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「忍者ラッピングバス」運行開始（2019年4月1日）
伊賀市を訪れる人が、忍者のまちに来たことを実感でき、
また市民のバス利用促進のきっかけとなることを目指して、
忍者ラッピングバスの運行が開始されました。
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社会人一年生の皆様、おめでとうございます。
第61回新規就職者激励会＆教育セミナーを開催

伊賀管内事業所に、今春、就職された
新社会人を対象に『新規就職者激励会』
と『事例研究や電話機材を用いた実習、
ロールプレイングなど実践的な内容中心
のマナー研修』を当所と伊賀市商工会と
の共催、伊賀市・
（公財）日本電信電話ユー
岡本市長のあいさつ
ザ協会三重支部後援により４月16日に開
催いたしました。当日は、地元企業24事
業所50名が出席し、来賓に岡本市長、中
谷市議会議長をお招きし、激励のお言葉
をいただきました。
第１部の式典では田山会頭から、「社会
人は学生ではない。学生の時は、親がサ
田山会頭のあいさつ
中谷市議会議長のあいさつ
ポートしてくれたが、本日の研修は仕事で来ている。働いていて、お金を貰っていることを認識し、
スイッチを入れ替えてほしい。また、働く環境が用意されているので、伊賀で働くことを誇りに
してほしい。働く人の価値観も違う中で、仕事も、プライベートの時間も大切にして、自然の豊
かな伊賀を満喫してほしい。
現在、この伊賀市は観光立市を目指し、旧市庁舎跡に素晴らしい図書館をはじめ観光客や市民
が集える場の活用が検討されている。こういう環境の中で、それぞれ夢の実現のために皆さんを
サポートしていきます。多少辛いことがあっても我慢し、頑張ってください。」と激励のお話があ
りました。続いて岡本市長から「社会人として人によい印象を与えられるか。参加者の皆さんは
若いので時間がたくさんある。若さを何よりの宝物として社会人としての人生を送ってほしい。
すばらしい未来を築いてほしい。
」中谷市議会議長からは「この地域で人口が減っている。働く場
所で自分を磨いていってほしい。何のために働くか、自分で掴んでいってほしい。①挨拶をする
②時間を守る③一人前の人になる④信頼される人間になる。夢の実現に向けて進んでほしい。
」と
激励のエールが送られました。
第２部オフィス成旺の田子希羊加先生による教育セミナーでは、社会人としての心構えや接客
マナー・電話応対や名刺交換の仕方・コミュ二ケーション力の向上について実技を交えながら学
びました。
参加者は、緊張しながらも熱心に教育セミナーをしっかりと受講し、社会人の一歩を踏み出し
ました。各企業や職場で活躍されることを期待しております。

電話の取り次ぎの仕方を学ぶ
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名刺交換の仕方を学ぶ

交流会の様子
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「誓いの言葉」

平成三十一年四月十六日
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寒さ厳しい冬も終わり、春うららか
な季節を迎えた今日の良き日に、本年
度 就 職 さ せ て 頂 き ま し た 私 達 の 為 に、
このような盛大な歓迎の集いを催して
頂き、誠に有難うございます。
また、ご来賓の皆様方には、公私何
かとご多忙にもかかわらず、ご出席い
ただきました上、ご丁寧なご祝辞並び
に心温まる激励のお言葉を頂戴し、一
同感謝と感激の思いでございます。
今年五月一日に新天皇が即位されるにあたり元号が平成から
令和に改元されます。
伊賀市も平成二十九年二月二十二日に
「忍
者市」宣言をし、今年二月二十二日には伊賀鉄道の上野市駅に
忍者市駅という愛称を付け伊賀の存在をアピールすることで多
くの観光客が訪れ、賑わいを増すことが期待されています。
更には伊賀市役所が今年一月から新庁舎に移転されたことや
二年後に開催される三重県とこわか国体による経済波及効果・
地域活性化が、新たな伊賀市の未来づくりに繋がると思うと期
待で胸が膨らみます。
これから私達は学生から社会人となり色々な事ができるよう
になりますが、代わりに責任も増え戸惑いを感じているところ
です。しかしこれからたくさんの人と出会い学ぶ事で人として
成長し、企業の一員としても発展に貢献できるようになって行
きたいと思っておりますので、
諸先輩方の皆様にはご指導の程、
宜しくお願い申し上げます。
私達新入社員は地域活動に参画できる社会人として、また文
化と伝統があり自然豊かなこの伊賀の地で働けることを誇りに
思い、最善を尽くすことを誓います。
甚だ簡単ではございますが、一同を代表致しまして誓いの言
葉とさせていただきます。

