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手力神社

手力神社は三大上忍の一人藤林長門守の氏神です。
江戸時代の初め頃、この地に長門守が住んでいたと伝えら
れており、境内には長門守の第四世冨治林正直が献灯した
石灯篭があります。

藤林長門守（ふじばやしながとのかみ）
詳しい事績は伝わっていないが、
北伊賀の土豪のひとり。供養塔墓が
伊賀国阿排郡鞆田郷東湯舟の正覚寺
にある。同地に、三つの曲輪からな
る城も存在している。忍術書「万川
集海」の著者藤林保武は、この藤林
家のひとであると考えられる。
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日本商工会議所 第130回通常会員総会開催
９月19日（木）帝国ホテルにおいて第130回通常会員総会
が開催されました。当所から、田山会頭・尾登専務理事が出
席し、全国から約900人の役員・議員の出席があり、総会に
おいて、2018年度事業報告・収支決算報告がありました。
三村会頭は、国を挙げて生産性の大幅な向上を図るために
は、個々の企業、産業全体、政府など、あらゆる主体による
取り組みが欠かせない。まず、民間、特に中小企業の取り組
むべき課題について、
一つ目は、
「事業承継、創業を通じた成長への挑戦」
二つ目は、
「デジタル技術の実装化による生産性向上」
三つ目は、
「地方創生への参画」

三村会頭の挨拶

などの考え方を述べられ、皆様の多大なるご支援、ご協力をお願いされました。
また第130回表彰では、「役員・議員表彰」として、日本機械部品㈱野口章様が永年勤続30年表彰を受賞されま
した。

三重県へ『中小企業・小規模事業者の活力強化』
『地方創生の加速』の
２本柱および県内12商工会議所から地域要望などを要望
三重県商工会議所連合会
三重県商工会議所連合会（会長 岡本直之）は、令和元年９月９日（月）三重県へ令和２年度の政策・予算に関
する要望をおこないました。
当連合会からは県内の全商工会議所の会頭・副会頭・常議員、12名が一堂に会し、三重県側は鈴木英敬知事を
はじめ、関係部局から13名が出席し、岡本会長が鈴木知事に要望書を手渡しました。
要望内容はⅠ中小企業・小規模事業者の活力強化で５項目、Ⅱ地
方創生の加速で５項目、Ⅲ地方創生に係る地域要望で12商工会議所
から個別に要望しました。
岡本会長は、挨拶の中で「中小企業のチャレンジ支援と商工会議
所の体制強化」や「リニア中央新幹線の三重・奈良ルートでの早期
開通とチャンスを生かすための中長期的視点に立った大型プロジェ
クト推進が必要」と述べ、その後、吉仲専務理事から概要を説明し、
出席の会頭・副会頭・常議員からそれぞれ地域課題や提言・要望を
発言しました。
鈴木知事は各会議所の発言に対し時間を掛け、丁寧にコメントを述べられ、「それぞれ地域の課題に基づく要
望であり、しっかり検討してゆきたい。限られた予算の中であるが、計画的、重点的、効果的に施策を展開して
いきたい」
と話されました。
その後、会場を都シティ
津に移し、鈴木知事、渡邉
副知事、稲垣副知事、増田
雇用経済部長次長、安保観
光局次長、上松中小企業・
サービス産業振興課長の出
席のもと、懇談会を開催し
ました。
鈴木知事への提言・要望活動の様子
2｜上野商工会議所ニュース 2019.10.5

