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無量寿福寺

山門（伊賀市下神戸）

無量寿福寺「天童山」と号す真言律宗の寺。
応準行然の開基（文永初年「鎌倉時代」）。戦国時代は織田信長
に敵対する地侍たちの集会の場所として使われた。天正９年
（1581）における天正伊賀の乱の兵火で焼失したが、本尊阿
弥陀如来像と大黒天像のふたつが免れた。
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令和２年新年賀詞交歓会
「夢ある時代の幕開け」盛大に開催
上野商工会議所新年賀詞交歓会を1月６日（月）、ホテルローザブランカで開催し、地元の政財界関係者、当所
役員・議員をはじめ会員事業所180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、「2020年の東京五輪、21年の三重とこわか国体、25年の大阪・関西万博など夢のあ
る時代の幕開けだ」と挨拶。一方で「人口減少が続いている。都市間競争がますます厳しくなり、住みよい町、
訪問してみたい町が生き残る。伊賀市にはそのチャンスが十分ある」と指摘。「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」と述べました。
また、市役所が移転し、旧庁舎のあった中心市街地が「この一年間になんとなく寂れた印象を持つのは私だけ
ではないと思う」と述べ、開かれた図書館やレベルの高いレストランを「ぜひつくっていただきたい」と要望しました。
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られました。
また、中川正春衆議院議員・森野真治三重県議会議員からの祝辞の後、アトラクションとして伊賀流忍者博物
館でショーを演じている「伊賀忍者特殊軍団阿修羅」が登場し、技を披露し会場を盛り上げました。
その後伊賀市の発展・会員企業の発展を祈念し鏡開きを行いました。中谷一彦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の名刺交換で新年の挨拶が交わされ、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。

会頭の挨拶

鏡開き

会場の様子

阿修羅によるアトラクション
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令和２年度予算要望及び政策提言
令和元年12月20日
（金）、伊賀市及び
伊賀市議会へ「令和２年度予算要望及
び政策提言」について、地域経済の担
い手である中小企業及び小規模事業者
が持続・発展することが可能となる
様、産業振興施策の強化及び拡充を、
下記のとおり要望しました。