美咲

東洋 エ ア ゾ ー ル 工 業 ㈱ 三 重 工 場

北森

平成31年度伊賀市内事業所への新規就職者一覧表

＜上野商工会議所・伊賀市商工会へ回答があった事業所を集計＞

会議所の動き
伊賀の里魅力満載歴史ウォーキング ４月７日㈰
JR関西本線の利用促進と沿線の魅力を知っていた
だく為、ウォーキングを開催致しました。
今年は国の登録有形文化財である『開化寺』→現存
する小学校校舎としては三重県でもっとも古い建物で
ある『旧小田小学校本館』→『赤井家住宅』→伊賀市
の指定文化財である『伊賀上野城』→国の重要文化財
である『俳聖殿』などの史跡を巡る約7.5kmのウォー
キングコースでした。
当日は、天候も良く、桜が咲き乱れ、約150名の方
にご参加いただき、いがうえの語り部の方の説明を受
けながらウォーキングをして、参加者一同、春を感じ
られる一日となりました。

伊賀の名所を巡る

経営計画作成セミナー ４月18日㈬
経営計画作成セミナーを上野商工会議所ホールに於
いて開催いたしました。
講師に、中小企業診断士の橋本大輔氏をお招きし、
本年10月からの消費税率引上げ、軽減税率の導入等に
備えた、経営力を強化する為の自社の現状把握、自社
の強みを活かす販路開拓等、経営計画作成のポイント
をご講義いただきました。
当日は、当所会員事業所を中心に約13名の参加があ
り、参加者からは「たいへん有用であった」
「興味、
関心が持て今後に活用できるものだった」などの感想
が聞かれ、皆様熱心に聴講されました。

伊賀市・名張市合同就職セミナー ４月22日㈪
伊賀市、名張市、伊賀市商工会、名張商工会議所と
の共催による合同就職セミナーを三重県立ゆめドーム
うえのにて開催致しました。
当日は今年度の新規・中途採用を計画されている伊
賀地域周辺の事業所82社にご参加いただきました。ま
た就職希望者は、大学卒業見込み者のほか既卒者など
も合わせ、
74名の方にご来場いただきました。リクルー
トスーツを身に付けた来場者の皆様は、各社の採用担
当官から会社の概要や雇用条件の説明を真剣な表情で
受けていました。

明治三十八年創業

☎0595‑21‑2875

伊賀市上野池町1349‑6
営業時間：９ 時 〜 1 8 時
月曜日定休（臨時休業有） P有
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採用担当官から説明を受ける様子

お菓子を囲むひとときは、
心もからだも豊かにする
大切な時間です。

青年部だより 「Ueno YEG 30th Anniversary The Gannen祭」開催

３月30日㈯

３月30日（土）
、設立30周年記念事業「The Gannen
祭」がスタートしました。
上野市駅前広場で開催しました「伊賀定職フェスタ」
は、あいにくの雨天により開催時間短縮となりました
が、ご家族連れの方を中心にお楽しみいただき、地元
企業のPRに繋げることができました。また、婚活事
業「いがこん」におきましては、Aグループ（市内男
性×市外女性）８組・Bグループ（市内女性×市外男
性）４組、計12組のカップル成立に導くことができま
した。次世代に向けての伊賀市内の活性化という事業
目的に対し、一定の成果をおさめることができたので

はないかと思います。当日イベントにご来場いただい
た皆様、また出店等ご協力いただいた企業関係者の皆
様、誠にありがとうございました。
しかし、「The Gannen祭」はこれで終わりではご
ざいません。シェアレストラン「挑戦店舗」の営業（～
６月30日）、そしてYoutubeチャンネル「いがいち！」
での動画配信は、４月以降も引き続き継続しておりま
す。
今年度も上野商工会議所青年部へ多大なるご支援を
よろしくお願い申し上げます。