上野天神祭のダンジリ行事 交通規制のお知らせ
10 月 18 日（金）〜 20 日（日）
至 伊賀上野駅

⬆

⬆

10 月 18〜20 日は、伊賀市内で上野天神祭を開催します。
このため、下図のとおり交通規制を行いますので、ご協力をお願いします。
⬆

⑩創価学会
伊賀上野文化会館駐車場

⑨上野運動公園
テニスコート駐車場

⑭上野キヤノンマテリアル㈱
駐車場

伊賀の名産品・特産品が揃ってます!
来てだぁこ。

地元の魅力ある産品など、
おいしい伊賀が集まりました!
日頃の感謝を込めて

伊賀発 食品産業フェスタ
▶うえせん白鳳プラザ
⑧崇広中学校駐車場

じばさんまつり

③市営上野公園第1駐車場

19日 10:00〜21:00
20日 9:00〜19:00

19日 10:00〜21:00
20日 10:00〜19:00

④市営上野公園第2駐車場

▶上野市駅前広場

⑤市営上野公園
第3駐車場

⑦上野西小学校臨時駐車場

至 津市

⑥市営白鳳門駐車場
⑯上野丸之内駐輪場

11:15
12:35

ハイトピア伊賀

授乳室
⑮ 北伊勢上野信用金庫臨時駐輪場
（3F・10時〜17時）

うえせん
白鳳プラザ

11:05

10:25

11:05

〈10 月 20 日〉

13:00

15:50

9:10

10:25

9:10
〈10 月 20 日〉

11:20
11:40

JAいがふるさと 西支店⑪

この間 21 日

多目的
トイレ

この間 20 日

15:30

13:30
13:20

15:10

15:10

14:15

14:30

車両通行止
18 日 10:00 〜 22:00
19 日 10:00 〜 22:00
20 日 9:00 〜 21:00
警察官による
時間別車両通行止

14:30

一時車両通行止

駐車場のご案内
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

駐車禁止の区間

赤井家住宅

通り抜け禁止

市営城北駐車場（275 台）バス含む〔19・20 日 有料（8：00〜17：00）［平日無料］〕
市営だんじり会館駐車場（35 台）有料（8：00〜17：00）バス含む
市営上野公園第 1 駐車場（54 台）有料（8：00〜17：00）バス含む
市営上野公園第 2 駐車場（60 台）有料（8：00〜17：00）バス含む
市営上野公園第 3 駐車場（114 台）19・20 日 有料（8：00〜17：00）※平日は来庁者用
市営白鳳門駐車場（25 台）19・20 日 有料（8：00〜17：00）※平日は利用不可
上野西小学校臨時駐車場（200 台）有料（19 日 9：00〜 20 日 9：00〜）
崇広中学校駐車場（100 台）有料（19 日 9：00〜 20 日 9：00〜）
上野運動公園テニスコート駐車場（150 台）20 日 無料
創価学会伊賀上野文化会館駐車場（80 台）19・20 日 無料
JA いがふるさと 西支店（20 台）20 日 のみ
上野ガス㈱駐車場（45 台）19・20 日 無料
伊賀市役所・三重県伊賀庁舎臨時駐車場（240 台）19・20 日 無料
上野キヤノンマテリアル（280 台）19・20 日 無料

駐輪場

伊賀市中消防署
駐車場

Ｐ

トイレ
⑫上野ガス㈱駐車場

みこし
鬼・だんじり

⑮ 北伊勢上野信用金庫臨時駐輪場
⑯ 上野丸之内駐輪場

※ 駐車場・駐輪場でのトラブルにつきましては一切責任を負いませんのでご了承ください

伊賀市役所

上野天神祭地域振興実行委員会（上野商工会議所内）
電話 0595（21）0527（平日のみ）
（一社） 伊 賀 上 野 観 光 協 会 電話 0595（26）7788
伊賀市役所産業振興部 観光戦略課 電話 0595（22）9670（平日のみ）
当 日 の み お 問 い 合 わ せ 先 電話 080（9494）1519

四十
九駅

お問い合せ

⑬伊賀市役所・三重県伊賀庁舎臨時駐車場

三重県伊賀庁舎

上 野 天 神 祭 ス ケ ジ ュ ー ル
■18日
（金）
宵々山
本町・二之町筋において19時から21時まで提灯・雪
洞を飾りロウソクで点灯し展示（雨天中止）
■19日
（土）
足揃の儀
三之町筋において14時から16時まで鬼行列の練行
本町・二之町筋などにおいて13時から16時までだん
じり曳行（雨天中止）
宵山
18時30分から21時頃まで本町・二之町筋などを提灯
に点灯してだんじりの曳行（雨天中止）
■20日
（日）
神幸祭
９時から神輿行列巡行（東御旅所出発）
鬼行列の後、だんじり巡行（東御旅所出発）
※雨天中止（天候回復の場合、短縮巡行）
■24日
（木） 宵宮祭
■25日
（金） 例大祭

■18日（金）
お囃子演奏（上野西町・上野向島町・上野鍛冶町・上野魚町・上野東町）
19時頃から
だんじり体験乗車（上野小玉町） 10時から
※１回500円、ちまき付き
見送り幕ライトアップとお囃子演奏（上野新町）
18時30分から
■18日（金）・19日（土）・20日（日）
鬼面展（上野相生町・上野紺屋町・上野三之西町）
■19日（土）
女性会だんご茶屋 10時から20時
（上野東町プリンセスフジヤ西隣）
だんじり体験乗車（上野小玉町） 10時から
※１回500円、ちまき付き
蔵出し展（上野徳居町） 12時から
じばさんまつり（上野市駅前広場） 10時から21時
■20日（日）
女性会だんご茶屋 ９時から終了まで
（上野東町プリンセスフジヤ西隣）
じばさんまつり（上野市駅前広場） 10時から19時
※各行事の時間や場所、内容は都合により変更する場合があります。
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会議所の動き
異業種交流懇談会 『視察研修旅行』開催

