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伊賀流忍者サークル〜伊賀之忍砦〜（いがのしのびとりで）
北は北海道から南は九州まで、全国の忍者好きの会員により構成
され、忍者を通じて交流を図る「大人の忍者サークル」。忍者関連事業
に参加をし、我々も楽しみながらその事業の盛り上げに一役買って
おります。ただいま会員募集中！
（会員数80名
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「地方創生を実現する商工会議所の機能強化について」
～地域経済の持続的成長に資する民間経済団体のあり方～を全体テーマに開催

第73回全国商工会議所専務理事・事務局長会議

令和元年５月16日
（木）、17日（金）全国商工会議所専務理事・事務局
長会議が、ホテル青森にて開催されました。
青森商工会議所専務理事 葛西 崇氏の開会挨拶のあと、日本商工会
議所専務理事 石田 徹氏の基調講演での提言を受け、地方創生を実現
する商工会議所の機能強化について、議論・意見交換がされました。
１．現状認識
◦わが国経済は、個人消費に力強さを欠くものの、民間企業の設備
投資が底堅く、内需は比較的堅調。他方、世界経済の穏やかな減速を受け、先行きの不透明感も拡大。
◦平成の30年間における社会経済環境の激変。グローバル化やＩＴ化が急速に進んだ一方、潜在成長率の低
迷や少子高齢化、地方の疲弊などに直面。中小企業者数は大幅に減少し、大企業と中小企業の収益力格差
は拡大。
◦令和という新たな時代を迎えたものの、人口減少、東京一極集中といった構造的課題の克服や地方創生の
加速化など、わが国が対応すべき課題は依然として山積。
◦企業も、規模の大小を問わず、成長の足かせとなる人手不足への対応が急務。IT等の活用や働き方改革
を通じた生産性向上、多様な人材の活躍が不可欠な時代に突入。
２．主要な政策課題への対応
◦地方創生の加速化（次期まち・ひと・しごと創生総合戦略、地方版総合戦略に向けて）
◦人手不足への対応（多様な人材の活躍・・・若者、女性、高齢者、外国人材）
◦生産性向上（IT等の活用、働き方改革、大企業と中小企業の共存共栄関係の再構築）
◦消費税率引上げ・軽減税率導入への対応、価格転嫁対策
◦広域化・大規模化する自然災害への対応（防災・減災・BCP）
◦事業承継の促進（法人・個人事業者向け事業承継税制の活用）
３．地方創生を実現する商工会議所の機能強化に向けて
◦地方創生は地域の総戦力（官と民の役割、地域の多様な主体による「石垣」の構築）
◦地域にとって必要な民間経済団体のあり方とは（商工会議所の原点・DNA）
◦新たな時代に対応した商工会議所に向けて（商工会議所自身の意識改革と体質改善）
◦商工会議所の機能強化（人材確保・育成、オンライン会議システムなど新たなデジタル技術・ツールを活
用した生産性向上、商工会議所活動の見える化、市民の参画促進による市民商工会議所化）

今年は上野商工会議所の議員改選の年です
当商工会議所の現在の役員・議員は、令和元年10月31日で任期満了となります。これに伴い今年は議員の改選
が行われます。
議員の役割
商工会議所は、地域商工業者の声を代表し、商工業の振興に努め、地域経済の健全な発展に寄与するための総
合経済団体です。議員は、商工会議所の最高決議機関である議員総会のメンバーとして、事業計画、予算・決算
等の重要事項の審議に加わります。議員の定数は、定款によって定められ、選任方法により、次のように区分さ
れます。
●１号議員（50名）
会員及び会員以外の特定商工業者が投票によって会員のうちから選挙した議員
●２号議員（35名）
各部会がその部会に所属している会員のうちから選任した議員
●３号議員（15名）
会頭が常議員会の意見を徴して選任する議員
議員の任期
議員の任期は３年です。その期間は、令和元年11月１日から令和４年10月31日までです。
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令和元年度

部会活動事業計画

令和元年５月９日、部会長会議が開催されました。
令和元年度部会運営助成金について事務局より説明し、その後部会事業計画について各部会長・副部会長より
説明がありました。
各部会とも、下記の表のとおり、部会活動を計画しております。また、部会員の資質向上、地域の発展の為、
活発な部会活動を行って参りますので、事業の際には皆様多数ご参加下さい。
４月