市長様への要望

１ 「伊賀市 まち・ひと・しごと創生総合戦略」実現のための施策の推進

市議会議長様への要望

①旧市庁舎跡における観光及び物産機能の設置

⑴中小企業及び地域産業の振興策の充実

②魅力的な新芭蕉翁記念館及び芭蕉ゾーンの実現

①雇用機会の拡大及び成長産業の立地の推進

③外国人を含む観光客向けの案内板、外国語マップの作成など、町な

ア 「土地利用基本計画」の柔軟な運用

かへの導線となる受入環境の整備

５ha未満の小規模な工業用地隣接地への工場等の立地、

⑶ラッピングトラックなどによる伊賀市の観光や地域資源の発信

拡張については制限せず、名阪国道インターより１kmの

⑷昭和家電を利用した未利用施設の活用促進

範囲等は、工場立地推奨地として、優遇税制の創設。
イ

水道料金体系の見直し
大口需要者水道料金及び水道加入負担金について、減額制

３

社会基盤の整備
⑴社会基盤の整備

度を導入いただいたところですが、企業誘致における地域

①渋滞緩和及び交通安全施設の整備

間競争に不利とならない更なる料金の低減。
ウ

ア

上野南部開発など新たな工業団地の造成

②産学官連携の強化及び支援の拡充

イ

③地方創生にかかる包括連携協定の締結

対策の実施

包括連携協定の締結など、市内金融機関との連携・協力関係の構築。

ウ

⑵雇用確保のための施策の強化及び支援施策の拡充

②近鉄伊賀神戸駅前の開発の促進

地元企業への就労の発信施策の拡充のための高校生や大学

ロータリーの設置、車両の待機場所の確保等

生、Ｕ・Ｊ・Ｉターンへの推進に向けての発信力の強化
小、中、高校において地元企業の魅力、就労環境の魅力等、

③安全で快適な生活を実現するため、市街地の下水インフラの整備
⑵将来への交通基盤の整備計画の策定

産業教育の強化
ウ

①JR関西本線伊賀上野駅・柘植駅間の電化促進とIC化による利便性

地元学生向けに、市内に就職・居住することで返金免除とな

の向上及び伊賀鉄道と連動した交通システムの整備

る特別奨学金制度の創設

②名阪国道と新名神高速道路との連絡道の整備促進

②多様な雇用の確保のための支援の創設
ア

少子化対策を踏まえ女性雇用、子育て世代雇用に取り組んで

③リニア中央新幹線の建設を見据え、既存交通網の整備調査
⑶公共交通ネットワークの充実

いる企業への支援及び助成制度の創設
イ

①郊外並びに他の地域及び障がい者、外国人労働者などに配慮した市

市外から移り住んできた優秀な人材の定着化のための住宅支

街地へのアクセス、利便性を考慮したバス運行システムの構築

援制度等、高度化人材確保の施策の創設
ウ

②市庁舎の移転に伴う市街地とのアクセス及び周辺道路網の整備等利

障がい者、外国人労働者など、自家用車を使用できない者の

便性の向上

雇用促進のための交通網の充実・整備
エ

市内企業団地内における道路の安全対策及び老朽化した施設
の修繕、維持管理

①地元企業への就労の向上施策の拡充

イ

新市庁舎及び伊賀鉄道四十九駅の開設に伴う交通量増加に対
応した道路整備、防犯灯及び横断歩道整備など歩行者の安全

事業承継や地域活力の創出、安心安全な市民生活を促進するため、

ア

国道368号線の早期４車線化及び名阪国道との接続による渋
滞緩和及び安全確保

③伊賀市の移動手段、特に夜間が無く、ウーバーの様な交通手段の導入

女性や子育て世帯の雇用促進のため、保育所や助成制度の強化

⑷伊賀鉄道の利用促進

⑶中心市街地活性化の促進

①市職員や観光客など更なる伊賀鉄道の利用促進

①第二期中心市街地活性化計画の早期策定
②中心市街地活性化協議会及び㈱まちづくり伊賀上野事業への支援拡充

４

①公共土木工事の発注件数の引き上げ

市民夏のにぎわいフェスタ、市民花火大会、灯りの城下町事業等

②入札参加資格要件における総合評価の工事実績の緩和

④旧市庁舎の総合的な利活用の推進
ア

③県の価格と同額になる様、業務委託工事での最低入札価格の引き上げ

商工業発展のため観光及び物産機能など、まちの駅のような
施設の設置

イ

⑵全国各地で発生している水害や土砂崩れ等への対策強化

図書館等、市民の憩いの場、先進トイレの設置

①市の防災・減災対策として、河床掘削や堤防補強等の迅速な対応

⑤スーパー退店後の上野ふれあいプラザの早急な活用等の推進

②国、県管理の河川であっても、各々との連携強化による市民の安心・

⑥景観条例の高さ規制見直しによる民間資本の導入を促進
ア

安全確保

本町通り、二之町通り、三之町通りについて、観光集客につ

③川上ダムの早期完成及び木津川、服部川、柘植川及び名張川の関係

ながるホテル等、集客施設誘致のための規制緩和。
イ

公共工事発注制度の改善及び防災対策の強化
⑴地元企業存続のための公共工事発注制度の改善

③街なか賑わいイベント等への支援拡充

河川事業の推進

ハイトピア伊賀より北の地区、特にNTT周辺の大幅な規制
緩和による再開発の促進

５

中小企業・小規模企業振興事業費補助及び商店街活性化等の事業補助
金等の拡充

２

観光立市に向けた観光振興の促進
⑴ユネスコ無形文化遺産に登録された「上野天神祭のダンジリ行事」に

⑴中小企業相談業務負担金
⑵商工会議所事業補助金

よる更なる観光推進の強化

⑶中心市街地等商店街活性化事業費補助金等の事業支援及び助成の拡充

◦市をあげての天神祭事業として運営体制の刷新及び支援の創設

⑷ＩＴ（情報）関連補助金の推進

⑵観光客受け入れ施設等の拡充
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会議所の動き
工業部会 「中堅社員研修会」開催