伊賀定職フェスタの様子

挑戦店舗の様子

４月例会「2019年度通常総会」開催

４月10日㈬
ハイトピア伊賀３階にて４月例会
「2019年度通常総会」を開催いたし
ました。
2019年度の事業が全て滞りなく承
認され、小林会長のもと２年目がス
タートしました。
通常の活動に加え、昨年度からの
「30周年記念事業」も継続していま
すので会員一致団結して頑張ってい
きます。
今年度も上野YEGをどうぞ宜し
くお願いいたします。

４月例会参加のみなさんと記念撮影

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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部会長

中村

信通

▪サービス部会

部会長

嶋

忠彦

今年の５月１日より元号が変わり令和
になります。新たな気持ちでスタートし
たいものです。上野商工会議所商業部会
としては、新店舗が出来たり、又撤退や
廃業、大型店に振り回されている現状、そして日に日に地
場産業が厳しくなってきています。しかしそんな中でも
しっかり頑張って業績を上げておられる企業も沢山あります。
商業部会の皆様方と話し合いをし、今は何をなすべきか
を考え、広い知識を取り入れ、新しいことにチャレンジす
る。まさに温故知新であると思います。今までやってきた
ことの反省を踏まえ会員増強にも力を入れていきます。
百聞は一見に如かずといいます。今年は、成果のあげて
いる街づくりを見学し勉強したいと思います。例えば東京
の方で、年寄りの集まる商店街があると聞いております。
他にもそういう所があれば出かけて行きたいです。会員の
皆様に楽しくて為になる商業部会を目指しておりますので
大いに期待して下さい。今年一年宜しくお願い致します。

部会の会員増強を考えるにあたり、数
年前伊賀市の人口減少、高齢化について
危惧されておられた他の部会長の所見が
ありましたが、私は今まさに我々サービ
ス部会のみならず全部会、全企業にその危機が目に見えて
増しているように思われます。
新生児を増やし、そして若者たちが都会に流出するのを
何とか防がなければ小規模事業者は人手不足、後継者不足
が進み倒産、廃業が増え、三重県も伊賀市も商工会議所も
この先将来はありません。
伊賀市では、その流失を防ぐ最前線にあるのが各高等学
校です。大学への進学はいた仕方ないとしても就職斡旋に
関しては、都会優先より地元優先の考えをまずは持つべき
ではないでしょうか。
我がサービス部会においても、一人でも多くの市民がこ
の現状を認識し、若者の流失を防ぐための努力をより一層
強めていただけるよう行動したいと考えております。

▪食品工業部会

▪建設業部会

部会長

中村

伊英

この度、食品工業部会長を仰せつかり
ました。どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。前任の谷垣様には、長らくこの任
をお勤めいただき、気配りの行き届いた、
和気藹々とした部会運営をしていただいてまいりましたの
で、感謝申し上げるとともに、その労に報いることができ
ますよう、気を引き締めて任に当たりたいと存じます。
さて、食品工業の動向は、かつてない変化の波にさらさ
れております。少子高齢化の社会変化に伴うもの、AIに
よる技術革新の波、表示義務の改定、安全安心健康への寄
与、等々、対応を求められる案件が怒涛の如くあらゆる規
模の事業所を飲み込んでまいります。今まで以上に、事業
所単独の力では乗り切ることが出来ません。従いまして、
部会運営におきましても、和合親睦に加えて、情報交換や
協働の機会を設けつつ、加盟事業所様皆様にとって有益な
ものになりますよう、お知恵をお借りしつつ形にしてまい
りたいと存じます。これについては、商工会議所会員皆様
に広くご協力をお願いするところです。ご指導ご鞭撻のほ
ど、よろしくお願い申し上げます。

