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伊賀鉄道 −忍者列車−
車両に松本零二さんがデザインした忍者の絵
が描かれ、車内には忍者のマネキンが置かれる
など、ユニークな仕様になっています。

Ⓒ松本零士
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上野商工会議所役員・議員改選のお知らせ

令和元年度は３年に一度の

上野商工会議所役員・議員
改選の年です

上野商工会議所役員・議員は、令和元年10月31日をもちまして、３年間の任期が満了となります。このため、
本年９月から10月にかけて次期（令和元年11月１日～令和４年10月31日）役員・議員の選任を行います。
役員・議員は商工会議所会員の代表として、商工会議所の運営について意思決定を行う重要な役割を担ってい
ます。そこで、議員選挙・選任、役員選任の仕組みについて、わかりやすく解説します。
会員の皆様には、議員選挙・選任、役員選任が円滑に行われますよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

議員とは？

議員は、商工会議所会員の中から代表として選
ばれ、最高意思決定機関である議員総会の構成員
として、商工会議所の運営にあたる100名のこと
です。商工会議所は、地域総合経済団体ですので、
地域経済界の代表的な立場にあるといえます。

役員の選出とは？

現在の役員（会頭・副会頭・常議員・監事・専
務理事）につきまして、本年10月末日をもって
任期満了となります。新役員は11月７日に開催
する、臨時議員総会において選任されることにな
ります。
【会 頭】
議員総会において、会員のうちから選任
します。会頭は、商工会議所の代表です。
【副会頭】
議員総会の同意を得て、会頭が会員のう
ち３名を選出します。副会頭は会頭を補
佐します。
【常議員】議員総会において、議員のうちから33
名を選出します。役員として、機動的な
意思決定と商工会議所の事業運営を図り
ます。
【監 事】
議員総会において、会員のうちから３名
を選出します。監事は、商工会議所業務
や経理を監査します。
議員総会の同意を得て、会頭が選任しま
【専務理事】
す。専務理事は、会頭及び副会頭を補佐
し、事務局を統括します。

１〜３号議員とは？

◆１号議員（定数50名）
会員のうちから立候補し、会員及び会員以外の
特定商工業者の投票により、会員の中から選出さ
れる会員全体の代表です。１号議員の立候補につ
いては、会員本人が立候補する方法と他の会員を
「推薦」して立候補する方法とがあります。
選挙投票日
選挙の資格
立候補資格
立候補受付

10月23日（水）
令和元年９月１日現在の会員
会費及び特定商工業者負担金納入者
選挙権を有する会員
10月11日（金）〜10月15日
（火）

◆２号議員（定数35名）
業種別に分類した９部会から、部会ごとの割当
数に基づき、選任される議員です。各部会の議員
割当数は各部会の会員数や会費額等によって決め
られます。業種別の立場の違いや、業界の共通意
見を、会議所運営に反映させるための部会（業界）
の代表です。
選 任 方 法 各部会割当の議員を選任
部会開催日 ９月30日（月）〜10月11日（金）
上野商工会議所 ９部会
商業部会
交通運輸部会
工業部会
サービス部会
食品工業部会
社会文化部会
建設業部会
観光部会
金融理財部会
常議員会で決定された割当数に従って部会総会
を開催し、選任されます。
◆３号議員（定数15名）
業種・業態・地域等のバランスを考慮し、総合
的な見地から商工会議所の組織運営上、欠かすこ
のできない議員として選任されます。
選任方法
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会頭が常議員会の同意を得て選任

議員選挙・選任の方法とは？

議員の任期は３年です。会員の代表として均衡
の取れた構成となるよう、１号議員・２号議員・
３号議員の３種類が定められ、３年ごとに選挙・
選任が行われます。
選出方法はそれぞれ異なりますが、議員の資格
に違いはありません。

会員の選挙権・選任権とは？

各号議員は、会員を代表して選挙選任されるた
め、会員には選挙選任する権利と選ばれる権利が
あります。この権利を行使する会員の資格として
◦上野商工会議所の会員で、令和元年度前期分ま
での会費を完納された方
◦特定商工業者で令和元年度特定商工業者負担金
を納入された方
が条件となります。

２号議員選出の部会開催日程

部会名

商
工
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金
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社
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融理
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ービ
会文

業
業
業
業
財
輸
ス
化
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開催日
10月 １ 日（火）
10月 ４ 日（金）
10月 ２ 日（水）
10月 ４ 日（金）
10月 ９ 日（水）
10月 ８ 日（火）
10月 ７ 日（月）
10月 ３ 日（木）
10月 ７ 日（月）