R1年12月４日㈬

当所工業部会の主催により、
「中堅社員研修会」を
致しました。講義では、中堅社員に望まれる姿勢につ
開催致しました。本研修会は会員企業の中堅社員の方
いて様々な切り口からご説明いただきました。専門的
を対象に、組織内で求められる役割を再認識いただく
な事柄も簡潔かつ丁寧に説明するよう心がけること
とともに、リーダーシップの取り方等の業務スキル向
や、周囲の雰囲気を委縮させないような言葉遣いへの
上につなげてもらうことを目的に実施しております。 気配りなど、組織を円滑にするためのヒントが非常に
今回は15社の事業
詰まった内容でした。
所より、44名の皆
研修の後半はグループディスカッションを行い、
「自
様にご参加いただ
分たちにとって今後最も必要だと考えることは何か」
きました。
について意見交換し、グループ内でまとめた内容を最
今回の講師は、
後に発表していただきました。参加者の皆様からは、
上野都市ガス㈱取
「他社の方の意見を聞けて有意義だった」「部下への指
締役業務部長の西
導をはじめ、今後の仕事に役立てたい」などのご感想
垣浩尚様にお願い
講義を受ける様子
をいただきました。
金融理財部会 市内会員事業所 工場見学会

R1年12月11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17名が参加し、
㈱ミルボンゆめが丘工場様を訪問させていただきました。
ミルボンのものづくりを支えるゆめが丘工場では、
2016年にヘアケア製品を製造していた青山工場の機能
を融合し、ミルボン唯一の国内生産拠点として約2400
アイテムもの製品が生産されています。製造工程の自
動化や効率的なレイアウト、監視装置の導入により、
高品質な製品を効率的に製造する仕組みが確立されて
いました。すべてが自動化で進められるのではなく、
多品種変量生産を可能にするために、それぞれの工程
の特徴に応じて機械の力と人の力、各々の良い点を組
み合わせることで、品質管理や作業の効率化が図られ
ていました。毎日、何千・何万本と生産している中で、
最終的にお客様に届くのはそのうちの１本。お客様の
信頼を裏切らないように、“その１本” を常に最高の

品質でお届け
したい、ミル
ボン製品を使
うことで美し
くなりたいと
いう人々の期
待に応えたい
という使命感
集合写真
を持って、製造に携わっていらっしゃるとお聞きし、
感銘いたしました。
製造工程を途中楽しいクイズを交えながら丁寧に案
内いただき、またミルボン品質と称される高品質の品
質管理体制についてご説明いただき、参加者一同大い
に見聞を広めると共に、有意義のうちに工場見学会を
終えることができました。㈱ミルボンゆめが丘工場の
皆様本当にありがとうございました。

2019年全国そろばんコンクールを実施 ～全国の頂点を目指して～ R1年12月15日㈰
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69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３名
各部門金賞１位のみなさん
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の方が入賞を果たしました。
今回の最高得点者賞は、５年連続の上野高等学校２
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 辻本 詩乃さん
☆小学校２年生の部
西山 誠剛さん
☆小学校３年生の部
藤本 桃百さん
☆小学校４年生の部
西山 紗菜さん
☆小学校５年生の部
西村 聡旭さん
☆小学校６年生の部
田尾 泉澄さん
☆中学生の部
山本陽菜乃さん
☆高校・一般の部
福永沙梨菜さん（全国入賞８回）