▪交通運輸部会

部会長

三山

悦史

新たな元号による新たな時代が始ま
り、私達交通運輸部会は総勢114名体制
で住みやすく働きやすい地域作りを考
え、新しい気持ちで今後の事業を進めて
いきたいと思います。
今年度の目標と致しまして、
１．伊賀地区における道路のセンターラインの引き直し事業。
２．名阪名神連絡道路の早期実現化を積極的に取り組む。
３．R368の４車線化の早期実現。
これらの３本柱を中心に進めて参りたいと思っておりま
す。
交通運輸部会では、皆様よりのご要望、疑問点などござ
いましたらお気軽に事務局までお問合せください。
また、新入会員を随時募集しております。よろしくお願
いいたします。
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部会長

奥井

実

建設業部会としましては、災害発生時
に地域の安全・安心の守り手として迅速
な対応を果たさなければならない建設業
の継承・継続に向けて、若年層の入職者
を確保するため、地元高校へ就職活動の働きかけをしてい
きたいと思います。
また、建設業が適正な利潤を得て経営基盤を安定させ、
働き方改革に取り組み、離職者を減らすためにも、公共工
事の重要性を伊賀市行政に訴えていきます。
事業計画につきましては、従来の伊賀市行政意見交換会
並びに人材育成を図る講習会及び視察研修旅行に加え、地
元高校との意見交換会や会員相互の親睦会等を開催できれ
ばと考えています。今後とも会員皆様のご協力を賜ります
ようよろしくお願い申し上げます。

▪金融理財部会

部会長

岡田

英敬

本年度、金融理財部会の部会長を務め
させていただきます百五銀行の岡田でご
ざいます。
新しい令和という時代の幕が開き、金
融界もフィンテック企業との連携やキャッシュレス化、決
済機能の電子化、ESG/SDGsへの取組など大きな変革の時
代を迎えています。
当地においては、比較的高水準の生産と、堅調な個人消
費やインバウンド需要の増加、企業の積極的な設備投資に
牽引されるかたちで、しっかりとした足取りで緩やかな拡
大が続いているようです。もっとも、足許は米中貿易摩擦
の影響が顕在化し始めているほか、人手不足や生産性の向
上などの課題も顕在化してきました。
また、将来を見据えれば、地元経済、地場産業の維持、
中小企業の活力強化、持続的な成長のために、団塊経営者
世代から次の経営者世代への円滑な事業承継環境の整備を
早急に進めていく必要があると考えています。
地元経済の発展、金融リテラシーの普及など、さまざま
な課題解決に鋭意取り組みを進めて参りますので、会員
各社に対し益々のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

２０１９年度の各部会長等の抱負

▪商業部会

２０１９年度の各部会長等の抱負

▪工業部会

部会長

浅井

裕久

伊賀市の製造業は、立地企業各社の創
意工夫・経営努力を続けており、製造業
出荷額７千数百億円・従業員数17千人強
の大きなウエイトを占めています。
伊賀市の基幹産業である製造業の将来は？「地域と共に
生きていかなければならない」と強く思う。昨年異業種交
流会と合同でタイミッションに参加し、環境変化に対応し
なければ、目指すべき「未来像」を大きく揚げ、ワクワク
感を共有しなければ、…等々を感じました。地域の最大課
題は、人口減少（特に労働人口減少）と認識しています。
工業会もAI・IOT活用での対応には限界があり、「地域と
共に対応すべき課題」と思います。令和元年を契機として、
行政との連携は当然ながら、商工会議所の各部会：部会委
員の皆様方とも、交流を深め、相互研鑽し、議論して惰性
に流される事なく、「未来」に向かって進む一年にしたい
と思っています。
工業部会では、若手社員・中堅社員の研修会、講師を招
いてのセミナー等を長年実施していますが、過去の常識を
否定して、新たな常識を生み出すことが求められている今
日、皆様のご協力をお願いすると共に、ご要望を沢山頂き、
「目的」「手段」を明確にした活動を行っていきたいと思い
ます。