時 間
午前10時30分
午前10時30分
午前10時30分
午後２時30分
午前10時30分
午前10時30分
午後２時
午前10時30分
午後７時30分

※会員の皆様には、それぞれ所属いただいており
ます部会毎にご案内いたします。是非ご出席く
ださい。

上野商工会議所 議 員 選 挙 並 び に 選 任 の 日 程
区

分

２号議員（35名）選任

１号議員（50名）選挙

３号議員（15名）

月

日

実

施

事

９. ２
９. ６
自 ９. ９
至 ９.13
９.24
９.24
自 ９.30
至10.11
10.11
10.15

部会別会員名簿調製開始
部会別会員名簿縦覧期間公示
名簿縦覧及異議申立

９. ２
９. ６
自 ９. ９
至 ９.13
９.24
９.24
10.11
10.15
10.18
10.21
10.23
10.24
10.28

選挙人名簿調製開始
選挙人名簿縦覧期間公示
名簿縦覧及異議申立

10.28
10.28

項

部会名簿確定
選任議員数割当を決定し、部会長に2号議員選任方を通知
各部会ごとに2号議員選任
2号議員の選任終了
当選人決定通知と公示

選挙人名簿確定
選挙執行公示
立候補及推薦者届出受付開始
立候補及推薦者届出締切（午後４時）
立候補辞退期日（午後４時）
立候補者資格審査
選挙投票（開票は即日）
当選人決定通知と公示
当選人職務者の届出
議員の選任
議員選任通知と公示
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8月18日

上野商工会議所地域活性化事業

伊賀 の 産 業 展

12：00 〜 19：00
上野シティホテル北側駐車場

（市民夏のにぎわいフェスタ2019会場内）

ス

配布します。
13時からになります。

中外医薬生産㈱

ブースを廻って
スタンプを集めて

（休憩処）

馬場建具店
スマイルウッド(同)

三重県立あけぼの
学園高等学校

上野印刷㈱

景品交換所

三晃工業㈱

Ｎ

ソーラーパネル
（4Ｍ×4Ｍ）

上野ガス㈱
上野都市ガス㈱
ゆめぽりす伊賀
立地企業連絡会
三重大学
伊賀研究拠点

景品GET!!

㈱PLUS ONE

中部電力㈱
伊賀営業所

※1人1回限り
先着300名様

出展企業名

（一社） 西ざわ笑店
三重県
建築士会 （休憩処）

休 憩 用 ベン チ

スタンプラリーは

ンプラ
タ

㈱ミルボン

ー
リ

台紙は各ブースにて

本町通り

伊賀の産業展
ステージ
出

展

内

容

スマイルウッド（同）

木工ワークショップ、木製ペンのワークショップ、木製品の販売。

三重県立あけぼの学園高等学校

伊賀産菜種油を活用した「ナノニン」や伊賀産米ぬかを活用した「ピアニン」の販売。

中部電力（株）伊賀営業所

企業PR、IHクッキングヒーター調理実演。

西ざわ笑店

暑い夏のスタミナ食！ 揚げたて“コロッケ・唐揚げ・カレーパン”を提供！！

三晃工業（株）

太陽光発電システムのモジュールの展示、蓄電池展示（定置型）他、パネルの展示、飲料水の販売（ジュース等）。

（株）PLUS ONE

住宅リフォームの施工事例、輪投げ、バルーンアート、新築のプラン案内。

（株）ミルボン ゆめが丘工場

ミニシャンプーとトリートメントの配布。

中外医薬生産（株）

医薬部外品の販売。暑い夏を中外医薬のドリンクで乗り切ろう！

上野ガス（株）・上野都市ガス（株） お子様向けゲーム（無料、景品付）、ガス関連設備展示、アンケート。
三重大学伊賀サテライト伊賀研究拠点

伊賀研究拠点での展開事業、研究のパネル展示と体験型ミニ工作教室「ストロートロンボーン」。

馬場建具店

匠の作品展示と「木製コースター」づくり。

上野印刷（株）

スマートスタンプラリー。会場を巡ってステキな賞品をゲットしよう。伊賀流忍者グッズ展示。
協

（一社）三重県建築士会 伊賀支部
ゆめぽりす伊賀 立地企業連絡会

力

団

体

建築士会のPR＆親子で楽しめる「光るどろだんご作り」（先着36名様限定）
企業パンフレット等掲示、お子様向けゲーム（無料・景品付）。

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

会議所の動き
工業部会 「総会並びに講演会」開催

７月３日㈬

ヒルホテルサンピア伊賀において、令和元年度工業部
会総会並びに講演会を開催致しました。浅井裕久部会長
（㈱安永顧問）からの挨拶の後、平成30年度事業報告・
収支決算報告及び令和元年度事業計画（案）・収支予算
（案）について上程され、満場一致で承認されました。
総会に引き続き開催の講演会では、伊賀地域の企業
の外国人技能実習生受け入れ支援に携わっておられま

