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栄楽館（登録有形文化財（建造物））（伊賀市上野相生町）

敷地北東側に南北棟で建つ。木造二階建で、一階には中庭に面して二室の座敷を配し、二階は
一室の大広間とする。西面と北面に廻らされた縁からは、ガラス窓越しに庭園への眺望を得る。
二階大広間は、トコ柱に丸太の曲り材を用いるなど、数寄屋風の意匠となる。
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2019年新年賀詞交歓会
盛大に開催
上野商工会議所新年賀詞交歓会を１月７日
（月）、ホテルローザブランカで開催し、地元の財政界関係者、当所
役員・議員をはじめ会員事業所188名の皆様とともに新年を祝いました。
田山会頭は挨拶の冒頭で、
「当伊賀地方経済活性化のために、今やらなくてはいけないことがたくさん山積し
ている。穏やかな成長というのが伊賀地方全体として流れるペースだが、この地域が引き続き活性化できる状況
を造っていかなくてはならない。
」と述べました。まず大きな課題として、労働力不足を挙げ、人口減少の中、
周辺の高度化人材の流動性が高まっており、伊賀で働いてもらう環境を用意する必要性を述べ、名張からの通勤
に使う国道の渋滞解消、近隣府県からの交通手段の早急な改善を求めました。また旧市庁舎の活用についても、
活性化の拠点として早く具体化し進めてほしいと述べ、すべての産業の活性化に向け、魅力あるまちづくり、都
市間競争に勝ち抜く都市、伊賀市にするための協力を求めました。
引き続き岡本栄市長が挨拶され、一番の重要事案として「旧庁舎をいかに利活用し、倍旧のにぎわい創出」を
あげ、商工会議所、観光協会、伊賀市が同じ目標に向かって力を合わせ、しっかりした活力あるまちづくりにし
なければならないと述べました。
その後、木津直樹三重県議会議員からの祝辞の後、伊賀市の発展・会員企業の発展を祈念し鏡開きを行った後、
岩田佐俊伊賀市議会議長より伊賀酒で乾杯し祝宴に入りました。ご出席された皆様各々和やかな雰囲気の中で盛
大に賀詞交歓会が開催されました。

挨拶する田山会頭

会場の様子
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鏡開き

伊賀酒で乾杯

中締め

平成30年度

伊賀上野灯りの城下町フォトコンテスト

平成30年10月6日～ 8日に開催された「伊賀上野灯りの城下町」内で行われた、フォトコンテストの結果が発
表されました。応募作品50点の中から、グランプリ・準グランプリ・優秀賞・入賞が選ばれ、グランプリには
伊賀牛１万円分、他受賞者には副賞として伊賀ブランド認定品が贈られました。
フォトコンテストは今年の「灯りの城下町」（10月12日～ 14日）でも開催される予定です。

グランプリ
準グランプリ

「上野天神宮」 榎本

眞様
「光の廊下」 宮田

彰士 様

優 秀 賞

「竹林を照らす」 上杉

裕昭 様

「絢爛と光り輝く天神さん」
田中 紗季 様

「木洩れ日の光」
山田 珠佳 様

業務部
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会議所の動き
「BCP
（事業継続計画）策定セミナー」開催 H30年12月４日㈫
上野商工会議所ホールに於いて、「ＢＣＰ
（事業継続
計画）
策定」をテーマにセミナーを開催しました。
講師に、東京海上日動火災保険㈱三重支店業務グ
ループ担当課長 垣内 博氏をお招きし、大阪北部地震・
西日本豪雨において、①ＢＣＰを含めた危機管理体制
を整備していた企業、②何も整備していなかった企業
の具体的事例の講義や、実際の災害発生を前提にワー
クショップ・シミュレーションを行いました。
当日は、当所会員事業所より約18名の参加があり、
参加者からは「たいへん有用であった」
「今後に活用
金融理財部会 市内会員事業所 工場見学会

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。

BCPについて熱心に学ぶ受講者

H30年12月12日㈬

金融理財部会では、毎年市内会員事業所様への工場
見学会を開催しております。今年度は16名が参加し、
伊賀市西明寺の㈱LIXIL上野緑工場を訪問させていた
だきました。
㈱LIXIL上野緑工場は、ユニットバスの生産拠点工場
であり、1964年に上野ポリバス工場として操業を開始、
昨年にはユニットバスルームの累計出荷台数が1000万台