「～決算・申告時に慌てない～軽減税率制度導入後の会計処理実務」セミナー開催 R1年12月19日㈭
上野商工会議所ホールに於いて、
「軽減税率制度導
入後の会計処理実務」をテーマにセミナーを開催しま
した。
講師に、税理士法人トリプル・ウイン顧問 税理士
行政書士の星叡氏をお招きし、令和元年10月１日から
実施されている消費税率引き上げ・軽減税率実施に
伴って変化した毎日の経理・帳簿の実務処理について
分かりやすく解説いただきました。
当日は、当所会員事業所を中心に約15名の参加があ
異業種交流懇談会 「忘年会」開催

り、参加者からは「たいへん有用であった」「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。
講演の様子

R1年12月25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21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、
来年の抱負の漢字一文字を掲げる会員の皆さん 本会では恒例

となっております “来年の抱負を漢字一文字” を参加
者の皆様に発表いただきながら、各々新年への抱負を
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21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。

女性会だより フラワーアレンジメント講習会開催
女性会親睦事業「お正月のフラワーアレンジメント
講習会」を行いました。
新年にお花を飾り、心豊かに一年を迎えて頂ければ
とお正月用の「アレンジ花」と「冬ごもり」を、フラ
ワーブテックこさかの佐藤直美さんに教えていただき
ました。
先生の丁寧な指導の下、参加者同士でも協力して教
え合い、同じ花材を使っていながら、それぞれの個性
の感じられるお正月用の素敵な作品が出来上がりま
した。

R1年12月27日㈮

年末のお忙しい中ご参加くださいました皆様、講師
の佐藤直美
さん、あり
がとうござ
いました。

お正月用アレンジ花を生ける様子

青年部だより １月例会「令和２年上野商工会議所青年部新年懇親会」開催
青年部１月例会「令和２年上野商工会議所青年部新
年懇親会」を開
催しました。来
賓として伊賀市
長 岡 本 栄 様、
伊賀市議会議長
中谷一彦様、田
山会頭をはじめ
とする親会役員
の皆様、また青
挨拶する小林会長

R2年1月8日㈬

年部OB会員の皆様にもご参加頂き、令和初を飾るに
ふさわしい盛大な新年懇親会となりました。
来賓の皆様、OBの皆様とお話をさせて頂く中で、
今後の伊賀市の発展には、我々若手世代の頑張りが必
要であると改めて認識し、青年経済人として更なる飛
躍を誓う場となりました。非常に有意義な時間を共有
させて頂きありがとうございました。
本年も青年部一同全力で活動してまいりますので、ま
すますのご理解、またご支援ご協力のほどよろしくお
願い申し上げます。
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