▪観光部会

部会長

宮嵜

慶一

観光部会は以下の３つの分科会で構成
されています。
①「おもてなしゾーンづくり」ではお
客様に楽しんで頂ける地域になるよう、
灯りの城下町事業と城下町バル事業を実施し、地域の活性
化に取り組んでいます。
②「魅力ある商品づくり」では五道袋を作成し、伊賀の
お土産袋として多数の事業所が共同で忍者の里伊賀を発信
し、五色米事業、忍者カード、ジャパニンシール事業によ
り参加店舗の販促ツールとして活用して頂いています。
③「フィルムコミッション」ロケーションナヴィゲーター
伊賀では映画・テレビ等の撮影取材をサポートしております。
伊賀でロケが行われた、本年夏公開予定の映画【引越し
大名！】
、また、先月放映されたNHK【新日本風土記】等
伊賀の魅力が全国に発信され、誘客を期待するところです。
以上３つの分科会事業の展開により、伊賀の発信・誘
客・おもてなしを、今後より強力な体制にしていく所存です。
ご協力宜しくお願い致します。

▪異業種交流懇談会
会長

岡森

久剛

異業種交流懇談会は、19社の会員で構
成されており、その名のとおり異業種・
異分野の連携により、経営問題の改善や
地域振興の促進といったことをテーマ
（地域、行政、経済、教育、IT等）として月に一度の例会・
懇談会を開催し、活発な意見交換をしております。また、
２～３年に一度のオープンセミナー、４～５年に一度の海
外研修を開催し、会員のスキルアップと会員相互の連携を
深めております。今年は、令和の新時代にふさわしいテー
マを企画して、各会員が飛躍できる一助となる勉強会を目
指したいと考えております。

▪社会文化部会

部会長

中田

洋二

平成から令和へと新しい時代が来る本
年、社会文化部会の事業も斬新な企画を
と意気込んでおります。
社会文化部会の部会長として就任した
当時、何か一つでも会として継続事業と考え、園芸教室・
医療講演・法律相談等々を立ち上げました。
社会文化部会は単一の職種ではなく、色々な業態の企業
が会員さんで構成されている関係で、事業も柔軟に企画で
きる半面、テーマの絞り込みが難しい点もありますが、三
人寄ればの謦えで、副部会長さん、役員の方々や会員の皆
さんのご協力を得ながら、新しい企画として平易な経済問
題や社会事象等の講演会が、出来たらと考えております。
以前から一定程度実現させていながら、未だ煮詰まっ
ていないJETROを少しでも前進させたいと思っております。

▪女性会

会長

町野

礼子

さわやかな季節を迎え新元号「令和」
に変わり皆様方におかれましては、新た
な気持ちでご健勝にお過ごしのこととお
慶び申し上げます。
私は、新たな年に女性会会長という大役を引き受ける身
になり、不安ではありますが、会員の皆様のご協力をいた
だきまして務めさせていただきたいと思っております。ど
うかよろしくお願いいたします。
商工会議所は、相互連携の促進、商工業の振興、地域社
会の貢献、商工会議所の組織強化に寄与することを目的に
活動しています。
女性会は、研修・まちづくり・親睦と三つの委員会があ
り、年間事業計画を立てて実行しています。しかし、今で
は会員数も減少していく中ではありますが、一人一人が手
をつなぎ一歩一歩前を向いて女性会の輪を広げて、女性会
の発展のため皆様と一緒に頑張っていきたいと思っており
ます。
明るく楽しい女性会ですので、皆様の入会を心よりお待
ちしております。
どうぞ皆様今後ともよろしくお願い申し上げます。

▪青年部

会長

小林

正朋

おかげさまで昨年度、青年部は創立30
周年を迎えることができました。
３月30日には30周年記念事業としまし
て「The Gannen 祭」を、婚活・移住・
起業・企業展の４つのテーマで開催させていていただきま
した。ご協力いただきました皆様方には、心より感謝申し
上げます。また４月以降も引き続き継続している事業もご
ざいます。
青年部は、これまで委員会活動・毎月の例会・地元行事
への参加など積極的な事業活動を通じて、地域の活性化や
自己研鑽に努めてまいりました。「平成」の時代とともに
先輩方が築き上げてこられた伝統を守りながらも、新しい
時代「令和」に込められた願いのように、「一人ひとりが
明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせるこ
とができる」そんな青年部であれるよう、本年度も若者ら
しい発想と情熱をもって事業に取り組んでいきますので、
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
上野商工会議所ニュース
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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６回「戦後忍者小説概説」 ３月16日㈯
「戦後忍者小説概説」要旨
三重大学人文学部准教授 吉丸雄哉
講演では、江戸時代以来の忍者の出てくる作品の
解説をし、特に戦後から現在に至るまでの忍者の出
てくる小説の考察を行った。戦後忍者小説史は時代
小説を中心に語ることが多いが、時代小説以外の作
品を視野に入れて、忍者を小説にすることの意義を
考えた。
忍者作品史を考えるさいに、尾崎秀樹が昭和30年
代の第三次忍法ブームに対して、マスメディアの更
新が忍者ブームを起こすと見たのは示唆に富む。メ
ディアの更新に即して忍者作品史を区分すると、
「江
戸期」
「大正・昭和戦前期」
「昭和戦後から昭和末期」
「平成から現代」に分けられる。
そもそも江戸期に登場した忍者小説が怪談・奇談
であったように、忍者作品の本質は、超人的な忍者
が超現実的な忍術をつかって活躍するところにあ