㈱LIXIL上野緑工場を見学

を突破されたそうです。前田康宏工場長より、LIXILや
工場の歴史、ものづくりへのこだわり、生産工程等につ
いてご説明いただき、後実際に、プレス成形工程、加工・
組立～部材出荷・コンテナ搭載～工場出荷までの様子を
見学させていただきました。ロボットとの協働生産がな
され、その技術の高さや品質管理の徹底さに感銘を受
けました。数億通り以上あるユニット部材の構成パ
ターンを間違いなく届けるために、デジタル技術によ
る品質管理が導入されていました。
続いてショールーム【MiSeVa】では、見るだけで
なく、触って、感じて、「快適なバスライフ」空間を
体感し、心から癒されると共に、操業当初のポリバス
製造からの展示を目にし、50年以上にわたる歴史を感
じました。その中で、ずっとかわらず『心の汗も流し
たい』というコンセプトが受け継がれていました。
参加者一同大いに見聞を広めるとともに、有意義
のうちに工場見学会を終えることができました。㈱
LIXIL上野緑工場の皆様ありがとうございました。

2018年全国そろばんコンクール H30年12月16日㈰
ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所ホールに於いて
全国そろばんコンクールを実施しました。当日は、小
学校１年生以下から一般の方まで62名が参加しました。
このコンクールは検定試験と違い全国レベルの技能
の頂点を目指すものであり、かけ算・わり算・みとり
暗算・みとり算を真剣に取り組み、全国一を目指して
大いに健闘しました。この大会の結果は、全国集計さ
れ各部門100位に入賞すると賞状が贈られます。前年
は、上野地区から６名の方が入賞を果たしました。
今回の最高得点者賞は、４年連続の上野高等学校１
年生 福永沙梨菜さんでした。おめでとうございます。
１年に１回のコンクールですので、１年毎の成長を感じ
るいい機会になるのではないでしょうか？全国の頂点をめ
ざして来年も多くの方に挑戦してもらえればと思います。
～各部門金賞1位のみなさん～
☆小学校１年生以下の部 西山 誠剛さん
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☆小学校２年生の部
☆小学校３年生の部
☆小学校４年生の部
☆小学校５年生の部
☆小学校６年生の部
☆中・高・一般の部

猪岡 愛桜さん
西山 紗菜さん
西村 聡旭さん
田尾 泉澄さん
坪内 悠真さん
福永沙梨菜さん（全国入賞７回）

各部門金賞１位のみなさん

異業種交流懇談会 『忘年会』開催

H30年12月26日㈬

異業種交流懇談会（岡森久剛座長）の12月例会とし
て忘年会を「金谷」にて開催致しました。来賓として
ご臨席いただきました田山雅敏会頭をはじめ20名の方
にご参加いただき、会員間の親睦を深めることができ
ました。また、本会では恒例となっております “今年
を振り返る漢字一文字” を今年は “来年の抱負を漢字
一文字” に変更して参加者の皆様に発表いただきなが
ら、各々一年間の回想と新年への抱負を述べていただ
きました。
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20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、上野商工会議所事務局（TEL 059521-0527）までお問い合わせ下さい。

来年の抱負の漢字一文字を掲げる会員のみなさん

合同企業説明会・採用面接 対策講座 H31年１月17日㈭
今春開催予定の
『伊賀市・名張市合同就職セミナー』
の関連事業と致しまして、企業の人事担当者様を対象

採用面接人事担当者向けセミナー

とした『合同企業説明会・採用面接 対策講座』を開
催致しました。
講師として、数多くの中小企業の求人コンサルティ
ングを手掛けられております、社会保険労務士の野間
信行様（Office Heart Rock代表）をお迎え致しました。
求人募集の際に欲しい人材を的確にキャッチするため
のメッセージの発信方法や、面接において相手の資質
を見極めるポイント等をレクチャーいただきました。
雇用情勢が厳しさを増す昨今ですが、参加者の皆様に
は、今後の新規採用活動をより効果的に進めるための
ヒントを掴んで頂けたのではないかと思います。