商

業

工

業

５月

６月

７月

８月

総会
懇親会

役員会

９月

役員会

10月

11月

12月

臨時総会 視察研修会

１月

２月

講演会

役員会

３月

役員会・

食品工業

新入・若手
総会及び
中堅社員研修会
伊賀の産業展 社員研修会 臨時総会
役員会
セミナー
視察研修
役員会
懇親会
役員会・
総会
食フェス出店者
会議（５～９月）

建 設 業

金融理財

視察研修

食品産業
物産市
フェスタ
（コスモス祭り）
（9月～10月）
臨時総会
役員会

新年会

役員会・
総会
行政との
懇談会

講演会・セミナー
（商工会と合同）
臨時総会
（９月～ 10 月）
役員会

役員会

総会
視察研修

役員会

役員会

臨時総会

役員会

行政との懇談会
視察研修
（10月～ 11月）
臨時総会

役員会・総会

交通運輸

サービス

アンケート
調査実施
（5 月～ 6 月）

役員会

役員会
総会
組紐体験事業
役員会・総会
セミナー・懇親会

社会文化

セミナー

地域内企業訪問
懇親会

視察研修

役員会

役員会

役員会

臨時総会 視察研修会

役員会

役員会

視察研修
臨時総会

役員会

※正副部会長会議 随時開催 ※法律窓口相談、ジェトロ窓口相談、随時開催 ※講習会

観

五道袋・五色米・ 役員会
忍者カード・
視察研修
光 シール事業（通年）

「いがぶら」プレツアー
「灯りの城下町」事業
「城下町バル」事業

総会

※NAVIGAロケ撮影支援・地域資源活用事業
NINJAフェスタ事業

青 年 部

例会
（総会）
例会
役員会
役員会

例会
役員会

女 性 会

各委員会 総会
県連理事会 市内工場
NINJAフェスタ事業 役員会
役員会
見学会

例会
役員会

役員会

随時実施、灯りの城下町実施委員会

ブロック大会
例会
例会
（夏まつり） 例会
役員会
役員会
役員会

例会
役員会

４月～ 12月必要に応じて開催

例会
会員親睦事業 新年懇親会
例会（卒業式）
役員会
役員会
役員会
役員会
全国大会

県連総会
役員会
フラワーアレンジ
役員会
天神まつり
全国大会
親睦旅行 メント教室
（団子）

新春懇親会

役員会
県連理事会

異 業 種
交
流 毎月 1 回例会を実施。年 1 回視察研修及び特別事業開催。
懇 談 会
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会議所の動き
キャッシュレス・消費者還元事業セミナー ５月７日㈫
キャッシュレス・消費者還元事業セミナーを上野商
工会議所ホールに於いて開催いたしました。
本年10月１日からスタートする「キャッシュレス・消費
者還元事業」の内容や最新のキャッシュレス情報を、株
式会社百五カードの担当者様よりご説明いただきました。
当日は、当所会員事業所を中心に約20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。

聞き入る聴講者

そろばんグランプリ三重2019が開催される ５月12日㈰
そろばんの計算力を競う県大会「そろばんグランプ
リ三重2019」が県珠算連盟連合会と県商工会議所連合

グランプリ入賞者

サービス部会 役員会・総会

キャッシュレス決裁勉強会

サービス部会役員会・総会を開催し、平成30年度事
業報告並びに収支決算報告、2019年度事業計画並びに
収支予算について承認されました。また、今年度の視
察研修は11月11日
（月）伊勢志摩方面視察になります
ので、部会員の皆様は是非ご参加ください。
その後、北伊勢上野信用金庫寺南典久様に講師をお
願いし、今後必要となってくるであろう「キャッシュ
レス決裁の概要」について事業所側・お客様の両立場
からの利点や特徴についてわかりやすく丁寧に教えて
いただき、理解を深めることが出来ました。
その後、伊賀くみひも 組匠の里において、伊賀組
紐について説明いただいた後、組紐体験として丸台で
ブレスレットかキーホルダーをつくりました。丁寧な
ご指導の下、和気あいあいと楽しい雰囲気の中、世界