【最終回】キャッシュレス決済のこれから
＜2019年を振り返って＞
10月１日にスタートした「キャッシュレス・消費者還元事業」も早２ヵ月が経過し、12月の登録加盟店数
86万店、登録申請数95万店を突破しました。当初の予想を大幅に超える多くの中小・小規模事業者等（中小小
売店等）へキャッシュレス決済導入を後押しできました。今や消費者がキャッシュレス決済を積極的に使用する
姿を「当たり前の光景」として目にする機会も増え、裾野の拡大と認知度の一層の向上が実感されます。
制度開始後に発生した登録待ちの状況は概ね解消されつつありますが、まだ個別事情により時間の掛かってい
る申請案件もあるため、引き続きより多くの店舗に速やかに参加いただけるよう、決済事業者と連携して円滑な
登録手続きを進めます。
振り返れば、
「未来投資戦略2017」において、
わが国のキャッシュレス決済比率を当時の20％か
ら40％へ倍増させる目標を掲げて以来、政府も多
くの自治体も普及促進に取り組んできました。そし
て、2019年はポイント還元制度を通じてキャッ
シュレス決済の認知度が大きく向上し、数々の新
サービスが誕生したことで消費者に対する「導入や
利用の選択肢」が拡がりました。
こうした普及拡大の一方で、様々な課題も顕在化
した年でした。例えば、中小小売店等で従来から言
われてきた「３つの壁」（手数料・導入コスト・入
金タイミング）に加え、不正利用の防止など安全・安心への配慮や、システム障害なく利用継続できる安定性、
年齢・生活習慣・地域性などの違いから生じる情報格差など、新たな課題として浮き彫りになりました。
＜2020年の展望＞
2020年は東京オリンピック・パラリンピック大会の開催でインバウンド観光客の増加が見込まれており、
キャッシュレス決済の一層の普及とグローバル化の進展が予想されます。キャッシュレス決済では、更にその先
を見据える年になるでしょう。単なる「現金に代わる支払手段」と捉えるにとどまらず、店舗運営における様々
な場面で業務効率化のツールとして、導入や活用を検討いただければと思います。また「会計はレジでするもの」
という概念自体がなくなるかもしれません。例えばスマホで事前注文して決済まで済ませて実店舗で商品等を受
け取るモバイルオーダーや、セルフレジ、無人レジなど、「キャッシュレスであること」が前提のビジネスモデ
ルが考えられます。特にキャッシュレス決済のデジタルデータを蓄積・分析することで新市場を創出するなど、
今後の経営戦略を考えるうえでとても重要なツールになると思われます。キャッシュレス決済を基軸にした、地
域の課題解決、ひいては連携強化・発展へと繋がることを期待しています。
＜終わりに＞
過去に最先端だったインフラが今では当たり前のツールとなり、生活の一部になっているケースが多くあり
ます。例えば、手紙や葉書は電子メールやＳＮＳに取って代わり、鉄道切符が交通系電子マネーに代わるなど、
その変化のスピードはますます加速しています。私たちの将来の生活をより効率的で便利にするツールとして、
キャッシュレス決済を活用いただければ幸いです。
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伊賀連携フィールド2019年度
2019年度後期市民講座 第２回「忍術は霊術である─近代日本の霊術運動と忍術─」 11月16日㈯
「忍術は霊術である─近代日本の霊術運動と忍術─」要旨
横浜国立大学教育学部教授 一柳廣孝
明治末期から昭和初期にかけて、日本では霊術が
流行した。霊術とは、健康法、民間療法、精神療法
の総称である。暗示、気合、お手当、霊動（身体の
自動運動）などによる奇跡的な治病、精神力の効果
を証明するための見世物的な危険術、超心理現象な
ども霊術家（精神療法家）のレパートリーだった。
彼らは個々の術を称揚宣伝する団体を組織化し、機
関誌を発行して会員の募集に努めた。
『破邪顕正
霊術と霊術家』
（1928（昭和３）、二松堂書店）によ
れば、昭和初期の段階で、霊術家は３万人を数えた
という。
この霊術運動に、忍術のイメージは多大な役割を
担っていた。本講義では、田中守平の太霊道、渡辺
藤交の日本心霊学会といった霊術団体の活動を紹介
しつつ霊術の歴史を辿り、あわせて伊藤銀月『忍術

の極意』
（大正６・５、武侠世界社）や、藤田西湖「生
神様脱走記」（藤田『忍術秘録』所収、昭和11・８、
千代田書院。復刻版、1991・３、壮神社）などの忍
術に関する記述を検討することで、明治以降の催眠
術、千里眼、新宗教の流行といった社会現象と連動
しつつ、霊術運動のなかで編成されていった、新た
な忍術イメージについて検討した。