８月26日㈪

異業種交流懇談会（岡森久剛座長）の８月例会とし
て毎年恒例の視察研修旅行を実施致しました。今回は
12名が参加し、日本製鉄㈱名古屋製鉄所を訪問させて
いただきました。鉄は強く、重く、丈夫といった骨太
の頑丈な素材イメージがあり、自動車・建築物・船舶
など鉄はさまざまに形をかえ、文明の発展を力強く支
えてきました。その鉄を製造されている中部地域唯一
の鉄の総合基地内をバスに乗ってスタッフの方にご案
内いただき、ポイントごとに下車して、普段見ること
のできない高炉内部の様子や、真っ赤な鉄の塊やそれ
が伸ばされていく様子を間近で体感し、鉄鋼業のス
ケールの大きさを感じさせていただきました。
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、上野商工会議所異業種交流懇談会事務
局（TEL 0595-21-0527）までお問い合わせ下さい。

日本製鉄㈱名古屋製鉄所玄関にて

食品工業部会 「食品業従事者の為のナチュラルメイクアップ」セミナー開催

ナチュラルメイクアップテクニック紹介

交通運輸部会 視察研修開催

９月９日㈪

上野商工会議所ホールに於いて、食品工業部会主催
で「食品業従事者の為のナチュラルメイクアップ」を
テーマにセミナーを開催しました。
講師に、I.B.A TORTAL BEAUTY CONSULTING
代表の居場京子氏をお招きし、日ごろ食品に携わるお
仕事をされている女性の皆様を対象とし、メイクの基
本や似合うメイク（色）等、職場やTPOに合わせた
メイクの方法についてご講義いただきました。
当日の参加者からは、「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、実演等も含め皆様熱心に聴講されま
した。

９月10日㈫

交通運輸部会は、参加者15名（10事業所）にて視察
研修を実施しました。今回は、いよいよ来年開催され
る東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、施
設建設が進む「オリンピック施設」と「東京の名所」を、
はとバスと（２階建オープンバス）
、東京シティガイ
ドの案内で巡りました。
午前中は、はとバスに乗車し、虎ノ門ヒルズや東京
タワー、豊洲、整備中の選手村の宿泊棟、銀座といっ
た東京の名所等を約１時間で駆け抜け、” 屋根なし”
のオープンバスで、大都市「東京」のダイナミックな
景観を楽しみました。
午後からは、東京シティガイドの案内で、新たに建
設中の「新国立競技場」の建設状況を説明いただき、
施設を周りから徒歩で見学しました。
今回の視察を通じて、東京2020オリンピック・パラ
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リンピック競技大会に向けた準備状況を広く皆さんに
知っていただき、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

現在建設中の「新国立競技場前」で

工業部会 『新入社員及び若手社員研修会』開催
当所工業部会が主催する「新入社員及び若手社員勉
強会」を開催し、会員事業所15社から46名の若手社員
の皆様にご参加いただきました。今回で16回目の開催
となる本研修会は、毎回講師を会員事業所の役員・従
業員の方にお務めいただいております。今回は㈱クラ
フトワーク ゆめが丘製造課班長の柘植勇輝様と、㈱
エクセディ 管理本部 安全衛生環境部 環境・健康
管理チーム主担当の前本野歩様の御二人よりご講義を
いただきました。
柘植様からは、自身の経験談を基に周囲の印象を良
くするコミュニケーション、仕事に対するモチベー
ション向上の方法等についてお話しいただきました。
続いて前本様より、製造現場において求められる環境
に配慮した取り組みの重要性についてご教示頂きまし
た。研修の後半では、
「職場内のコミュニケーション
について」
「環境マネジメントについて」をテーマに
グループディスカッションを行いました。日常の勤務

９月18日㈬
態度を振り返り考えられる課題と改善策を話し合った
上で、最後にグループ発表をしていただきました。
地元企業で活躍されている先輩方によるアドバイス
や、他社で働く同年代の方との交流を通じて、参加者
の皆様に仕事への目的意識を高めていただく貴重な機
会となったのではないかと思います。

グループディスカッションでの発表の様子

女性会だより 全国商工会議所女性会連合会第51回鹿児島総会に参加
全国商工会議所女性会連合会第51回鹿児島総会が鹿
児島市で行われ、５日夜に城山ホテルをメインに10会
場で懇親会、６日には鹿児島アリーナで総会・記念講
演会が開催され全国308女性会（部）より2,574名が参
加し、上野会からも６名が参加しました。
「おじゃっ

総会会場「鹿児島アリーナ」にて

たもんせ！鹿児島へ！」～さつまおごじょのおもてな
し～（ようこそ、鹿児島へ、薩摩女性のおもてなし）
ということで、懇親会のお料理やアトラクション、物
産展等から、随所に鹿児島女性のおもてなしの心を感
じました。
記念講演会では『西郷どん』の原作者である、林真
理子氏が「私の仕事から」と題して、『西郷どん』執
筆のこぼれ話、普段の執筆時のエピソードなど楽しく
お話いただきました。林氏の話の中で印象的だったの
が、①常に少し背伸びをして（向上心を持って）仕事
に取り組んでいる、②健康なので恵まれている、③作
家生活の中でも種蒔き期と収穫期がある、など私たち
の生活や仕事にも大いに参考になることをたくさんお
話されていました。
鹿児島の豊かな農産物、薩摩の歴史や風土に触れ、
またひとつ見聞を深め、他会議所女性会員と交流する
こともできた有意義な研修となりました。