全国発送
承ります

会の主催にて、鳥羽商工会議所に於いて行われました。
小学生以下のジュニアの部、中高生のスクールの部、
大学生・一般のシニアの部の３部門に83名が参加し、
かけ算やわり算など６種目で得点を競いました。
日本珠算連盟上野支部からは、北山そろばん塾より小
学生から高校生まで６名の選手が参加し、日頃の練習の
成果を発揮され全員が入賞を果たしました。スクールの
部で、福永沙梨菜さん（上野高等学校２年）が１位となり、
7/23（火）に神戸市で開催される全国大会「そろばんグ
ランプリジャパン2019」の出場権を獲得しました。当日
は頂点を目指して頑張っていただきたいと思います。

で一つだけの自身の作品が出来上がりました。
総会・勉強会・組紐体験と、今後の事業に活かせる
知識や見聞を広め親睦を深める充実した一日となりま
した。

組紐体験の様子

㈲

〒518‑0842 三重県伊賀市上野桑町1354
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組紐体験事業開催 ５月14日㈫

電話 0595‑21‑0233番

観光部会 視察研修

５月17日㈮

静岡県藤枝市にて観光部会視察研修を開催いたしま
した。
まず始めに焼津さかなセンターで新鮮な海の幸を味

わっていただいたあと、藤枝市郷土博物館を見学し、
学芸員の方にご講義いただきました。
藤枝市郷土博物館では、観光部会ロケーションナヴィ
ゲーター伊賀でもご活躍されている「昭和ハウス」冨永
様のコレクションを展示した「昭和レトロ家電展」を開催
しています。４月～５月は「藤まつり」が開催される期間
のため、GW期間は入館料を無料とし、大人から子ど
もまで楽しめる庶民的な企画を毎年開催しています。
本展では数々の有名な映画に実際に登場した家電か
ら、当時のアイデアが詰まったおもしろい家電まで、
貴重な品を沢山見ることができました。
令和の時代となり、「昭和レトロ」の需要は今後ま
すます高まることが予想されます。忍者・芭蕉に続く
伊賀の新たな観光資源「昭和」を見つめ直すことがで
きた、貴重な視察研修となりました。

郷土博物館にて記念撮影

女性会だより 伊賀上野NINJAフェスタ 伊賀DE忍者博覧会 忍者だんご・わたがし販売
女性会ではNINJAフェスタ期間中、上野ふれあい
プラザで開催の『伊賀DE忍者博覧会』に５月３日『忍
者だんご・わたがし』で出店しました。
観光客の皆さんが、
『にんぱく』会場で手づくり体験、
忍者体験ブースでお楽しみいただいた後、みたらし団
子をご購入し、
一息休憩をしてくださいました。また、

綿菓子販売では自らつくっていただいたので、たくさ
んの子どもさんに楽しんでいただきました。ご購入い
ただいた皆様には折り紙の手裏剣をプレゼントし、伊
賀の思い出の一つとしていただきました。
お立寄りいただいた皆様、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。

青年部だより 『上野YEG バーチャルNINJAバトル レーザー手裏剣』開催
伊賀上野NINJAフェスタ2019の協賛事業として４
月28日、５月３日の２日間、ハイトピア伊賀 駅前広
場にて「上野YEGバーチャルNINJAバトルレーザー
手裏剣」を開催いたしました。今年は、赤外線を利用
したレーザー手裏剣のゲームと、５月３日は次世代忍
者スポーツ「e-NINJA」の大会開催をしました。ゲー
ムでは的をレーザー手裏剣で狙ったり、鬼と対決した
り、巻物を探して楽しんでいただきました。天候にも
恵まれ、577名のお客様にご参加をいただきました。
忍者ドッグ、忍者焼きそばも盛況でした。ご協力いた
だきました皆様、ありがとうございました。

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

５月３日㈮

４月28日㈰・５月３日㈮

レーザー手裏剣の様子

三重県伊賀市小田町743-2
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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
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務