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に就任してから早半年が経

また、中でも忍刀（！？）

ちました。私の仕事内容は、研究員ということなの

に関する記事が見られる

で、当然忍者・忍術に関わる研究をすることなので

「佐久郡下海瀬文書」など

すが、その他に全国各地に存在する忍者・忍術に関

は、史料のタイトル＝【到

わる資史料の発見・閲覧・撮影などがあります。

位教傳（忍刀之極意）】だ

先月国際忍者学会の大会が長野県は上田市で行わ
れた際、そのついでに千曲市にある長野県立歴史館

20の巻

けでワクワクしてしまいま
した。

に寄ってみました。ここには、探索に関する史料と

全国各地には、探せばま

して「伊那郡伴野村松尾家文書」
、長野県ではなく

だまだたくさん忍者・忍術

全国各藩の探索に関する史料を集めた「飯島勝休資

に関わる資史料がありそうです。今後もこちらでど

料」
、甲賀者に関する「筑摩郡潮沢村隠岐家文書」

んどん紹介していきたいと思います。
（研究員

などがあり、大変興味深い資史料が散見されます。

業務部

池ノ谷匡祐）

059−354−9971
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子年は、繁栄の年
2020年（令和２年）は、子年です。十二支であらわすと “庚子”（かのえね）になります。この年は、再び
新しい十二支のサイクルがスタートする年でもあります。物に例えると成長に向かって種子が膨らみ始める時期
であり未来への大いなる可能性を感じさせます。ねずみはたくさんの子を産むことから「子孫繁栄」の象徴でも
あります。株式市場にも「子年は繁栄」という格言があり株価が上昇する傾向にあると言われています。2020
年の東京オリンピック・パラリンピックによる経済効果も期待がもてそうです。

年男・年女

にきく

子

1. 氏名 2. 生年月日 3. 職業
4. 仕事・趣味で頑張っていること
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. 伊賀の魅力は何だと思いますか？
8. 会議所に対して望むこと

２．昭和23年9月2日
（自営業）印章、仏具、位牌、表札、印刷（小物）
３．
４．書道、ステンドグラス、グラマオブジェ
作品作り
５．仕事、趣味の世界で奥を深める
１．廣

岡 常 義

○○○○○○○○

６．虚心坦懐
７．文化（松尾芭蕉）その他
８．伊賀市の活性化に努力していただきたい

１．保 田 耕 三 郎

○○○○○○○○

２．昭和23年10月29日
３．自営業の妻
４．お客様に満足して頂くよう
５．家族皆健康に過ごせますように
６．一陽来復
１．廣

澤 三 惠

○○○○○○○○

７．世界的なコンテンツである伊賀流忍者
８．観光客の「おもてなし」の分野の充実
まちづくりを早急に

２．昭和35年2月7日

２．昭和47年５月20日

３．清酒製造業

３．電気工事業

４．純米酒造り

４．少年サッカーコーチ、ゴルフ

５．更なる海外展開

５．社会への恩返し

６．宝積
１．森 喜 る み 子

○○○○○○○○

７．自然豊かなところ
８．ものづくりに対する支援

６．笑う門には福来たる
１．山

森

悟

○○○○○○○○

松 井 隆 昇

○○○○○○○○

１．藤

山 宏 和

○○○○○○○○

７．豊富な観光資源と城下町
８．より一層の有益な情報発信

２．昭和35年5月31日

２．昭和47年6月16日

３．生花業

３．自営（牛乳製造販売）

４．真面目に実直に

４．何事にも妥協しない

５．ねずみさんの様にちょこまかと活動します

５．人脈を広げる

６．窮鼠嚙猫（きゅうそごうびょう）
１．

２．昭和35年11月15日
３．自動車整備・販売会社経営
４．百年に一度の変革期において、少子高齢
化、人材不足、技術革新等、様々な事象
において仕事に対して息をつく暇はない
が、地域に対しての貢献、家族との対話
等出来る限りのことはしていきたい
５．健康にもう少し留意したい。もう少し睡
眠時間を増やしたい
６．「愛と誠実」(＾＾) 父からの受け売りです
７．極端に言えば、大阪と名古屋と京都と伊
勢の間にある四方を山に囲まれた田舎で
ある事。とてつもない長所と考えるが短
所にもなっている。もう一つ、やはりお
いしいお米とお肉とお水お酒は大事に育
てて欲しい。
８．総会でも意見があったが、企業と行政の
橋渡し役としての役目を更に緊密に、前
向きな意見の交流の努力・機会を益々明
確に積極的に進めていける様、ご指導い
ただきたい