る。史実の忍びに即してフィクションの忍者は描か
れるものの、超現実的な忍者の存在は話の事実性を
弱める働きがあり、歴史的な要素も重視する読者を
対象とした時代小説とは実は相性が悪い。
現代の忍者小説は、児童文学のほか、日本史によ
らない自由な和風ファンタジーであったり、異世界
や現代社会に忍者が登場するものも増えて、西尾維
新『刀語』
（2010）、仁木英之『立川忍びより』
（2017）
のような良作がある。
ここ十年ほどの時代小説では和田竜『忍びの国』
（2008）や万城目学『とっぴんぱらりの風太郎』
（2013）
などが人気を博したが、単に過去の時代小説の形式
を真似するのではなく、作
品の本質が現代が潜在的に
抱えている問題に関わって
いるからこそ、読者に受け
入れられたといえる。

三重大学国際忍者研究センターだより
はじめまして。この度、国際忍者研究センターに
研究員として赴任いたしました池ノ谷匡祐（いけの
やきょうすけ）と申します。埼玉県出身で、前年度
まで早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程に所
属しておりました。専攻は日本近世史で、主に「将
軍の御成」をテーマに研究しております。御成（お
なり）とは、将軍や大名など貴人の外出や移動行為
全般を指す言葉で、将軍が居城である江戸城を離れ
ることの意義などを分析しております。
恥ずかしながら、これまで忍者そのものの研究に
は携わったことがないのですが、赴任するにあた
り、よく調べてみると、自分がこれまで行ってきた
御成研究にも忍者が関わっていることに気付かされ
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12の巻

ます。例えば、将軍が外出する
にあたっては、通行ルート・行
列の規模や警備の問題などを考
えなければなりませんが、この
警備に忍者の子孫である「伊賀
者」が深く関わっているのです。
これまでは、将軍がいつどこ
に行って何をしていたのか、と
いったことなどが問題関心として強かったのです
が、これからはそうしたことに加え、上記伊賀者の
ように影響を受ける人たちにも焦点を当てて研究を
進めていければと思っております。よろしくお願い
いたします。
（研究員 池ノ谷匡祐）

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

事業主のみなさまへ

労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新はお早めに！

労働保険料（平成30年度確定・31年度概算）の申告・納付は

令和元年6月3日
（月）
から7月10日
（水）までです。お忘れなく！ お早めに！

年度更新集合受付会を開催します
日時 ７月８日
（月）・９日
（火）・10日
（水） ９時〜16時
場所 四日市・津・松阪・伊勢・伊賀・熊野の各労働基準監督署、桑名市城東地区複合施設「はまぐりプラザ」
鈴鹿市神戸コミュニティセンター、尾鷲公共職業安定所 以上９会場
※申告書記載について不明の場合は、次の資料をお持ちください。
①
「概算・確定労働保険料／一般拠出金申告書」
②作成した平成30年度確定分の賃金集計表
一括有期事業のうち建設の事業については、工事台帳（請負金額・工期等が確認できるもの）
③事業主印鑑（法人は代表者印鑑）
※労働保険の年度更新手続きは、電子申請により労働局・労働基準監督署へ出向かなくても、自宅・オフィスからいつでも手続き
ができます。（詳しくは、電子政府の総合窓口へ http://www.e-gov.go.jp/）