経

営

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用

一般社団法人キャッシュレス推進協議会

キャッシュレス決済に関わる政府施策
＜還元制度の動向＞
経済産業省は2019年３月、キャッシュレス決済事業者の仮登録を行い、100を超える登録希望を受けたそ
うです。今後、ポイント還元事業の執行団体（補助金の運営主体）として当協議会がこの仮登録実務を引き継ぐ
ことになります。その後、決済事業者の本登録を行うとともに、中小小売店等の加盟店登録や決済端末、決済手
数料の補助要領など、ポイント還元制度に参加するための要件等を公表する予定です。今のところ、中小・小規
模事業者の対象要件は、原則、中小企業基本法第２条の定義に準ずることとし、それ以外の要件（大企業に匹敵
する規模の中小・小規模事業者の取扱い、ならびに補助対象外となる事業・取引の詳細）については４月を目処
に公表予定です。
＜決済ツールの種類＞
多くの中小小売店等は、ポイント還元制度への対応に向けて、どの決済ツールを導入すればよいか迷っておら
れることと思います。ひと口に「キャッシュレス」と言っても、消費者から見れば決済手段やサービス内容は多
岐にわたっており、一方の中小小売店等の皆様にとっても導入方法は千差万別です。そこで、「消費者」「中小小
売店等」それぞれから見た視点と、決済事業者のプラン内容を理解することで、購買シチュエーションに応じた
決済ツールは何か、わが店舗に適したプランはどれかを選択しやすくなります。
１．消費者の視点
「消費者」が支払手段を選択する際の検討軸には、①どのタイミングで自分の資産から支払われるのか、②何
を提示することで支払えるのか（支払いの媒体）の２つがあります。
①については、
「前もって支払う」「いま支払う（即時で銀行口座から引き落とされる）」「後で支払う（月末等
にまとめて支払う）
」の３通りあり 消費者と店舗のニーズの組み合わせ
ます。
「前もって支払う」ものには
消費者ニーズ
店舗ニーズ
プリペイド、つまり事前に現金・銀
ビジネス上の
なにで払う？
端末コスト
ニーズ
いつ払う？
行口座・クレジットカードから任意
の金額をチャージしておき、チャー
維持コスト
ジした範囲内で使える「電子マネー」
前もって
接触
スマホ
があります。次に「いま支払う」も
効率化
のには、銀行口座と連携して即時に
支払を完了させる
「デビットカード」
マーケ
いま
非接触
ティング
があります。
「後で支払う」ものの
代表例はクレジットカードです。②
拡販
カード
については、
物理的な媒体として「ス
あとで
コード
マートフォン」
「プラスチックカー
ド」の２種類があります。
このように、消費者の選択肢には、３通りの支払いタイミングと２通りの支払い媒体を掛け合わせた６通りが
存在します。
２．中小小売店等が実現したいこと
一方、中小小売店等は、どのような決済ツールやサービスを導入すべきか。まず考えるべきは、「消費者ニー
ズに如何に適合させるか」という観点です。わが店舗のお客様は、いったいどのような決済を望んでいるのかイ
メージして決済手段を検討することが重要です。
とは言え、すべての決済手段に100％応えることは難しいと思います。この場合、経営者の皆様がキャッシュ
レス決済を通じて実現したいことは何か（例えば業務の効率化や販売促進等）をイメージすることも検討基準の
一つになります。そして最後は、コストの観点から導入可能な決済端末（接触端末、非接触端末、コード読取機）
を選択することが重要と言えるでしょう。
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お店とまちのファンをつくる！

まちゼミ 参加店募集のご案内
「まちゼミ」とは、商店街のお店の店主やスタッフが講師と
なり、各お店の専門的な知識や技術、コツなどを無料で紹介す
る少人数制のゼミナールです。お店の存在や特徴、店主のこだ
わりや人となりを知っていただくとともに、お店とお客様との
交流を通じ、信頼関係を築くことで、お店のファンづくりを推
進する取り組みです。お客様にとっては、店舗に来ていただく
きっかけづくり、新規顧客やリピーターを含めたファンづくり
につながる取り組みです。
2014年度に「第１回伊賀上野まちゼミ」を開催し、受講されたお客様からは大変好評を得ました。下記に実
績を報告させていただきますのでご参考にしてください。下記のスケジュールで開催の計画をしておりますので
多くの皆様にご参加いただきますよう、よろしくお願い申し上げます
◆まちゼミ募集内容◆
実施期間
（予定）