青年部だより ９月例会『ブルームウォーズ ～泣き虫委員長の２年戦争～』開催
三重県の女子ラグビーチーム・PEARLS（パール
ズ）プロジェクトマネージャーの飯田倫大様、マネー
ジャーの伊藤絵美様を講師にお招きし、ラグビーの考
え方からビジネスに通じる様々な意識を学べました。
特にラグビー憲章と言われる５項目（品位・情熱・結
束・規律・尊重）はビジネスにおける基本であると同
時に最も重要な考え方であると感じました。
今回学んだことを各々の事業に活かしていきたいと
思います。

９月４日㈬～ 6日㈮

９月11日㈬

がんばれ、ラグビー日本代表チーム
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

消費者としても活用を！

＜いよいよ制度開始へ＞
10月１日の「キャッシュレス・消費者還元事業」（ポイント還元制度）開始されました。８月30日時点で本
制度に参加するキャッシュレス決済事業者は887社に増え、中小企業・小規模事業者（中小小売店等）からの
加盟店登録申請は９月２日時点で53万件を突破しました。
加盟店登録を完了した中小小売店等がポイント還元制度の実施店舗であることを表示するための「広報キット」
（図参照）の配送も８月末から順次進められています。消費者向けに、対象店舗の一覧表だけでなく、地図上の
アプリで確認できる仕組みも提供します。今後さらに決済事業者も消費者向けにＰＲしていくと思いますので、
全国各地で「キャッシュレス決済を使ってみよう」という機運が醸成されていくことが期待されます。
実は中小小売店等は、キャッシュレス決済を提供する事業者である（ＢtoＣ）と同時に、企業間取引（ＢtoＢ）
や経営者・従業員のプライベート空間では消費者という立場にもなります。
消費者として実際にキャッシュレス決済を体験いただくことで、顧客目線で
サービスを理解いただけるのではないかと考えます。
そこで、今回は、消費者としてキャッシュレス決済を利用する際の留意点
を紹介します。
なお、本制度への加盟店登録は2020年４月まで随時受付しています。未
登録の中小小売店等はできるだけ早めに手続きをお願いいたします。
＜使いすぎが不安…＞
消費者の
「使いすぎそう」
「浪費しそう」という不安に対しては、利用状況を「見える化」することで対応できます。
現金払いと違ってキャッシュレス決済は利用履歴がデータで残るという特徴を持っており、支払管理が可能です。
複数のキャッシュレス決済手段を利用している場合には支出管理も煩雑になりがちです。その使いすぎ防止策と
して、市販の「家計簿アプリ」や決済事業者が提供する「アプリ・Webサービス」等を活用し、利用履歴や引
落日の把握を習慣化することをお勧めします。
また、デビットカードでは、その引落口座を、普段の預貯金や売上入金口座と分けて用意しておくのが、使い
すぎ防止に有効な手立てです。電子マネー等の前払いであれば、予めチャージした範囲内でしか利用できないの
で、チャージする金額や間隔を管理することで、無駄遣いへの不安を解消しつつ、ポイント獲得や利便性を享受
しやすくなります。
＜不正利用への不安も＞
昨今のキャッシュレス決済に関する不正事案の発生で、サービスの安全性や継続性に不安を抱いている人も多
いと思います。
「不正利用対策」や「補償の考え方」について、関連業界全体で整理しているところですが、こ
こでは安全にキャッシュレス決済を活用するための個人で可能な基本対策を紹介します。
まず、決済手段ごとに、
「いつ、どこで、いくら支払ったのか」を確認することが重要です。身に覚えのない
取引が記載されていた場合は、直ちに決済事業者へ連絡してください。常日頃からカード番号やＩＤ・パスワー
ドを「他人が見える状態で残さない」
「人に教えない」「スマートフォンにロックをかける」「スマートフォンや
パソコン等にセキュリティ対策を行って常に最新状態にする」「パスワードは同じものを使い回さない」等を意
識的に実行することが重要です。もちろん、不正利用や盗難、紛失等は、キャッシュレス決済に限らず起こりう
る事態です。
出かけるときに戸締まりするのと同じように、キャッシュレス決済でも自身で取るべきセキュリティ
対策の確認・実行が、より安全な活用につながっていきます。
6｜上野商工会議所ニュース 2019.10.5