お問い合わせ

三重労働局総務部 労働保険徴収室

津市島崎町327‑2

TEL059‑226‑2100

決算・申告実務研修会の日程について
日 時 令和元年６月19日（水）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Ｂ
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 法人会員・上野商工会議所会員・名張商工会議所会員・伊賀市商工会会員（無料）
その他は、2,000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 ハイトピア伊賀３階
電話 24-5774 FAX 24-5796

自動車税は5月31日までに納めましょう！
三重県伊賀県税事務所からのお知らせです。
自動車税は、県民の方にとって最も身近な税金であり、県の貴重な財源でもあります。
金融機関や、主なコンビニエンスストアのほか、MMK端末を設置しているスーパーやドラッグストアでも
納めていただくことができます。お仕事等で平日に自動車税を納付できない方も、コンビニエンスストア等
では、休日、夜間を問わず納付できますのでご利用ください。
なお、納付の際は、お手元に郵送されました納税通知書が必要になりますので、必ずご持参ください。
また、インターネットを利用してクレジットカードでも納付することができます。
納税証明書は車検時に必要でしたが、納税確認の電子化にともない、納税証明書の提示が省略できるよう
になりました。

納 付 期 限：令和元年５月31日（金）

お問い合わせ：三重県伊賀県税事務所（☎0595‑24‑8020）平日8：30 〜 17：00
上野商工会議所ニュース
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会員 ひろば

掲載事業所募集中！
！
あなたの会社やお店をPR致します！
！

TOMONO整骨院 院長 柔道整復師の山本と申します。
伊賀の医療福祉に携わりはや、16年になりました。整形外科、整骨
院、デイサービスで、働き多種多様な経験を積ませていただきました。
ここまでこれたのも支えてくださった患者様、ご利用者様、職場の
方々、頼りになる友人たち家族のお陰です。
この度ようやく夢への第一歩を踏み出します。
まだスタートラインにたったばかり。希望と不安を抱えながらです
が、自分なりに誠心誠意皆様と寄り添って生きていけるよう頑張りた
いと思います。
これからもどうぞTOMONO整骨院をよろしくお願い申し上げます。

上野商工会議所

会員の動き

商工会議所会費

商工業者数

H31年3月末会員数

組織率

2,618件

1,440件（特別会員90件）

51.5%

口座振替は6月10日（月）です

令和元年度前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、５月下旬に「会費口座振替」のお知らせを送付させていただき、6月10日にご指定の預金口座
から引き落としさせていただきます。
「口座振替」の手続きを済まされていない会員事業所の皆様には、従来通り納付書〈振込み用紙〉を送付させていただ
きますので、６月28日までに最寄の金融機関（納付書に記載）からお振込みいただくか、当所窓口での納付をお願い致
します。

会費の納付は、便利な口座振替を！！！

「口座振替」の手続きが、まだお済みでない方は、お振込みいただく際の手間と手数料のご負担をなくす為お早めにお
申込み下さい。
会費についてのお問い合わせや「口座振替」のお申込みは、当所総務課までご連絡下さい。（TEL21－0527）
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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

電話応対技能検定試験４級試験のご案内
マニュアル応対を越えた電話応対の検定で、御社の企業力をアップしてみませんか。
電話応対技能検定（もしもし検定）は、
「企業の声」としての電話応対をはじめあらゆるビジネ
スシーンで対応できるコミュニケーション能力を養う資格制度です。
４級試験は、筆記試験だけで気軽に受験できますので、資格の１つとして取得していただくよ
うお勧めいたします。
開催日時
試験会場

令和元年６月５日（水）13：30 ～ 14：10（40分間）締切日 5/29㈬
令和元年７月３日（水）13：30 ～ 14：10（40分間） 〃
6/26㈬
NTT西日本-三重支店

桜橋ビル2-1階

大会議室

受 講 料 1,080円（税込）当日ご持参下さい。
問い合わせ先 （公財）日本電信電話ユーザ協会三重支部

TEL 059-213-1110

前田教育会館をビジネスイベントの場としてご活用ください
○新商品の発表会や展示会
◯お得意さま向けのセミナーやイベント
◯物品販売
お 見 積 り
お問い合わせ

無料駐車場70台完備

蕉門ホール（フラット）
講座室 16,500円〜
平 日 44,000円〜
和 室 11,000円〜
土日祝 61,600円〜 （平日・土日祝を問わず）
※上記利用料は一例です