2020年２月(令和２年２月)の約１ヶ月間
（この期間で参加店のご都合の良い日時、何日でもOK）
（所要時間は30 ～ 90分程度で各店舗が設定）

参加店負担金

商工会議所会員事業所：

１講座（種類）につき5,000円

商工会議所非会員事業所：１講座（種類）につき10,000円
参

加

対

象

旧上野市内の事業所（会員事業所は上記の範囲に限らず参加できます。）

お

申

込

み

申込締切

2019年７月26日
（金）まで

詳細は下記までお問合せください。
第１回勉強会（兼参加店説明会） ９月（予定）
◆第５回（前回）まちゼミ実績◆
開

催

期

間

2019年２月１日～３月９日まで開催

参 加 事 業 所

18事業所（19講座）

受

講

者

数

168人

開

催

内

容

クローバーガーデン『ウキウキ春の壁掛け』、
株式会社ウヲジ『家庭でできる衣類の洗濯修復術』など

受 講 者 意 識

アンケート結果より、受講した講座についての感想は、「大満足」
「満足」が９割を占め、
大変満足度の高い講座でありました。

お問合せ

上野商工会議所
（担当：森岡・堀・山崎）TEL 0595-21-0527 ／ FAX 0595-24-3857

主

伊賀上野まちゼミの会・上野商工会議所・伊賀上野商店会連合会

催

業務部

059−354−9971

上野商工会議所ニュース
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伊賀連携フィールド2019年度
2019年度前期市民講座 第１回「信州松本藩の忍者」 ４月20日㈯
「信州松本藩の忍者」要旨
三重大学人文学部教授 山田雄司
松本藩主戸田氏に仕えた忍び芥川氏はもと甲賀出
身であり、松本城管理事務所蔵芥川家文書は忍びに
関する文書が一括して保存されている極めて重要な
文書群である。その中の「甲賀隠術極秘」には、先
祖が大凧に乗って上から火を落として城を焼き払っ
たという由緒を語り、忍術は奇怪な小芸ではなく、
「未萌未発を察する」ための術であることを説いて
いる。また、その道に入ってからは欲に流されるこ
となく、己に厳しくし、
「百鍛千練の功」を積む必
要があるとする。
そして、「修行中心掛」には、周りの城や山川や
道路などの地理的状況、法や風俗などを把握し、諸
所に知り合いをつくって常に情報を得ておく必要を
説いている。
その他
「道中日記」
「諸事記録」といった記録が残っ

ており、そこでは、開港した箱館の状況や、生麦事
件後の品川から横浜にかけての状況を探索した様子
が記されている。内陸の信濃にあっても幕末になっ
て外国との関係についての情報収集が重要であった
ことがわかる。
また、薬の調整方法を記したものや呪術的秘伝書、
忍びに使う道具の絵、入門する際の誓約や、教えを
すべて伝授した際に与えられる免状も残されていて
大変興味深い。

三重大学国際忍者研究センターだより

13の巻

国際忍者研究センターの酒井です。３月のことで

いです。講演の序盤は忍者だけで

すが、アメリカはオハイオ州にあるクリーブランド

はなく伊賀全体のことを話したの

州立大学で「伊賀と伊賀忍者」をテーマに、講演を

ですが、私が、「この荒木又右エ

してきました。
「ニンジャ」という言葉を世界中の

門というのはですね、」と説明す

ほとんどの人が知っているのは説明するまでもない

ると、通訳さんが「アラ、キ、マ？」

ですが、
「イガ」という地名も、知ってる人は知っ

と詰まってしまう場面がありまし

ている名前なんです。今回の講演をして改めて思っ

た。固有名詞ですので仕方ないですね。すると聴衆

たのは、
「忍者が好き」という外国人の中でも、明

の一人が、「アラキマタエモン、このサムライの名

らかにその思い入れにレベルの差があるということ

前だよ」と通訳さんに説明したりして、私は和んだ

です。漫画やアニメのヒーロー的な忍者が好きな人

空気で講演させていただけました。イガというのは

もいれば、そういったものに一切興味がない、歴史

大したブランドだなあと異国で感心させてもいただ

上の「シノビ」をこよなく愛する外国人もかなり多

きました。

（酒井裕太）

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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口座振替は6月10日（月）です

商工会議所会費

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。
（TEL 21-0527）

特定商工業者制度にご協力ください
特定商工業者とは？
「資本金300万円以上の法人」または、
「従業員20人（商業・サービス業は5人）以上の法人・
個人」の事業所が特定商工業者に該当します。
商工会議所は「商工会議所法」により、毎年地区内の商工業者の調査を行い、法定基準に照
合して特定商工業者を確認し、法定台帳を作成しなければなりません。
従来から引き続き特定商工業者に該当の方も、本年新規に該当の方も、事業所調査と負担金
納入（年額2,000円）についてご協力頂きますようお願い致します。