新春講演会 H31年１月19日㈯
（公財）日本電信電話ユーザ協会との共催で上野フ
レックスホテルに於いて新春講演会を開催しました。
今年は、
吉本興業に所属の西川ヘレン様をお迎えし、
『大家族〜支え愛、見守り愛、励まし愛〜』と題して、“大
家族” を母として家族を支え、実母、義父母と40年以
上同居し、多重介護を経験され、女の夢、嫁の立場、
母の役割、妻の責任など生き様を通して苦労された体
験を、非常に軽妙なトークを交えご講演いただきまし
た。笑いが会場に響き、皆さん大いに楽しんでいただ

大家族の母としての経験を講演する西川ヘレン氏

きました。最後に、人生365日明るく過ごすと、毎日
が楽しく生きていけると締めくくられました。
当日は、約350人の企業や一般市民の方々にご参加
いただき盛大な催しとなりました。

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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会議所の動き
青年部だより 12月例会開催

H30年12月９日㈰

青年部12月例会 「Bloom the enjoy Family ～楽し
い家族の花を咲かせよう～」を開催。家族も参加して
忘年会を行いました。青年部活動は家族の協力があっ
てこそ成り立つものであり、その日頃の感謝を伝え、
家族が一緒に楽しめるようにと企画しました。ゲーム
などを通じ子供を中心に家族全員が楽しめる会が出来
たと思います。家族への感謝を忘れずに今後も青年部
活動を頑張っていきます。

青年部会員家族のみなさん〜日頃の感謝を伝える〜

「上野商工会議所青年部新年懇親会」開催 H31年１月９日㈬
恒例の新年懇親会をヒルホテルサンピア伊賀にて開
催致しました。伊賀市長岡本栄様、伊賀市議会議長岩
田佐俊様をはじめとする御来賓の方々や青年部OBの
方々をお迎えしました。
また、本年度３月30日に開催をする30周年記念事業
の「The Gannen祭」の経過報告をさせて頂きました。
時間の制限もあり短い歓談ではありましたが、御来賓
やOBの方々と楽しい時間を過ごすことができました。
大変勉強になるお話を聞かせていただきとても有意義
な時間を過ごさせていただきました。
本年も、青年部に一層のご理解とご支援のほどよろ
しくお願い申し上げます。

あいさつする小林会長

The Gannen祭
まつり

UenoYEG 30th Anniversary

［ 婚 活・移 住・起 業・企 業 展 ］

婚活・移住・起業・企業展の４つのテーマで平成31年3月30日土に開催する、上野商工会議所青年部30周年記念事業です。
いがこん -LOVE TRAIN- は、「The Gannen 祭」婚活のテーマの一環で行います。

開 催 日 2019年３月30日
（土）
対象年齢 25〜39歳
（独身に限る、結婚に前向きな方）
会
費 伊賀市在住の方：6,000円
市 外 在 住 の 方：4,000円
募集締切 2019年３月３日
（日）
まで
※定員人数集まり次第応募終了
※お申込み頂きましたら、後日詳しい詳細をご連絡致します。

開催場所 ハイトピア伊賀・伊賀鉄道
主催・お問い合わせ
上野商工会議所青年部

TEL 0595‑21‑0527 FAX 0595‑24‑3857
E-mail：info@iga-ueno.or.jp

後

援

http://iga-ueno.or.jp/yeg/

伊賀市
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A

グループ

嫁に来てほしい伊賀市在住の男性‥‥20名
市外在住の女性‥‥40名

※開始時間：10時39分（受付時間：10時より）終了予定：18時頃

B

グループ

婿に来てほしい伊賀市在住の女性‥‥20名
市外在住の男性‥‥40名

※開始時間：11時13分（受付時間：10時40分より）終了予定：18時頃

お申込み・注意事項

※申し込みは右記QRコードもしくは上野商工会議所
青年部HPよりお申込みください。
※内容は予告なく変更する場合があります。
※人数の調整がございますので、極力キャンセルはお控え下さい。
※アルコールをご用意させて頂いておりますので、お車でのご来場
はご遠慮ください。
※いただきました個人情報は厳守し、運営目的以外には一切使用
致しません。