令和元年度 伊賀ブランドIGAMONO
認定品と事業者が決定しました！
伊賀ブランド推進協議会では、３品の優良な伊賀産品とその生産等に携わる
３事業者を令和元年度伊賀ブランドIGAMONOとして認定し、８月28日（水）
にハイトピア伊賀にて伊賀ブランド認定証授与式を執り行いました。
令和元年度認定を受けた３事業者の内２事業者が初めての認定となりまし
た。認定品および認定事業者は、認定を受けた証として、認定ロゴマークを表
示しています。IGAMONOの認知度向上と伊賀のイメージアップを図るため、
認定品を伊賀の誇る産品として、また、認定事業者を伊賀を代表する事業者と
して全国や海外へ積極的にPRし、販路拡大や商品開発など新たな事業展開の
創出をめざします。

令和元年度 伊賀ブランドIGAMONO認定一覧
5-001

伊賀牛時雨煮巻き

株式会社

5-003

5-002

きねや

三重大学伊賀研究拠点監修 焼きショコラ

有限会社

モンパクトル

伊賀の風土と暮らしがひそかに育んだ伊
賀流産品、伊賀の匠の知恵と技が結集し
た優良な商品たち、その栽培や製造加
工、モノづくりに専心する人々を含め
て、IGAMONO（いがもの）と呼びます。
そのIGAMONOを伊賀の誇りとして認
定し、全国へPR・推奨します。

ボロンボロンジャム

伊賀ブランド推進協議会 事務局

おさきジャム工房

務

故の債

害事
重い加

⃝伊賀市商工労働課
伊賀市四十九町3184 ☎0595-22-9669
⃝上野商工会議所
伊賀市上野丸之内500 ☎0595-21-0527
⃝伊賀市商工会
伊賀市下柘植723-1 ☎0595-45-2210

公式ホームページ

もし交通事故の当事者になってしまったら…

自動車事故にもうひとつの安心

まごころ共済
（自動車事故費用共済）

交通事故に関わる思わぬ出費を補う新しいタイプの共済制度です。
・ご契約車両の交通事故に対し、共済金を契約者であるあなたに
お支払いします。
・運転者の年齢に関係なく車種ごとに掛金は同じです。
・事業者の場合、掛金はすべて損金処理ができます。

☎ 059 −228 −7128

三重県中小企業共済協同組合

津市栄町一丁目891

三重県合同ビル３階

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５回「越前福井藩における忍者の実像」 ８月17日㈯
「越前福井藩における忍者の実像」要旨
福井県立図書館 主任
（司書） 長野栄俊
一般向けの忍者本では、福井藩の忍者は「忍之衆」
という名称で、20人より多くいたとされ、鉄砲練習
や藩主護衛、情報収集などを職務としたと説明され
ている。
ところが松平文庫の藩史料によって同藩の忍者を
再検証してみると、彼らは「忍之者・忍組」と呼ば
れて藩の下士（卒＝足軽）の格式に属していたこと、
慶安２年（1649）の設置時に20人いたものが、後に
12人にまで削減されたこと、彼らの給禄や居住地、
全員の名前も明らかにすることができる。
また、忍御用（探索）の具体例として、城下での
打ちこわし発生時に村々への派遣が命じられた例
や、豊後や京都にまで派遣されて絵図面作成や伝承
聞き取り、張紙の筆写など多様な任務をこなした事
例があった。彼らは平時には鉄砲ではなく半弓を屋

敷に隣接する矢場で稽古し、時に火矢の訓練も行っ
ている。さらに戦時の軍役を定めた史料からは、出
陣時の具足の詳細や武器・持物、荷運びの人数や馬
の数までが判明する。
慶応２年（1866）忍之者は予備組に再編されて消
滅する。高度な情報にも対応できる探索方が別の藩
士に命じられ始めたこと、足軽自体の軍制改革など
が原因とみられる。

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酒井です。調べてみたと
ころ、ハイトピア伊賀の竣工は平成24年でした。な
んだかもっと前からあるような気もしますし、その
逆な気もします。やはり上野産業会館のイメージが
大いに残っているからかもしれません。私は伊賀で
も端っこの村で生まれていますので、ご年配の方で
はハイトピアと言ってもピンと来ず、
「サンギョー
カイカン」と言えば分かってくれる方もおられま
す。小学生の頃は村の公民館ではそろばんを習って
おり、試験だけは当時の私からすれば「大都会」で
あった上野市街で行われいて、
「サンギョーカイカ
ン」は「なんだかとにかくすごい建物」でした。さ
らに新天地商店街も当時はまったく違うもので、昔

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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17の巻

はああだったこうだったと話題
に上がるのですが、なぜか私の
周りでは新天地にあったペット
ショップの事を覚えていない方
が多く、「あったっけ？」と言
われます。そこでモルモットを
買ってワクワクしながら連れて
帰った私は、周りがあまりに覚
えてないというので、その跡地を通るたび一瞬「幻
か？」と思ったくらいです。しかし今は亡きモーリー
（モルモットにつけた名前）の顔を思い出し、出会
いはやはりここで間違いなかったと、疑念を払拭し
ています。