今年も開催

2019年度「電話応対コンクール」

三重県大会

９月20日（三重県総合文化会館）

◆電話応対コンクール（全国で13,000人参加）
各企業様のＣＳ向上、社員様のモチベーションアップにお役立て下さい。
毎年開催しており、三重県で第33回目を迎えます。

コンクールの目的は応対の優劣を争うのではなく、日頃なかなか気付かない
電話応対を自ら見直す絶好の機会として開催しているものです。

◆８月９月中旬に大会に向けた事前研修会を開催します。
初心者の方も大丈夫！！ 参加費 ユーザ協会会員様無料！！皆様多数ご応募下さい。
※一度参加して、電話応対のレベルを確認してみてはいかがでしょうか？
◆今年度の問題等詳細は、下記ホームページをご参照下さい。
http://ｗｗｗ.pi.jtua.or.jp/mie/

お問い合わせ先 （公財）日本電信電話ユーザ協会 電話応対コンクール事務局
TEL 052-222-9086 FAX 052-222-9087
上野商工会議所ニュース
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会員 ひろば
hair salon NAVY

掲載事業所募集中！
！
あなたの会社やお店をPR致します！
！

〒518-0841 伊賀市上野恵美須町1576-1F
（銀座通り沿い、KUMON隣のビル１階。駐車場５台完備） TEL 0595-51-6707

hair salon NAVY 代表 川野と申します。
この２月にオープンして、約３ヶ月が経ちました。まだ数ヶ月ですが、たくさんのお客様にご来店頂き感謝の
気持ちでいっぱいです。
『あなたの感覚全てに喜びと幸せを… お客様、一人
一人の人生に寄り添うhair salon』を目指して、お客様
自身がお家で簡単に綺麗、可愛い、カッコいい…が作れ
るヘアスタイルをご提案します！丁寧なカウンセリング
と、NAVY独自のカット理論に基づいた、朝の時短に
繋がるスタイル、小顔に見せる前髪の作り方、自宅での
再現性の高いスタイルなど…美容室にマメに来なくても
大丈夫なスタイルをお約束致します。
いつもサロンに行っても思い通りにならない。いつも
サロンに行くスパンが長くなる。そんな方に来て頂きた
いと思っています。気軽にお問い合わせ下さいませ。
営業時間 10：00 ～ 20：00
定休日 毎週月曜日、第３火曜日

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和元年5月末会員数

組織率

2,618件

1,451件（特別会員91件）

51.9%

クールビズを実施しています

令和元年５月７日（火）～ 10月31日（木）
節電の取り組みとして『冷房28℃設定』と『軽

装』推奨しています。
当所職員は期間中、軽装（ノー上着・ノーネク
タイ）で勤務しております。会員事業所の皆様
におかれましても、当所で開催される会議等に
おいては軽装でお越し下さい。ご理解とご協力
をお願いします。
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広告掲載企業募集中！！
自社の広告を本所報に掲載してみませんか？例えば…
新規顧客獲得に向けて宣伝したい！
新たなビジネスパートナーを見つけたい！
商品の知名度UPを図りたい！
イベントの告知をしたい！
などなど…

広告サイズ

4.5cm×17.5cm

お申込み・お問い合わせは担当窓口までご連絡ください。
上野商工会議所 総務課 ☎21‑0527

市民夏のにぎわいフェスタ2019
「子どもからお年寄りまで、来る人すべてが一日楽しく遊べる空間」をテーマに
中心市街地・銀座通り・本町通りを歩行者天国にして楽市・楽座を開催します。

と

き

令和元年８月18日
（日） 正午から午後９時

ところ

銀座通り・本町通り・中之立町通りの一部

伊賀の産業展

伊賀市内の製造業を中心とした伊賀の企業のＰＲ・振興のための
産業展を開催します。詳細はお問い合わせください。

清掃ボランティア協力企業を探しています！

夏のにぎわいフェスタ会場では、ごみ箱を８カ所設置しています。その中の４カ所のゴミ箱設
置場所にて、正午から21時までの間、ごみ箱の管理（分別・ごみ袋の入替等）のボランティアに
ご協力いただける事業所を募集しています。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。
お問合せは…TEL21-0527 市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会事務局（上野商工会議所内）