す、伊賀情報ネットワーク協同
組合 大阪事業所長の高山裕
様をお招きし、
「外国人技能実
習制度と企業の受け入れ対策
について」をテーマにご講演
をいただきました。技能実習
講演を受ける様子
制度により外国人材受け入れを検討するにあたっての留
意点について丁寧に説明いただき、参加企業の皆様にも
制度への理解を深めていただく良い機会となりました。

「SNS販促と軽減税率補助金」セミナーを開催 ７月８日㈪ どについてご講義
上野商工会議所ホールに於いて、
「SNS販促と軽減
税率補助金」をテーマにセミナーを開催しました。
講師に、㈱中嶋商店 代表取締役の中嶋茂夫氏をお
招きし、フェイスブック、インスタグラム活用方法、
反応のある写真投稿の方法とは、軽減税率対策補助金
（レジ補助）
、POSレジを使った業務効率化の成功事な
金融理財部会 視察研修会ならびに総会を開催

術の変遷が、本物
の機械動態展示と
多彩な実演を通じて紹介されて
おり、「研究と創造の精神」と
「モノづくり」 の大切さとすば
らしさを感じました。午後には、 トヨタ産業技術記念館にて
清須市の「キリンビール名古屋工場」を訪れ、醸造家の
おいしさへの飽くなき探求心が生み出した一番搾りの画期
的な製法工程を見学し、“こだわりものづくり” に触れました。
参加者一同、一日を通して大いに見聞を深めると共に、
和やかに交流と懇親を深め、有意義のうちに視察研修会
を終えることができました。

７月17日㈬

金融理財部会は、参加者16名にて視察研修会ならび
に総会を開催し、名古屋方面へ出向きました。行きの
車中で総会を開催し、平成30年度事業報告並びに収支
決算報告、
令和元年度事業計画
（案）
並びに収支予算
（案）
について承認されました。
視察研修会では、まず名古屋市西区のトヨタグループ
発祥の地である旧豊田紡織（株）本社工場跡地に設立さ
れた「トヨタ産業技術記念館」を訪れました。近代日本
の発展を支えた基幹産業の一つである繊維機械と、国
産自動車開発までの歴史と現在も開拓し続ける自動車技

女性会だより 工場見学開催

いただきました。
当日は、当所会員事業所を
中心に約30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
講演の様子
た」などの感想が聞かれ、皆様熱心に聴講されました。

７月４日㈭

女性会まちづくり委員会企画の工場見学を開催しま
した。 前年度に引き続き開催させて頂いた工場見学
は自分たちの住む伊賀市の企業をもっと知ろう！とい
う事をテーマに行いました。 今回は、 中外 医 薬 生産
（株）様と若戎酒造
（株）様への工場見学となりました。
中外医薬生産
（株）
様では、施設がきれいで、カフェの
ような社員食堂やお手洗い等、
「女性が働きやすい環境
作り」をモットーにされているだけあり、働きに来るのが
楽しくなる会社だなと思いました。また工場内見学では、
私たちの見学に合わせ、ラインなどの準備をして下さった
り、細やかにご配慮下さいました。色々な商品をお土産
で頂き、
「地元の会社で生産されているのならば、この商

品を次回から買おう！！」な
ど商品に愛着が湧いたよう
でした。
その後、昼食をとり、２
件目は若戎酒造
（株）様の見
中外医薬生産㈱にて
学です。若戎吟醸館にて酒造りの様子をVTRで見せて
頂いたり、展示してあるかつて使用していた酒造りの道
具を見学。そして、お待ちかね直売所にて試飲を楽しみ、
お気に入りのお酒を購入されている方もいました。
２件の会社様には、見学を快く引き受けて下さり、ま
たおもてなしをして頂き、本当にありがとうございました。
自分たちの地元で作られている商品を、伊賀市に住む私
たちが自信をもって他の方にお勧めできる、良いきっかけ
にもなったと思いました。 まちづくり委員長 佐藤直美