伊賀連携フィールド2018年度
2018年度後期市民講座 第３回「手品と法術」 12月８日㈯
「手品と法術」要旨

して格好の素
奇術史研究家

河合

勝

材である。事

子どもの頃見た忍術映画の強烈な印象によって不

実、甲賀流忍

思議さへの執着心はますます強くなり、後に忍術の

術十四世・藤

代わりともいえる手品に興味を持つようになった。

田西湖は、公

手品の古い呼び方の一つに放下がある。放下師は、

開の場でいく

辻で「縄切り」「呑刀」
「金輪」
「皿回し」などの手

つかの法術を

品や曲芸を見せて、生計を立てていた芸能者である。

実演して見せ

忍術書『正忍記』に「七方出の事」として、忍者の

た。そして集大成ともいうべき手引書『法術行リ方

変装の一つに放下師を挙げている。これが忍者と手

絵解』を著した。

品を結びつける唯一の記述である。しかし、具体的

本講座では、スライドを見ながら、手品と法術と

な内容までは分からない。そこで、手品の中でも特

の関係、放下師の技、法術の種類と内容、そして伊

異な存在である法術に注目した。法術は、科学的な

賀出身の忍者・飛加藤の「呑牛術」などを説明する

原理を応用した技であるが、超自然的で、超人的

とともに関連する技を披露した。また、会場内に法

で、危険な技でもある。まさに、忍者の修行の術と

術に関する19点の資料を展示した。

三重大学国際忍者研究センターだより
こんにちは国際忍者研究センターの酒井です。今

いを自称するスティーブ・ジェナム

回は「格闘技世界チャンピオンの忍術使い」なんて

という選手が出場します。当時の総

ことが実際に現れたお話です。漫画のような話です

合格闘技はルールもきちんとしてお

が、これが本当にあったのです。

らず、グローブなし、反則は「目つ

９の巻

日本国内では「巻物をくわえてどろん、ではなく

ぶし、噛みつき、金的」の３つだけ

…」といった具合に、長年の研究が進んでいます。

という過酷なルールでした。ジェナ

それでは欧米ではどうかというと、もちろん、映画

ム選手は「忍術家」として決勝で勝利しチャンピオ

や漫画の超人的なイメージが根強いのですが、中に

ンになります。しかしこの結果にはオチがあり、実

は忍術を空手や柔術なんかと同等に、格闘技の一種

はジェナム選手は「補欠」の選手で、決勝戦まで勝

として学んでいる方が多いのです。日本の武術とし

ち上がった選手がけがのため出場できず、代理で出

て海を渡った忍術は、格闘技として広まり、ついに

場したら勝ってしまい、たった一勝で優勝というな

は1994年に行われた総合格闘技大会UFC3で忍術使

んとも忍者的なチャンピオンでした。 （酒井裕太）

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

三重県伊賀市小田町743-2
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年男

にきく

亥

1. 氏名 2. 生年月日 3. 職業
4. 趣味・健康法は何ですか？ 5. 今年の抱負は何ですか？
6. 好きな言葉・座右の銘は何ですか？
7. 伊賀市の魅力は何だと思いますか？ 8. 尊敬する人物

２．昭和34年7月15日
３．旅行業
４．旅行、音楽、ラジオ体操
５．老当益壮たれ

変わる

６．気骨稜稜、前途遼遼
１．

福 森 直 樹

東海ツーリスト㈱

７．文化歴史、近代工業＆観光産業
８．吉田松陰、アンドリュー・カーネギー、土光敏夫

１．樋

口 信 吾

㈱シン・ライフクリエイト

２．昭和46年2月2日

２．昭和58年10月8日

３．畳師（畳製造・販売）

３．登記・測量

４．音楽鑑賞、漫画、バドミントン、ゴルフ、

４．ゴルフ・睡眠

早起きと適量の酒

５．挑戦

５．自分をみつめなおす！
１．小

丸 恵 一

小丸製畳所

６．楽なことは楽しくない、楽しいことは楽じゃない
７．食
８．畳の師匠とご先祖様

６．現状に満足して歩みを止めるな
１．神

戸 宏 規

３．会社役員
４．旅行
５．行ったことのない国に行く
６．不易流行

宮 康 介

㈱木宮

７．歴史と文化
８．祖父

７．上野天神祭

神戸司法書士・土地家屋調査士事務所

２．昭和46年4月24日

１．木

２．昭和58年7月11日
３．建築塗装業、美容サロン業、飲食業
４．スポーツ
５．自分が変わった分だけ相手も変わる。
まずは自分から！！
６．凡人は環境に左右され、成功者は環境を
作り出す
７．災害に強い
８．西野亮廣