伊 賀 市（ 忍 者 市 ）
市 民 花 火 大 会

と

き

７月21日（日） 20：00〜21：00

と こ ろ

服部川河川敷

イベント

17：00〜17：15
17：15〜20：00
上野運動公園前

開会式
ステージイベント

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 0595-24-1724

上野商工会議所ニュース
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職場の教養

令和元年にあたって

去る４月１日「平成」に代わる新元号は、
「令和」と発表されました。
「令和」は、現存する日本最古の歌集である「万葉集」巻５の「梅花の歌32首併せて序」の以下
の文から引用です。
［初春の令月にして、気淑く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披き、
蘭は珮後の香を薫らす］
。新元号には、
「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」という意味が込められています。
「美しく心を寄せ合う」という文字から、皆さんはどのようなことを思い浮かべるでしょうか。
例えば「ありがとう」と感謝する心、「大丈夫ですか」と相手を気遣う心、「一緒にやりましょう」
と励まし合う心などがあるでしょう。
これから、
「令和」の時代を生きていくにあたり、時には立ち止まり、新元号の意味を思い起
こしたいものです。そして、希望を胸に行動に移していきましょう。物事は、願うだけでは成就
しません。自分一人の力では成し得ないことでも、多くの人が未来に向かって行動を共にする時、
何かが変化することでしょう。
今月の心がけ◆美しい心を受け伝えていきましょう

本コーナーは、
一般社団法人倫理研究所の協力をいただいています。『職場の教養』は同研究所が発行している月刊誌で、同研究所の法人会員向けに頒布されている非売品です。詳しくはホームページ（http://www.rinri-jpn.or.jp）をご覧ください。
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ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
令和元年5月期

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

青銅の法
（大川隆法・幸福の科学出版・2,000円＋税）

一切なりゆき
（樹木希林・文芸春秋・800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）

伊賀青山 81山
（伊勢山の会・たぬき出版・1,389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）
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今月のおすすめの１冊
『乱歩謎解きクロニクル』

中相作 著

言視舎

定価2,200円+税

著者は名張市出身、上野高校卒業である。この本は
2018年に刊行されたものだが、つい先日、
「第19回
本格ミステリ大賞 評論・研究部門受賞」という朗
報が届いたばかりだ。過去の受賞者には、同じ上野高
校出身の巽昌章、麻耶雄嵩がいる。三人目の快挙であ
り、現代においても伊賀の文学の層の厚さを十分に物
語る。
江戸川乱歩は名張市に生まれ、大正から昭和にかけ
て活躍した誰もが知る推理小説家である。郷土の偉大
な作家である乱歩とその作品を研究し続けてきた著者
は、名張市図書館乱歩資料担当嘱託努め、
乱歩の文献や年譜等の編纂に尽力されてき
た。この本は、容易に全体像を掴ませない
乱歩の、秘められた側面をあぶりだす画期
的な謎解き評伝である。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

６・７ 月 主 な 事 務 局 行 事

19 17

６月
５日・伊賀上野灯りの城下町実施委員会
９日・第１５２回簿記検定試験
日・定例常議員会議
日・第２回専門スタッフ研修（津）
日・税務連絡協議会
・ 青年部例会
日・伊賀学検定委員会
・三重の景況打合せ会
日・第 回カラーコーディネーター検定試験
日・第１回選挙管理委員会
日・東海ブロックと日商との懇談会
日・第１回選挙管理委員会
日・第２１６回珠算能力検定試験
日・異業種交流懇談会
・ゆめテクノ共同研究施設運営委員会
日・通常議員総会（サンピア伊賀）
日・県下専務理事会議（津）
・第２回専門スタッフ研修（津）
日・全国あんざんコンクール

７月
８日・ＳＮＳ促進と軽減税率補助金セミナー
・商業部会総会
・建設業部会総会
日・観光部会総会
・ 青年部例会
日・金融理財部会視察研修（名古屋）
日・ゆめぽりす立地企業連絡会
・三重大学伊賀連携フィールド運営委員会
日・伊賀市（忍者市）市民花火大会
日・異業種交流懇談会
日・県連第１回通常会員総会（四日市）

社会保険相談会

19 21

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

６月 ５日・ 日
７月 ３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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