三重県伊賀市小田町743-2

11月は「労働保険適用促進強化期間」です
事業主の皆様へ 労働保険の加入手続きはお済みですか？
1人でも雇ったら、労働保険！！

厚生労働省では、11月を「労働保険適用促進強化期間」と定め全国的に広報を行うほか、三重労働局では、一
般社団法人全国労働保険事務組合連合会三重支部と連携して、労働保険の未手続事業場を戸別訪問する等により、
加入促進を図っています。
労働保険とは
労働保険とは、「労災保険（労働者災害補償保険）」と「雇用保険」の総称であり、政府が管理・運営してい
る強制加入保険です。農林水産業の一部を除き、労働者（パートやアルバイトなども含みます）を一人でも雇
用している場合、事業主又は労働者の意思の有無にかかわりなく必ず加入することが法律で定められています。
労災保険とは
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して、迅速かつ公正な保護をするた
め、必要な給付を行うこと等を目的とした制度
雇用保険とは
労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、失業した際、再就職を促進するための能力の開発・向上等の
各種の援助を行う等を目的とした制度
労働保険の加入手続きをしないままでいると…
事業主が「故意」又は「重大な過失」により労災保険の加入手続を行わない、いわゆる未手続の期間中に生
じた事故について労災給付を行った場合は、遡って保険料等を徴収する他に、保険給付額の40％又は100％を
事業主から徴収します（費用徴収制度）。
【労働保険の加入手続きについて お問合せ先】
三重労働局総務部労働保険徴収室 ☎059-226-2100
又は、最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所へお問い合わせください。

令和元年分

年末調整等説明会

上野税務署

☎0595-21-0950へお問い合わせください

年末調整等の具体的な事務手続などについて、下記の日程で説明会を開催しますので御案内申し上げます。
なお、
御出席の場合には、
「年末調整のしかた」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
をお持ちください。
また、開催会場の都合により地域ごとに開催日時等を指定させていただきましたが、御都合の悪い場合は、他
の日程等や他の税務署が開催する会場にも御出席いただけます。
対

象

者

開 催 日

開催時間

開

催

場

所

三重県伊賀庁舎 ７階大会議室
伊賀市の方のうち郵便番号が〒518-0000
11月19日㈫ 13時30分から15時30分
（伊賀市四十九町2802）
から〒518-0227及び前３桁が〒519の方
伊賀市の方のうち郵便番号が
〒518-0801から〒518-1429の方

11月20日㈬ 10時00分から12時00分

三重県伊賀庁舎 ７階大会議室
（伊賀市四十九町2802）

名張市の方

11月22日㈮ 13時30分から15時30分

名張市防災センター ２階防災研修室
（名張市鴻之台1-2）

（注）名張会場は、駐車スペースに限りがございますので、お車でご来場の際は、名張市役所の駐車場をご利用くださいますようお願いします。

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/
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！
！

ゐであデザイン製作所/コワーキングサロンゆめが丘

〒518-0131 伊賀市ゆめが丘6-14-6
TEL 090-2352-2284

はじめまして、私は「日本一うるさいデザイナー・カメラマン」としてフリーラン
スで事業を始めてから7年になります ひろ みゆき と申します。
「いいですね！」「素敵です！」「女神やでぇ～！！！」など、絶叫しながら撮影する
熱血スタイルから『日本一うるさい』という肩書きがつきました。そう……物理的に
うるさいのです！ 何かの会合で叫びながら写真を撮ってる者がいたら、おそらく私
です。
デザイン・写真撮影のほかに２年前から『コワーキングサロンゆめが丘』という一
軒家型のレンタルスペース・シェアオフィス事業（こちらは女性限定）をスタートし
ました。起業家が集う事で小規模事業者の弱みを補いつつ、お互いの強みや人脈活か
して相乗効果を発揮できるような仕組みを日々研究しています。場所の提供だけでは
なく、共同チラシの発行・SNSでの情報発信・お客様やその道のプロとのご縁繋ぎなども私の使命と思い、精一
杯行っています。このオフィスから世界に羽ばたくような起業家が育って行くことが私の夢です。
最近特に力をいれて勉強していることは『大企業のように潤沢な資金もマンパワーもない中でいかにお金をか
けずに集客出来る仕組みを作っていくか？』 会員さんとブログやSNSの活用方法や写真映えする撮影の方法な
どの勉強会も開いています。デザインや撮影を外注するような余裕がない、まずは経費をかけずに自分でやりた
い…という方でもお気軽にご相談ください。ささやかなことでも力になれれば幸いです。
また、上野商工会議所入会を機に、共に切磋琢磨し、ビジネスの範疇を越えて地域を盛り上げていけるような
…そんな志のある仲間に出会えれば良いなと思っています。お会いした時は、お仕事以外のお話でもどうぞ気軽
に話しかけてくださいね。うるさい奴ですが何卒どうぞよろしくお願いいたします！
代表 ひろ みゆき（廣 美幸）
メールアドレス：shakariki1006@gmail.com LINEID：hiromiyuki1006 FACEBOOK登録名：廣 美幸