青年部だより ７月例会「決断 ～静寂の中で『SW』ＯＮ！！～」開催
７月10日、ハイトピア伊賀５階にて７月例会「一刀
決断 ～静寂の中で『SW』ON ！！～」を開催いたし
ました。普段は和気あいあいとした雰囲気の例会が多
い青年部ですが、SW委員会では、昨年度の禊（滝行）
に続き青年部会員の精神鍛錬を行うべく、視覚を絶っ

７月10日㈬

た状態という非日常に身を置き、基本的には例会中の
私語を禁止し、まさにタイトル通り「静寂の中」真剣
勝負が繰り広げられました。
今後も青年部活動を通じて、自らを成長させるため
のSW（スイッチ）を入れて行きたいと思います。
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

務

労

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

ポイント還元制度の加盟店審査に最大２ヵ月！～早めの申請を～
＜ポイント還元制度の受付開始＞
「キャッシュレス・消費者還元事業（ポイント還元制度）
」に登録したキャッシュレス決済事業者は、
全国で223社（６月24日時点）
になりました。このうち143社が中小企業・小規模事業者（中小小売店等）向けにサービスを提供するＢ型決済事業者です。
中小小売店等が本制度に参加するには、このＢ型決済事業者を通じて加盟店登録する必要があります。現在（６月24日）30社
のＢ型決済事業者で準備が整い、登録受付を開始しています。どの決済事業者で受付開始しているかは、本制度特設Webサイト
（https://cashless.go.jp/）をご覧ください。
＜制度説明会の開催＞
現在、本制度の概要や登録手続き等を紹介・解説する「中小小売店等向け説明会」を全国で開催しており、日程やプログラム等
をWebサイトで公開しています。また、説明会に参加できなかった中小小売店等向けに「資料」や「解説動画」も公開しています。
■中小小売店等向け説明会の開催情報：https://cashless.go.jp/franchise/session-detail.html
■中小小売店等向けの説明資料：https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_setsumeikai_shiryou.pdf
■中小小売店等向けの解説動画：https://youtu.be/WM7faSg3yQ4
＜消費者に周知開始＞
今後は、中小小売店等に加え、消費者向けの周知広報が始まります。Webサイトで消費者向けのPRチラシ等を公開していますが、
今後はテレビCMや加盟店での統一ポスター掲示、地図アプリを活用し加盟店位置情報などの情報を発信予定です。
おそらく10月以降、多くの消費者がポイント還元対象店舗での買い物を意識し始めると予想されます。消費者から「選ばれる
店舗」になるためにも、本制度への参加を検討ください。
＜検討のポイント＞
「キャッシュレス決済の導入は検討しているが、何から考えたらよいのかわからない」という中小小売店等が多いと思います。
決済手段の種類も豊富で、どういった基準で経営判断すればよいか悩んでいる中小小売店等の皆様にポイントを解説します。
１．店舗や取扱品・サービスの特徴は？
どのキャッシュレス決済手段が自身の店舗に適しているか分からない場合は、次の観点が役立つでしょう。
①客単価が低い店舗は「電子マネー」等プリペイド式の決済を希望する消費者が多く訪れ、逆に客単価が高い店舗は「クレジッ
トカード」決済を希望する消費者が多く訪れる傾向があります。
②若者や社会人が訪れる店舗は「スマートフォン」を活用した決済が好まれ、
逆に高齢者が多い店舗は「カード式（クレジットカー
ド、電子マネー等）」が好まれる傾向にあります。
③周辺の他の店舗で導入されている決済サービスが、貴方の店舗でも利用される可能性が高くなる可能性があります。
２．必要な設備環境は？
導入にあたって新たな決済端末や通信回線の整備が必要なのか、あるいは既にある通信環境やタブレット・スマホ等を上手く活
用できるかで初期導入コストに大きな違いが出てきます。このため、導入に必要な環境は何かを予め確認しておくことが重要です。
「QRコード／バーコード決済」では、端末自体が不要な場合があります。
３．いくら掛かるのか？
上記２で紹介した環境整備に必要な初期費用や、決済ごとに発生する手数料、付随するサービスや機器レンタル等の費用、他に
も通信費や振込手数料が発生する場合があります。
４．入金サイクルは？
売掛金の入金サイクルは、月１～２回が主流でしたが、最近では月に複数回入金や翌営業日の入金、売上額が一定金額に達した
時点での入金など、バリエーションが豊富になってきました。自身の店舗運営に適した入金サイクルを提供する決済事業者を選ぶ
とよいでしょう。なお、特定の金融機関の口座開設や、入金の振込手数料を店舗側が負担しなければならない場合がありますので、
確認が必要です。
５．コスト以外の条件は？
２年間の契約しばりや、特定の金融機関の口座開設が必要といった条件が提示されるケースがあります。ポイント還元制度では、
実施期間中（2019年10月〜2020年6月末）と終了後で条件が異なる決済事業者もありますので、よく確認してください。
６．加盟店の義務は？
本制度に参加した加盟店には、一定の責任や売上等の報告義務が課される場合があります。第３回連載でも紹介した「国や補助
金事務局による調査への協力」「ポスターの店頭掲示義務」「消費者とのキャッシュレス取引がキャンセル・取消しとなった場合に
消費者に対して当該取引のポイントが還元されないようにするための決済事業者への報告義務」等が課される点にも留意が必要
です。
７．追加導入できるサービスや機能は？
決済機能に加え、売上管理や販促等の機能、海外のコード決済サービスも扱えるなど付加的なサービスが提供されています。「導
入したら終わり」ではありません。より良い店舗運営を実現するためのツールとして、キャッシュレス決済の導入を検討いただき
たいと思います。
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貿易証明料金
10月1日㈫
から変更
改定のお知らせ
2019年