７．面白い人がたくさんいてくれる事
８．まちなかの賑わいを取り戻す事を手伝ってください

６．一期一会
１．北

川 裕 之

○○○○○○○○

７．人々があたたかい
８．地域密着型都市計画

２．昭和35年7月12日

２．昭和47年7月12日

３．自営業（鮮魚商）

３．保険代理業

４．繁盛店に成る為の努力、サッカー観戦

４．何事も全力で立ち向かっております

５．健康で商売繁盛

５．走れる体を取り戻す

６．有言実行

６．因果応報

７．美しい水と空気
８．積極的に諦めず嫌がらない行動力のある
姿勢
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１．辻

浩 希

○○○○○○○○

７．米・酒・牛・人
８．今後とも、地域経済の発展と活性化のた
めにご尽力いただきますよお願いします

令和元年度

伊賀上野灯りの城下町フォトコンテスト
令和元年10月12日～ 14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。
台風や雨の影響で開催が大幅に縮小となったもの
の、フォトコンテストでは37作品のご応募をいた
だきました。グランプリには伊賀牛1万円分、他受
賞者には伊賀ブランド内から副賞が贈られました。
ご応募いただいた皆さま、誠にありがとうござい
ました。
フォトコンテストは今年の「灯りの城下町」（10
月9日～ 11日）でも開催される予定です。ぜひご
参加ください。

グランプリ

「灯り煌めいて」 日高

浩一 様

優 秀 賞

「時を刻み、時を撮す」 和田

寛 様

「灯りの陰陽」 田中

秀紀 様

伊賀市中心市街地活性化事業
なつかしの暮らしがやってくる！

「令和に昭和のトークショー！
！」
展示日
場

所

「買いたい気持ちと言葉に向き合う２時間のセミナー」
開催日
場 所

２月16日
（日）10時～ 17時
２月17日
（月）10時～ 16時
ハイトピア伊賀３Fホール

主催

フェリシモ流「魅せ方」講座

２月18日（火）18時～ 20時
ハイトピア伊賀３Fホール

「マツコの知らない
世 界 」 や「 池 上 彰 × サ ザ エ さ んSP」
等に多数出演、昭和ハウス・冨永潤館
長の貴重なコレクションが、“昭和の
暮らし” をテーマに展示されます。冨永
館長によるトークショー＆実演もあり！
昭和の魅力をお楽しみいただけます。

数々のヒット商品を世に送り出し
ている大手通販会社フェリシモの東
北営業所所長である伊賀市出身の児島永作氏を講師
に招き、人を惹きつけるキャッチコピーや言葉の使
い方、また自社のPRや販売活動につながるような
動画の使い方等も実践形式で学んでいきます。セミ
ナーの最後にはグループワークもあり、有意義な２
時間となることをお約束します。

～ご来場お待ちしております～

～是非お申込みください～

伊賀市中心市街地活性化協議会

連絡先

株式会社まちづくり伊賀上野

☎︎0595-51-5504

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！
！

伊賀市上野東町2929 天神商店街東側
TEL 090-8671-7179

炭火焼とうふ田楽 平野屋

上野天神商店街東側で、炭火焼とうふ田楽を営業している平野屋でございます。祖父の代から魚屋仕出し・田
楽を営んでいましたが、今まで培ってきた経験を生かして田楽屋をしたいと思い、一昨年11月に開店いたしました。
田楽は、伊賀の郷土料理でもあり、春は、木の芽味噌で素朴な味をお届けしてい
ます。
「久しぶり」とか「懐かしい」とかお客様からの声をよく聞かせていただきますが、
伊賀名物ですから長く続けていけたらと思っています。
おすすめ料理として、旬の魚の素材を生かした料理もお出ししています。
天神さんへご参拝の際やお近くに起こしの時には、お気軽にお立ち寄り下さい。
お待ちしております。

