼ばれる魚㻌
㻤
㻱
㻥
■
■
㻥㻌瓶にガラス玉が入っている炭酸飲料㻌
㻞㻌ピラミッドの形㻌
㻡
㻮
■
■
㻝㻝㻌うちわをあおいで起こす㻌
㻟㻌張った皮の部分をばちでたたいて演奏㻌
㻝㻜
㻰■
㻝㻝
㻭
㻮
㻯
㻰
㻱
㻲
㻢
㻣
㻲 㻌 㻠㻌首が長い動物㻌
■
ヨコのカギ㻌
㻣㻌美術館などで矢印で指示されるルート㻌
㻝㻞
㻝㻟
㻯
■
■
㻝㻌ますずしを包むのは何の葉？㻌
㻤㻌睡眠中、無意識で出す騒音の一つ㻌
㻤
㻱
㻥
■
㻟㻌昔話『かちかち山』で悪さをした動物㻌
㻥㻌瓶にガラス玉が入っている炭酸飲料㻌
■
■
㻡㻌顔の良い男子が好みの人㻌
㻝㻝㻌うちわをあおいで起こす㻌
㻭
㻮
㻯 㻝㻜 㻰
㻱
㻲㻰 㻝㻝
㻢㻌団体戦ではなく○○○戦㻌
㻌
■
回答はP12へ
㻤㻌筋子をばらすとコレになる㻌
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防犯対策

イベント警備
施設警備業務
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/
上野商工会議所ニュース

2018.12.5｜11

上野商工会議所 新春講演会

19上野商工会議所
新年賀詞交歓会
日

時

大家族 〜支え愛、見守り愛、励まし愛〜

平成31年１月７日（月）

講師

（受付）午前10時〜

と

（開会）午前11時〜

き

場

会

費

（受付 午後１時30分〜）

ホテルローザブランカ
伊賀市寺脇721
１名

TEL 52−5586

6,000円

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

日本国紀
（百田尚樹・幻冬舎・1,800円＋税）

下町ロケット

ヤタガラス

（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・朝日新聞社・1,300円＋税）

沈黙のパレード
（東野圭吾・文藝春秋・1,700円＋税）

下町ロケット

ゴースト

（池井戸潤・小学館・1,500円＋税）

12｜上野商工会議所ニュース 2018.12.5

無料
上野商工会議所（伊賀市上野丸之内500番地）
TEL 21 0527
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31

・１月主な事務局行事

（コミック・文庫除く）

員

月
２日・第 回カラーコーディネーター検定試験
３日・伊賀市へ平成 年度予算等に関する要望書
提出
４日・ＢＣＰ（事業継続計画策定）セミナー
６日・建設業部会正副部会長会議
９日・青年部例会
日・灯りの城下町実施委員会
日・金融理財部会市内会員事業所工場見学会・
懇親会
日・県下専務理事会議
日・全国そろばんコンクール
・第 回ＥＣＯ検定試験
日・伊賀学ジュニア検定（青山小）
日・中小企業相談所長等マネジメント研修・相
談所長会議
日・クリスマス婚活パーティー
日・正副会頭会議
日・異業種交流懇談会忘年会
日・仕事納め

28 19 17 11

ベストセラー紹介
平成30年11月期

200名（先着順）

月
４日・仕事始め
７日・新年賀詞交歓会（ホテルローザブランカ）
９日・青年部正副会頭との懇談会・新年懇親会
日・記帳継続相談会
日・合同就職説明会対策講座
日・新春講演会
日・異業種交流懇談会
・県下専務理事会議
日・伊賀税務連絡協議会

21

定

TEL 21−0527

29

社会保険相談会

18

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

月 ５日・ 日
１月 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

上野フレックスホテル２階「桜の間」

お申し込み・お問い合わせ

名簿作成の都合上、12月10日（月）までにお申込み下さい。

12

ところ
参加費

会員の皆様どなた様もご参加していただけます。
申込･問合せ先 上野商工会議所総務課

平成31年１月19日（土）
午後２時〜３時30分

午後12時30分終了予定
会

西 川 ヘレン 氏

今月のおすすめの１冊
『まろやかな狂気

夢眠ねむ作品集』

夢眠ねむ マーキー・インコーポレイティド 本体1,500円＋税
伊賀市出身のアイドル、でんぱ組.incの夢眠ねむさん。
11月21日に、ソロアルバム「夢眠時代」が発売されま
した。来年１月７日に開催される、でんぱ組.incの日本
武道館公演をもってグループを卒業し、３月末には芸能
界を引退することを発表しています。
この本は、美大学生時代からの作品の写真と、音楽
雑誌「MARQUEE」で、ねむさんならではのテーマを
元に語られている連載をまとめたものです。その中には
ふるさと「三重県」
「伊賀」をテーマにした内容もちゃ
んとあるのが嬉しいですね。
そして、12月20日には「まろやかな狂
気２ 夢眠ねむ遺言集」が、刊行されます。
MARQUEE編集長とのトークや、でんぱ
組.incのメンバーとの対談をはじめ、
「夢
眠時代」の全曲解説など、気になる内容
が盛り沢山！発売が待ち遠しいです。

（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

P11クロスワード答え

サンゼンイン