今般、貿易関連業務に携わっておられる皆様に、当所貿易関連証明書発給サービス料金改定について、下記の

とおり変更となりますので、ご案内いたします。
当所で原産地証明、インボイス証明などの貿易関連の証明書を取得される当所未加入の方は、この機会に
ご入会いただきますと、お得な会員価格での手続きが可能となっておりますので、是非ご入会賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
（税込）

証

明

料

貿易関係証明手数料
申請者登録手数料等
申請用紙（100枚）
申請事務マニュアル

改
会

正

前

改

正

後

員

1,000円

変更なし

非会員

2,000円

変更なし

会

員

2,000円

非会員

4,000円

10,000円

会

員

1,000円

変更なし

非会員

1,000円

2,000円

員

500円

変更なし

非会員

500円

1,000円

会

小規模個人事業所の事業主並びに従業員（家族従業
員を含む）を対象に実務簿記教室を開催いたします。
事業を営む上で、簿記は重要不可欠なものです。時
代が変わっても、簿記の仕組みは変わりません。一度
習得すれば一生自分の財産となるものです。
是非、この機会に簿記を習得され、経営の合理化や
税務申告等、企業発展の指針として活用されてみては
いかがでしょうか。
日 時 ９月２日
（月）３日（火）４日
（水）５日
（木）
６日
（金） 計５日間
（各日とも 午後７時～９時まで）
場 所 上野商工会議所
（ハイトピア伊賀３階応接会議室）
講 師 公認会計士・税理士 鈴木 陽介氏
受講料 １名 2,000円（テキスト、資料代含む）
定 員 20名 （申込み先着順にて締切）
申込締切 ８月23日
（金）
※受講者は電卓、筆記用具をご持参下さい。
主 催 上野商工会議所中小企業相談所
TEL 0595-21-0527 FAX 0595-24-3857

料

簿記検定試験対策講座

誰にでもわかる・誰にでもできる

簿記教室のごあんない

無

３級

受講生募集！
！

10月11日（金）より日商簿記検定試
験対策講座を開講いたします。初め
て簿記を学ばれる方・独学で勉強を
進めている方、新しいことにチャレ
ンジしたい方…一緒に簿記を勉強し
ませんか。11月17日（日）の本番に自
信をもって臨めるよう、この機会に
是非お申込み下さい。
期
時
場
講

間
間
所
師

令和元年10月11日（金）～ 11月７日（木）
19：00 ～ 21：00
上野商工会議所（ハイトピア伊賀３階）
佐々木税理士事務所
佐々木 廣明氏
受講料 10,000円（別途にテキスト代いただきます）
持ち物 筆記用具・電卓
定 員 20名（会場の都合上、定員になり次第締め切ります）
※申込が10名に満たない場合は、中止となります。
申込受付 令和元年９月２日（月）～９月27日（金）
（平日と土曜日 ９時から17時まで）
上野商工会議所ニュース
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部会活動ご案内 ぜひご参加ください

〜何かいいことがありそう！
交流の場が広がります〜

工業部会
『新入社員及び若手社員研修会』
日 時 ９月18日
（水）
13時30分〜 16時30分
場 所 ゆめテクノ伊賀
（伊賀市ゆめが丘1‑3‑3 TEL41‑1061）
対象者 新就職者及びそれに準ずる方で高卒〜 25
歳ぐらいまでの方、企業人、社会人とし
ての更なる自覚を心がけてほしい社員。