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和元年8月末会員数

組織率

2,618件

1,438件（特別会員93件）

51.3%

上野商工会議所会員募集中

新規会員をご紹介ください

上野商工会議所では、新規会員の加入促進に努めて
おります。お知り合いの未加入事業所を是非ご紹介
ください。
新規入会に関するお問い合わせ
総務課 ☎︎0595-21-0527
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会議所に入会するとこんなにオトク！！
⃝交流会で人脈が広がる
⃝各種セミナーや視察に参加できる
⃝融資や資金調達の相談が受けられる
⃝販路拡大のサポートが受けられる
⃝低コストで会報にチラシを折込できる
⃝上野商工会議所会議室・ホールを割安で借りられる

＜生命共済制度＞ 平成30年度配当金お支払いについて
平成30年度生命共済制度の利益配当金が確定致しました。
毎年７月１日を基準日として１年ごとに収支計算を行い、下記の配当金を会員事業所様に還元致しました。あ
りがとうございました。
なお、退職された従業員で脱退手続きされてない方があればご連絡ください。
◎平成30年度利益配当金額（平成30年７月１日～令和元年６月30日）
配

15歳~60歳（男女同一）

１，４８０円

２，６３１円

61歳~65歳男性

２，３９０円

５，７９１円

61歳~65歳女性

１，７４４円

３，６２８円

66歳~70歳男性

３，０８７円

８，１２４円

66歳~70歳女性

１，９９４円

４，４６５円

71歳男性

３，６８１円

１０，１１２円

71歳女性

２，３７９円

５，７５４円

72歳男性

３，９２１円

１０，９１６円

72歳女性

２，５３３円

６，２６９円

73歳男性

４，２７２円

１２，０９１円

準備の他、入院・介護・老後に備

73歳女性

２，７２５円

６，９１２円

えた様々な保証ニーズにお応えす

74歳男性

４，６５４円

１３，３６９円

74歳女性

２，９３１円

７，６０２円

75歳男性

５，０７６円

１４，７８２円

75歳女性

３，１５０円

８，３３５円

険

年

齢

（Ａコース

当

金

商工会議所福祉制度
キャンペーンのお知らせ

月額掛金

保

普通死亡保険金100万円当り）

会員の皆様の福祉厚生制度及び
退職慰労金準備の充実を図って頂
くことを目的として、「福祉制度
キャンペーン」を９月17日～ 11
月29日に実施しております。
「商工会議所福祉制度」は、経
営者・役員の皆様の補償や退職金

るものです。
商工会議所職員とアクサ生命保
険㈱の担当社員がお伺いした際に
はよろしくお願い申し上げます。

※配当金は、現在保険料を引落としさせて頂いております貴事業所口座へ10月11日頃にお振込みさせていただきます。
※この生命共済制度は、会員事業所様のみご加入いただける制度です。今後共、ご利用下さいますようお願い申し上げます。新規
雇用者で未加入の方は、是非ご加入いただきますようお願いいたします。

婚活 in 伊賀

恋のHappy大作戦

顔・心・メイク体験と
キャンドル作りでクリスマス婚活パーティ
開催日時
開催場所

12月14日（土） 16：00〜20：00
アニエス・ガーデン名張
名張市朝日町1361‑14 TEL 0595‑62‑0214
参加資格 30歳〜 45歳くらいの方で伊賀市に関心を持つ独身男女
募集人数 50名（男女各25名）※参加多数の場合は抽選を行います
会
費 男性 5,000円
女性 3,000円
申込締切 11月末日
主
催 上野商工会議所・伊賀市商工会
後
援 伊賀市・ゆめぽりす伊賀立地企業連絡会
お申込み・お問い合わせ
上野商工会議所総務課 TEL 0595‑21-0527

〈食品工業部会〉
地元の魅力ある産品など、おいしい伊賀が集まりました！

第11回伊賀発･･･食品産業フェスタ開催！

上野商工会議所食品工業部会の会員企業が中心となり、
地元で製造されている食品を幅広く紹介することを目的
に、物産展を開催いたします。ぜひお立ち寄り下さい！
開催日時 10月19日
（土）
：午前10時～午後９時まで
20日（日）
：午前９時～午後７時まで
開催場所 うえせん白鳳プラザ（上野東町）
出店事業者名 （農）あぐりぴあ伊賀、エール工房de伊賀、
中井酒造場、ブーランジェリー エ カフェ リエゾン、メナー
ド青山リゾート