１．東

憲 吾

アズマ㈱

８．父

２．平成7年2月27日
３．飲食業（大学院生）
４．生活リズムを崩さない、20時以降は食べない
５．夢に向かって猪突猛進
６．人生観：死のうは一定、しのび草には何をしよぞ一定、かたり起こすよの 経営：一銭
でも多くぶんどる 努力：末ついに海となるべき山水も しばし木の葉の下くぐるなり
天下になくては成らぬ人になるか、あってはならぬ人となれ 日々：苟に日に新たに、日々
に新たに、又日新たに 覚悟：one who wants to wear the crown bears the crown
７．日本で一番地理条件が良いところ。（大阪・京都・名古屋の三大都市にも近い）
８．政治家：田中角栄 軍人：山本五十六 武士：織田信長、河井
継之助 芸能人：YOSHIKI 経営者：馬雲（ジャック・マー）

交通についてのアンケート調査結果

交通運輸部会

交通運輸部会では、旧上野市の道路状況について改善・要望していくことを目的に、平成30年５月に部会員
様・議員様等に「交通についてのアンケート調査」を実施致しました。
この結果を踏まえ、10月15日には交通環境の改善を要望するべく、国土交通省・警察・県・市のご担当者を
お招きして当部会員との懇談会を開催致しました。
※アンケートにて問題改善要望のあがった主な回答を列記します。
①山神の山神橋
→交通集中による事故、又は通学路の危険を
伴う為、山神橋の早期通行をお願いします。
伊賀市建設部：
昨年12月以来、橋脚異常となってから１
年近く経過するが、現在、川の状況や補助
金のメニューを確認している。この部分だ
けではなく、伊賀市では府中地区全体の橋
梁計画を進めているので、しばらくお待ち
いただきたい。

①周辺図
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②平野中川原すき家の交差点
→市道より白鳳通りに左折する際、白鳳通り
の右折レーンに停止車両があると大変左折し
にくく危険である為、東側から来る右折レー
ンの停止線を１～３ｍ程下げて欲しい。
警察署：
歩車道が別れている為、歩行者の安全が
確保できているので、曲がりにくいと思う
がまわれると思う。今後調査し、信号の周
期も視野に入れて検討したい。

②周辺図

③西明寺ディスカウントドラッグコスモスの
交差点
→白鳳通りより中瀬インター方面へ左折する
際、国道163号線の市駅方向へ向かう車線の
西明寺西交差点手前右折レーンに停止中車両
があると大変左折しにくく危険である為、国
道163号線東側から来る右折レーンの停止線
を１～３ｍ程下げて欲しい。
警察署：
新しくドラッグストアができて車の流れ
が変わっているので、検討する。
③周辺図

④上野桑町
→伊賀鉄道「桑町駅」から四十九町へと抜け
る名阪国道高架下の踏切について、３方向か
ら車両が出てくる為、
どの道路が優先か分からないので優先道路の
明確化と巡回警備の強化をして欲しい。
警察署：
踏切があり注意して走行するので、これ
が原因で事故が起こった事はないと思う。
むやみに優先道路を設けるよりも、このま
まにして取り締りを強化したい。
④周辺図

⑤予野
→県道686の白樫IC以南のエリア（図の○印）
では、朝の通勤時間帯に大型トラックやダン
プカーの往来が稀にあり、行き違いが困難な
場面が度々発生する。また、見通しの悪い
カーブ（図の☆印）もあり、事故の原因とな
りかねない為、見通しの悪いカーブへカーブ
ミラーを設置して欲しい。
三重県伊賀建設事務所：
優先順位を見ながら、順番に状況を確認
して対応したい。
⑤周辺図
上野商工会議所ニュース
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栄えある受賞おめでとうございます