講

師

会

費

① ㈱クラフトワーク ゆめが丘製造課 班長
柘植 勇輝 様
② ㈱エクセディ 上野事業所
管理本部 安全衛生環境部
環境・健康管理チーム 主担当
前本 野歩 様
無料

特定商工業者のみなさまへ

法定台帳の作成および負担金に
ご理解とご協力をお願いします！
！

当会議所では商工会議所法に基づき、地区内の特定商工業者について商工会議所法施行令で定めら
れている事項を登録した法定台帳を作成する事が義務付けられています。該当事業所には８月上旬に
法定台帳を送付いたしますので、所定事項をご確認いただき、８月末日までにご提出を頂きますよう
お願い申し上げます。

◇特定商工業者とは次の①・②のいずれかに該当する事業者です。
①資本金額が300万円以上
②従業員数が20人（商業・サービス業は５人）以上

◇負担金について

法定台帳の作成運用管理の為の諸経費として三重県知事の認可を得て年額2,000円のご負担をいた
だくことになっております。
問合せ先

総務課

TEL 21−0527

東海税理士会上野支部より無料税務相談会のご案内
税金・会計のことでお悩み事はありませんか？
次の日程で相談会を実施いたしますので、お気軽に
ご相談ください。
なお、事前申し込み優先で、お一人30分程度の相談
とさせていただきます。
とき・ところ
９月14日
（土）・11月９日（土）13：30 ～ 16：30
名張産業振興センターアスピア１階 会議室A
10月12日
（土）・12月14日（土）13：30 ～ 16：30
ハイトピア伊賀３階（上野商工会議所内）
対象者 伊賀地域に在住・在勤の方
申込先・問い合わせ
東海税理士会上野支部（ハイトピア伊賀３階）
http://www.ict.ne.jp/~zei-ueno/
☎51-0932（9：00 ～ 16：00） ※ 土・ 日 曜 日、
祝日を除く。
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正しい決算・申告のための
実務研修会の日程について
日

時

令和元年９月26日（木）13：30 ～ 15：30（予定）

場

所

名張市南町822-2
アスピア３階

内

名張産業振興センター

会議室Ｂ

容 「わかりやすい会社の決算・申告の実務」に
ついて

講

師

受講料

上野税務署

法人課税部門

担当官様

法人会員・上野商工会議所会員・名張商工会
議所会員・伊賀市商工会会員の皆様（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
電話 24-5774

共

ハイトピア伊賀３階

FAX 24-5796

催 名張商工会議所・上野商工会議所・伊賀市商工会

伊賀連携フィールド2019年度
2019年度前期市民講座 第３回「戦国島津氏の『忍び』について
―忍衆・伏草・野伏・山潜・からくり―」 ６月29日㈯
「戦国島津氏の『忍び』について」要旨
歴史作家・武蔵野大学政治経済研究所客員研究員 桐野作人
忍者（忍び）についての史料は近世の軍記物が多
いが、南九州の戦国大名、島津氏の場合は、幸いに
も一次史料など比較的良質な史料が残っている。
戦国島津氏の忍びは戦乱の時代であることから、
基本的には「いくさ忍び」だといえる。当時の史料
には「忍衆」
「伏草」
「野伏」
「山潜」といった用語
で登場する。主に戦場での奇襲・放火・攪乱などに
従事している。島津氏の常套的な軍法は「釣り野伏」
と呼ばれる囮を利用した待ち伏せ作戦であり、忍び
たちはその囮となったり、おびき出された敵勢を攻
撃するために山野に潜む伏兵などの役をつとめてい
ることがわかる。
「伏草」とか「野伏」といった言
葉はまさにそのような姿を指していよう。
一方、情報収集・伝達に従事するのが「山潜」で

あり、遠方への使者となったり、城郭にへ潜入した
りしている。歩行の達人である修験者が「山潜」を
兼ねていることが多い。
島津氏の忍びは集団行動する特徴があるが、それ
は身分的にどのような構成で成り立っているのかを
明らかにことが大きな課題である。

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の高尾善希です。今回はセ
ンター寄託史料の木津家文書についてご紹介します。