公益財団法人前田教育会

〒518-0017 三重県伊賀市大谷670番地
☎０５９５‑２４‑５５１１（月曜休館）
上野商工会議所ニュース

2019.5.5｜11

新会員をご紹介ください！

上野商工会議所は、地域産業の振興と中小企業の経営支援に取り組んでおり、地域経済の基盤
整備と発展のためには、さらなる組織力の強化が必要となります。
皆様方のお取引先やお知り合いに、まだ加入されていない事業所様がいらっしゃいましたら、
是非ご紹介を賜りますようご協力の程よろしくお願い申し上げます。
【年会費】
個人 9,000 円から 法人 12,000 円から
～会員メリット～
・困ったときに経営相談を受けられます。
・金融・税務・労務あらゆる経営に関する相談に無料で応じます。
・会社のセミナー・イベントなどで貸し会議室・ホール使用の場合は会員価格でご利用いただ
けます。
・労働保険事務の委託をお受けします。
・交流の場が広がり、ビジネスチャンスが生まれます！
問合せ先 総務課 TEL 21-0527

（コミック・文庫除く）
平成31年4月期

①
②
③
④
⑤

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）

樹希希林120の遺言
（樹希希林・宝島社・1,200円＋税）

そして、バトンは渡された
（瀬尾まいこ・文藝春秋・1,600円＋税）

心の持ち方

完全版

（ジュリー・ミンチントン・ディスカヴァー・1,000円＋税）

私は私のままで生きることにした
（キム・スヒョン・ワニブックス・1,300円＋税）

12｜上野商工会議所ニュース 2019.5.5

30 29 27 24 23

22 16 15 14

13

10

17

今月のおすすめの１冊
『天皇陛下御即位三十年・御成婚六十年記念写真集 平成を歩まれて』
監修・宮内庁

中日新聞社

定価4,500円+税

平成天皇・皇后両陛下が、地方ご公務締め括りの地
に三重県におりて下さったことは、県民として大変光
栄なことであった。伊勢神宮への退位のご報告には、
天皇の正当な継承を顕す三種の神器もお供をされてい
た。天皇家の継承に、三重県は大きな意味を持つ土地
なのである。改めて思う。三重県てすごいぞ。
三十年もの長きに渡り、両陛下は国家の、そして国
民の象徴として、常に私たちに寄り添って下さってい
た。そのお姿を、厳選された貴重なお
写真で紹介する。私達に向けて下さる
笑顔は、全てが限りなくお優しい。過
ぎし平成の世に感謝しながら、1ペー
ジ1ページを丁寧にめくってみたい。
宮内庁監修の、豪華愛蔵版写真集で
ある。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

５・６ 月 主 な 事 務 局 行 事

ベストセラー紹介

５月
３日・青年部ＮＩＮＪＡフェスタ協賛事業
レーザー手裏剣体験（駅前広場）
・ 女性会「忍者だんご茶屋」開設（ふれあいプラザ）
７日・キャッシュレス・消費者還元事業セミナー
９日・正副会頭会議
・部会長会議
・第一回専門スタッフ研修（津）
日・経営計画作成「個別相談会」
・産学官連携伊賀研究拠点ワーキング会議
日・経営計画作成「個別相談会」
・商業部会役員会
日・サービス部会役員会・総会
日・交通運輸部会役員会・総会
・ 日・全国専務理事・事務局長会議（青森）
日・食品工業部会役員会・総会
・食品産業フェスタ出店者会議
・金融理財部会役員会
日・県下専務理事会議（四日市市）
日・総務財政委員会
日・異業種交流懇談会
日・正副会頭会議
日・ 企業と高校の採用・就職に関する情報交換会（名張）

６月
日・伊賀定例常議員会議
日・税務連絡協議会
日・東海ブロックと日商との懇談会
日・異業種交流懇談会
日・通常議員総会（サンピア）
日・県下専務理事会議（津）

21

社会保険相談会

17

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

５月 日
６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
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