第36回優秀経営者顕彰 最優秀経営者賞
株式会社 ナベル

永井

規夫 氏

代表取締役社長

日刊工業新聞社が中堅・中小企業の優れた経営者を表彰
する「第36回優秀経営者顕彰制度」において最優秀経営者賞
を受賞されました。おめでとうございます。

会員 ひろば
コンピュータートラブル解決

ASSIST-COM

あなたの会社やお店を
PR致します！
！

三重県伊賀市西明寺2387−2 グリーンハイツ吉田102
TEL 050−3697−9119

不快な画面表示や緊急を要するパソコンのトラブル解決を行っていますASSIST-COM（アシストコム）です。
小規模事業者様向け顧問契約からパソコンサポート・ヘルプデスク・簡単なパソコン作業代行・名刺作成から
チラシやホームページ作成までご予算に合わせて対応させていただきます。
最近はホームページ作成のお問い合わせも増えてきており、当事業所でも勉強を重ね、より素敵
なものを作り上げられるよう頑張っております。お気軽にご相談ください。
個人のお客様向けには、パソコンのトラブル解決やパソコン設定・パソコンメンテナンス、解ら
ないところだけを勉強できるピンポイントレッスンなどをさせていただいています。
ピンポイントレッスンは知りたいことだけを短時間で勉強できると喜んでいただいております。
その他には、LINE＠を使って気軽にできる、ちょっとした質問への対応もさせていただいてい
ます。どんどんご活用ください。
営業時間 10：00-18：00 要予約 お電話お待ちしております。TEL：050-3697-9119
URL http://assist-com.net/ Mail info@assist9119.com
@hbp7335h

上野商工会議所

会員の動き
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商工業者数

H30年12月末会員数

組織率

2,618件

1,451件（特別会員89件）

52.02%

合同就職セミナ－開催

参加企業募集

日
時
会
場
対
象
参加会費

平成31年４月22日（月）午後１時～午後４時
三重県立ゆめドームうえの 第一競技場
大学・短大・専門学校等卒業予定者及び転職希望者・未就職者等
・会 員 10,000円（税込み）
（伊賀市商工会・名張商工会議所・上野商工会議所 会員の方）
・非会員 40,000円（税込み）
主
催 伊賀市・名張市・伊賀市商工会・名張商工会議所・上野商工会議所
申込締切 ２月28日（木）
※受付は先着順で定員（80社）に達し次第締め切らせていただきます。お早目のお申込みをお願い致します。
※申込み、詳細についてはお問合せ下さい。
お問合せ 上野商工会議所 相談・支援課 TEL 0595-21-0527

平成31年度新規学卒就職者調査について
当所では今春卒業され、市内各事業所に就職された従業員（家族従業員を含みます。）の方々の調査を行い、
就職の動向等を把握させていただきたいと考えています。
本調査結果は、上記目的以外には一切使用いたしません。個票を公表することも決してありません。また
取扱いにつきましては十分慎重を期すものとします。
つきましてはご繁忙の折、誠に恐縮ですが、会報折込しております調査票にご記入の上、3月5日までに
FAX（24-3857）又は郵送にてご回示下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

第61回新規学卒就職者激励会 ＆ 教育セミナー

『新社会人のためのビジネスマナー』〜社会に求められる人材を目指す〜
と

き ４月16日(火)
【第１部】式 典
午前８時30分〜午前９時20分
【第２部】教育セミナー
午前９時30分〜午後５時
【第３部】交流会
午後５時30分〜午後６時30分
ところ ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所

参 加 費

参加者１名につき（昼食代、テキスト、交流会代含む）
会 員 5,000円
（上野商工会議所・伊賀市商工会・ユーザ協会）

非会員 10,000円
教育セミナー講師 田子 希羊加先生（オフィス成旺）
主
催 上野商工会議所・伊賀市商工会
後
援 （公財）日本電信電話ユーザ協会三重支部（伊賀地域）・伊賀市
申込締切 ３月20日（水）※申込書は3月号会報に折り込みします。