15の巻

術起請文」は新発見史料で、各メディ
アに取り上げられました。

センターでは、全国の忍者関係史料を調査していま

「忍術起請文」は、５代目木津伊

すが、センターが伊賀連携フィールドに所属する関

之助が、忍術を学ぶために、師長井

係上（上野商工会議所・伊賀市・三重大学人文学部

又兵衛に提出した証文です。木津も

の構成体）
、とりわけ伊賀市関係の忍者史料を調査

長井も藤堂藩の伊賀者同士で、この証文の中に忍術

したいものです。

書「万川集海」の名前がみえます。「万川集海」が

去年11月、藤堂藩伊賀者の子孫である伊賀市大野

藤堂藩において教科書として使われていたことがわ

木の木津俊夫さんより、ご所蔵の古文書を、センター

かりました。ほかにも、歴代のことがわかる由緒書

に寄託していただきました。総点数132点で、２代

などが残っています。

目から５代目の木津家当主が藤堂藩の伊賀者であっ
たため、
伊賀者関係の史料を含みます。なかでも「忍

今後、この木津家文書を、研究や講座テキストなど
に活用したいと考えています。（准教授

上野商工会議所ニュース

高尾善希）

2019.8.5｜9

会員 ひろば
和小物&お土産と茶道教室

掲載事業所募集中！
！
あなたの会社やお店をPR致します！
！

〒518-0873 伊賀市上野丸之内33-2
TEL 0595-24-0881

しょう と う あ ん

松涛庵

上野市（忍者市）駅前に和小物とお土産の店、茶道教室 松涛庵をオー
プンしました。
両親が40年紳士服の店で商売させていただいた同じ場所で開店できま
したことを嬉しく思っております。店内には伊賀のお土産をはじめ可愛
い和小物の販売をしています。
伊賀を訪れた方のみならず、地元の方にも気軽にお立ち寄りいただけ
る店を目指しております。
店の半分は立礼の茶室になっており裏千家の茶道教室をしています。
城下町伊賀は、伊賀鉄道の創始者、田中善助翁も数寄者でありました
ように、茶道文化の盛んな土地柄です。店内では気軽に茶道を体験して
いただくことができますので、一度お茶を飲みにいらしてくださいませ。
お待ちしております。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和元年6月末会員数

組織率

2,618件

1,444件（特別会員90件）

51.7%

恋のHappy大作戦

子どもの代理婚活「親コン」

〜息子・娘の結婚を応援したい！ そんな親同士のお見合いです。〜

日
時
場
所
参 加 費
参加条件
参加人数
内

容

９月28日（土） 13：00 〜 17：00
上野商工会議所 ハイトピア３階ホールA・B
お一人 1,000円
婚活中の45歳迄のお子様をお持ちの親御様、または親族の方。
※必ず婚活を希望するお子様の承諾を得てください。
息子様を持つ20組・娘様を持つ20組（お一人またはご夫婦の参加も可）
※応募人数が多い場合は抽選となります。
セミナー 13：10 〜 13：50
テーマ「親子だからできる！会話で生み出すコミュニケーション」
㈱デルタスタジオみえ出逢いサポートセンター コーディネーター 長尾 計享（かずゆき）様
イベント 14：00 〜 17：00
お茶とケーキで親同士が交流し、子供の写真とプロフィールによる子供の代理婚活「親コン」を
開催します。個人のご相談も受け付けさせていただきます。

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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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へのご協力をお願いします！
三重県伊賀市 “上野天神祭” 400年の歴史を未来へ伝えたい！

昨年は、上野天神祭クラウドファンディングへ温かいご支援を頂き、誠にありがとう
ございました。皆さまからのご支援は、ご来場いただいたお客様の安全を守るためなど
に大切に活用させて頂きました。
今年の上野天神祭は10月18日（金）、19日（土）、20日（日）に開催されます。平成28年
のユネスコ無形文化遺産登録に伴う来場客の増加により、当委員会が負担する費用は
年々増加しています。祭の担い手不足に加えて、来場客の安全を守るための費用の増加
が避けられない問題となっています。
そこで、昨年に引き続き、今年もクラウドファンディングでみなさまのお力を貸して頂きたいと考えております。
伊賀市が誇る400年の上野天神祭の歴史を未来へ伝えるため、皆さまのご支援をよろしくお願い致します。

【クラウドファンディングとは、インターネットを通じて多数の人から資金を募る仕組みを
言います。応援したプロジェクトが達成したらリターン（商品）が送られてきます。】
期
間
目標金額
出 資 額

2019年８月19日
（月）10：00 ～ 10月４日（金）23：00
100万円
5000円～
コースに合わせて、伊賀の逸品や上野天神祭特別観覧席など、
様々なリターン品をご用意しています。

Ｕ Ｒ Ｌ

https://readyfor.jp/projects/iga-tenjin2019
ご支援は上のURLより行うことが出来ます。
ＱＲコードからもページへ飛ぶことが出来ます。