業務部

059−354−9971

上野商工会議所ニュース

2019.10.5｜11

国指定重 要 無 形 民 俗 文 化 財

上野天神祭
四百年の伝統を持ち町人文化が幕開く

くちとりしき

（だんじり）

（しるし）

きんこうせんにん

じつげつせん

日月扇

てつえいけんぼこ

鉄英剣鉾

だ ん じ り 巡 行 の 順 番 を 決 め る「 事 始 籤 取 式 」
が九月九日、東町の菅原神社で行なわれました。

向島町
琴高仙人

しりん

さかさのし

逆熨斗

・

月主な事務局行事

（ジェリー・ミンチントン・ディスカヴァー・1,000円＋税）

紫鱗
きりもと

桐本
きくじどう

菊慈童

月
１日・商業部会役員会・臨時総会
・伊賀学ジュニア検定（長田小）
２日・食品工業部会役員会・臨時総会
・食品産業フェスタ出店者会議
３日・社会文化部会役員会・臨時総会
４日・工業部会役員会・臨時総会
・建設業部会役員会・臨時総会
７日・サービス部会役員会・臨時総会
・観光部会役員会・臨時総会
８日・交通運輸部会役員会・臨時総会
９日・金融理財部会役員会・臨時総会
・青年部例会
日・天神祭地域振興実行委員会
・社会文化部会視察研修（奈良）
日～ 日・城下町バル
日・バルプレミアムツアー
日～ 月７日・３級簿記対策講座
日～ 日・伊賀上野灯りの城下町
日・正副会頭会議
・青年部三役会・役員会
日・県珠連臨時総会（鳥羽）
日～ 日・上野天神祭
日～ 日・食品産業フェスタ
日・第 回三重大連携フィールド運営委員会
日・第２回選挙管理委員会
日・三重県商工会議所女性会連合会総会（熊野市）
日・第２１７回珠算能力検定試験
日・定例常議員会
・異業種交流懇談会
日・第３回選挙管理委員会
月
５日～７日・３級簿記対策講座
７日・臨時議員総会（サンピア）
日・サービス部会視察研修（志摩市）
日・伊賀学ジュニア検定（西小学校）
・県連臨時会員総会（四日市）
日・女性会親睦旅行（大阪）
・青年部例会
日・第１５３回簿記検定試験
日・青年部三役会・役員会
日・日商臨時会員総会
日・第 回福祉住環境検定試験
日・異業種交流懇談会
・上野・名張ユーザ協会合同視察研修会（愛知県）

社会保険相談会
健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

月 ２日・ 日
月 ６日・ 日

キレる！

町
町
きしんざんあおいぼこ

其神山葵鉾

つきほこ

のぼりやま

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

70歳のたしなみ

魚
東
町

三社の託宣

にとう

さんめい

かっこ
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中
小蓑山

白楽天

たくせん

薙刀鉾

月鉾

さんしゃ

小玉町

二東

幟山

こみのやま

町

三明

羯鼓

かかん

はくらくてん

鍛冶町

花冠

一切なりゆき

（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

完全版

心の持ち方

なぎなたぼこ

福居町

新

町

西

（中野信子・文藝春秋・780円＋税）

⑤

（坂東眞理子・小学館・1,100円＋税）

④

（樹木希林・文芸春秋・800円＋税）

③

（聖教新聞社・278円＋税）

②

Ⅰ

世界広布の大道

定価500円（税込）
自費出版
林崎風太郎著

令和元年9月期

提供 岡森書店 白鳳店

奥の細道330周年の今年、遠く山形よりご縁をいた
だいた。著者の林崎さんは、30年前から芭蕉につい
て研究されている。
伊勢神宮の参拝は「西の伊勢参り」
、山形県の出羽
三山詣は「東の奥参り」と呼ばれる。神宮と島根の出
雲大社、千葉の香取神社を結んだ二等辺三角形と、旅
立ちの地の素盞雄神社、出羽三山の月山、神宮を結ん
だ三角形が対をなすと考え、自らの足で踏破すること
で陰陽一対を実現し、王政復古を願うことが旅の目的
だったのではないか、と「奥の細道」の裏の意味を独
自の視点で解説。芭蕉探求を文章
郡から日本地図上に拡げたロマン
を感じる一冊だ。10月12日は芭蕉
祭。今月のおすすめです。

①

15 18

（順番）（町名）

一番
↓
二番
↓
三番
↓
四番
↓
五番
↓
六番
↓
七番
↓
八番
↓
九番

10

『笠にたくして 「奥の細道」芭蕉の夢』

（コミック・文庫除く）

11
34

43

11 10

今月のおすすめの１冊

ベストセラー紹介

10
20

14 11

20 20

10

10

16 12 11 11 11

28 27 25 23 21 19 18 17

11 30

12 11

13

25 24 21 20 17

城下町の
祭り絵巻