上野商工会議所サービス部会主催セミナー

笑いのセミナー

日 時 ２月25日㈪ 13：30〜15：00
場 所 上野商工会議所 ホール（ハイトピア伊賀3F）
講 師 グッドライフ設計塾 代表 菅田芳恵様
内 容 ①これってハラスメント？ ②ハラス
メントについて ③ハラスメントの事
例 ④セクシャル・ハラスメントとは
⑤パワーハラスメントとは ⑥ハラス
メントのない職場をつくるために
定 員 30名
受講料 無料
申込・問合せ TEL 21-0527 FAX 24-3857
・詳しくは折込チラシをご覧下さい。

日
場

ハラスメント（セクハラ・パワハラ）研修

笑って元気に活きまショー！！！
時
所

３月11日㈪ 14：00〜15：30
上野商工会議所 ホール
（ハイトピア伊賀3F）
講 師 ユーモアコンサルタント 矢野宗宏様
受講料 無料 ※事前申込必要
笑いやユーモアは人間に幸せ
を運んでくれます。聴講いた
だくと元気とやる気が湧き上
がってきます。是非ご参加下
さい。お待ちしております。
上野商工会議所ニュース
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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
20 13

②
③
④
⑤

20

19 18 17 16

13 12 10

14

30

（コミック・文庫除く）

①

25 24 22 21

83

ベストセラー紹介
平成31年1月期

３ 28 26

提供 岡森書店 白鳳店

一切なりゆき
（樹木希林・文芸春秋・800円＋税）

青銅の法
（大川隆法・幸福の科学出版・2,000円＋税）

日本国紀
（百田尚樹・幻冬舎・1,800円＋税）

伊賀青山 81山
（伊勢山の会・たぬき出版・1,389円＋税）

まろやかな狂気 2
（夢眠ねむ・マーキー・インコーポレイティド・1,500円＋税）
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今月のおすすめの１冊
『イオンを創った女

評伝小嶋千鶴子』

東海友和著 プレジデント社 本体1,600円＋税

気になるタイトルである。
誰もが知っている日本一の巨大流通グループ、イオ
ン。ジャスコ時代から、今日のイオン、マックスバリュ
は、伊賀でも最も馴染みのあるスーパーだ。
四日市市の岡田屋呉服店という家業を、ジャスコと
いう企業へ、さらにはイオングループへと発展させた
グループの創業者、岡田卓也氏はあまりにも有名だ。
その岡田氏をもって「今日のグループの発展は、彼女
無くしては成し遂げることが出来なかった」と言わし
める、それが実姉小嶋千鶴子の存在である。
元部下であった著者が、小嶋氏の人生と
経営哲学を書き記す。人事・組織専門経営
のレジェンドと称された彼女は満102歳、
今もご健在でいらっしゃる。
大変読み応えのある一冊を、今年最初の紹介に。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

２・３ 月 主 な 事 務 局 行 事

２月
４日・伊賀学ジュニア検定（玉滝小）
・食品工業部会「新年会」
６日・正副会頭会議
７日・女性会新春懇談会
日・第２１５回珠算検定試験
日・記帳継続相談会
日・ 青年部例会（伊賀市商業後継者育成セミナー）
・社会文化部会役員会
日・三重大学忍術講座
日・第 回伊賀学検定（伊賀・東京・新庁舎）
日・会員サービス委員会
日・県連総会（津）
・伊賀学ジュニア検定（西柘植小）
日・第 回販売士検定試験
・交通運輸部会役員会
・青年部三役会・役員会
・総務財政委員会
日・生活習慣病検診
日・組織強化委員会
日・第１５１回簿記検定試験
日・異業種交流懇談会
・サービス委員会役員会
・ハラスメント研修
日・県下専務理事会議
日・商工会との懇談会
月
４日・三重大古文書講座
５日・インターンシップ反省会
・常議員会議
８日・合同就職セミナー（ＨＯＳ名張アリーナ）
９日・建設業部会視察（淡路・神戸）
日・女性会第５回役員会
日・青年部三役会・役員会
・日商会員総会
日・異業種交流懇談会
日・通常議員総会
日・青年部 周年記念事業

30 26 25

社会保険相談会

15 15

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

２月 ６日・ 日
３月 ６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

FAX： 0595-24-3857