※webサイト「Readyfor」に登録後、銀行振り込みかクレジットカード支払いをお選び頂いてご支援が可能です。
※期間内に目標金額に達しなかった場合、リターン品はありませんが、支援して頂いた金額は全て返還されます。
※インターネットの利用が難しい場合は、事務局が振込を代行します。
お問合せはお気軽にどうぞ！
（問い合せ先） 上野天神祭地域振興実行委員会 TEL 0595-21-0527

上野天神祭

2019年「鬼・だんじり行事」日程

10月18日（金）宵山

19日（土）足揃えの儀・宵山

20日（日）神幸祭

業務部

059−354−9971

上野商工会議所ニュース

2019.8.5｜11

伊賀市プレミアム付商品券

消費税率の引き上げが家計に与える影響を緩和するととも
に、地域の消費を下支えするために、低所得者・子育て
世帯主向けのプレミアム付商品券が発行されます。

※画像は商品券イメージです。

商品券有効期間

令和 元 年 10 月１日 から令和 2 年 2 月 29 日 まで
■商品券事業については、内閣府ホームページをご覧下さい。

検索

https://www.02premium.go.jp

！
取扱店募集！

※締切以降の申込は初回のチラシ等に掲載できませんが、随時受付し、更新していきます。
（土 日 祝日は除く、平日のみ、但し 伊賀市商工会 島ヶ原支所は月水金曜日のみ）
※印鑑と取引金融機関
（一部店舗を除く）
の口座番号がわかるものをご持参のうえ、所定
の申込書、契約書にご記入いただきます。

24 19 18 10

ベストセラー紹介
（コミック・文庫除く）
令和元年7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）

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）

希望の糸
（東野圭吾・講談社・1,700円＋税）

ノーサイド・ゲーム
（池井戸潤・ダイヤモンド社・1,600円＋税）

樹木希林

120の遺言

樹木希林・宝島社・1,200円＋税）
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今月のおすすめの１冊
『あまがえると銀杏の木』

中田のり代著

幻冬舎ルネッサンス

定価1,100円+税

著者の大叔父にあたる中田四郎さんは、第二次世界
大戦中、満州に出兵し、壮絶な戦場を生き抜いたものの、
帰還後24歳という若さでこの世を去った。お盆の墓参り
の時、四郎さんの名前が刻まれた戦没者の墓石の方か
ら、
「二度と戦争をしてかならない」という声をはっきり
聞いたのだという。咄嗟に著者は「あなた方の想いを
文章にして世界中の人に届けます」と誓い、８年掛けて
この本を執筆、そして出版が叶った。柘植が舞台の、
実話をもとに書かれた中田家のものがたり。「命が繋が
り、その命を繋げてくれた先人達に感謝できる心を繋げ
ていく」という一文に、はっとする。戦争、
平和、家族、今自分が生きているということ
に、静かに向き合ってみたくなる。夏休みの
読書にもおすすめしたい。著者は横光利一
の親戚にあたるそうだ。納得、である。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

８・９ 月 主 な 事 務 局 行 事

８月
５日・ 消費税軽減税率導入に向けた事前準備と実務対応セミナー
・市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会
６日・経営向上計画作成支援研修（津市）
７日 ・交通運輸部会役員会
・ 食品産業フェスタ第２回出店者会議
・青年部臨時総会
８日・県下専務理事会議（津市）
・ 第８回三重県連ＣＣＩ＆ＡＸＡ共済増強キャンペーン表彰式
日・市民夏のにぎわいフェスタ２０１９
日・女性会健康体操教室
日 産学官連携伊賀研究拠点ワーキンググループ会議
日・正副会頭会議
日・異業種交流懇談会視察研修（愛知県）
日・定例常議員会議
・ 伊賀地域みえ中小企業・小規模企業振興推進協議会
日・ 令 和 元 年 伊 賀 ブ ラ ン ド 推 進 協 議 会 臨 時 総
会・認定証授与式
９月
２日～６日・中小企業相談所簿記教室
４日～６日・ 全国商工会議所女性会連合会総会（鹿児島市）
６日～７日・ 青年部東海ブロック会員総会（刈谷市）
７日・職員採用一次試験
９日・食品工業部会セミナー
日・交通運輸部会視察研修（東京都）
日・生活習慣病検診（ゆめポリスセンター）
日・日商通常会員総会（東京都）
日・部会長会議
・異業種交流懇談会
日・婚活イベント（親コン）
日・県連会頭会議（松阪市）
日・県連ゴルフ大会（伊勢ＣＣ）

社会保険相談会

20 16

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

８月 ７日・ 日
９月 ４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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