会議所の新しい仲間です（令和元年10月26日～令和元年12月12日）
部 会 名

事 業 所 名

代表者名

住

所

業

（敬称略）
種

業 ㈱かふか

田嶋

耕治 伊賀市上野丸之内500

パン製造・販売

建 設 業 岩城建築

岩城

宜史 伊賀市荒木2107

大工

社会文化 MHT法務コンサルティング

森井

寛章 伊賀市猪田5698

社会保険労務士

社会文化 ここね整骨院

奥

剛嘉 伊賀市服部町3-103

整骨・マッサージ・鍼灸

商

社会文化 SUNNY＋ Bro.YOGASTUDIO 中西

陽 伊賀市上野忍町2473-5-2

ヨガスタジオ

観

光 NEW THINGS

北田

啓 伊賀市上野丸之内23-B

飲食業

観

光 ダーコラボラトリ

山口真由子 伊賀市上野愛宕町1822-1

企業 PR

服部

助成金・補助金コンサルタント

特別会員 服部コンサルタント

上野商工会議所

大輝 桑名市矢田378

会員の動き

商工業者数

令和元年12月末会員数

組織率

2,618件

1,435件（特別会員92件）

51.29%

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

合同就職セミナー開催

参加企業募集

日

時

会

場

三重県立ゆめドームうえの

対

象

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

参加会費

令和２年４月17日
（金）午後１時～午後４時

・会

員

第一競技場

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
主

40,000円（税込み）

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

※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

令和２年度新規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6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62回新規就職者激励会 ＆ 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

参 加 費

き ４月14日(火)
【第１部】式

典

参加者１名につき（昼食代、テキスト、交流会代含む）
会

員

午前８時30分〜午前９時20分

（上野商工会議所・伊賀市商工会・ユーザ協会）

【第２部】教育セミナー
午前９時30分〜午後５時

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

午後５時30分〜午後６時30分

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

ハイトピア伊賀３階

申込締切

【第３部】交流会
ところ

5,000円

上野商工会議所

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

上野商工会議所・伊賀市商工会
３月25日（水）※申込書は3月号会報に折り込みします。

三重県伊賀市小田町743-2

上野商工会議所ニュース

2020.2.5｜11

日本年金機構津年金事務所からの
お知らせ
出張年金相談について
予約による年金相談を開始します。
令和２年４月から予約による年金相談を
行いますので、電話等にて開催日の１週間
前までにご予約いただきますようお願いし
ます。
予約・お問合せ先
津年金事務所お客様相談室
TEL 059-228-9112
（音声案内①番を選択し②番を再選択）

②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

鋼鉄の法
（大川隆法・幸福の科学出版・2,000円＋税）

史上最強のCEO
（ジェームス・スキナー・フローラル出版・1,800円＋税）

一切なりゆき
（樹木希林・文芸春秋・800円＋税）

伊賀百筆

2 月 29 日 まで
■伊賀市プレミアム付商品券事業実行委員会事務局

上野商工会議所

TEL.0595‑21‑0527

上野商工会議所公式Facebookページ
上野商工会議所の取り組みや耳より
情報など最新ニュースを発信中です！！
「いいね！」をお願いします。

27 26 25 23 21 21

VOL.29

（伊賀百筆編集委員会・1,364円＋税）

反日資本主義
（李栄薫編者・文藝春秋・1,600円＋税）

12｜上野商工会議所ニュース 2020.2.5
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今月のおすすめの１冊
『座右の書『貞観政要』 中国古典に学ぶ「世界最高のリーダー論」』
出口治明著

角川書店

定価860円+税

１ 月 のNHK「100分de名 著」は、伊 賀 市 出 身
の出口治明さんが出演されての『呉競 貞観政要』
でした。ご覧になられた方も多かったと思います。
価値観の押し付けが嫌いな出口さんが、例外的
に人に勧めるのが中国古典の『貞観政要』
。中国
史上最も国内が治まった「貞観」（627‑649）の
時代に、ときの皇帝・太宗と臣下たちが行った政
治 の 要 諦（政 要）を ま と め た 書
物とされています。1400年読み
継がれる「時代を超えた普遍の
リーダーシップ」
。稀代の読書家
として知られる出口さんが、自
らの座右の書としてやさしく深
く解説されています。
（※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

（コミック・文庫除く）

①

商品券有効期間
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ベストセラー紹介
令和２年１月期

伊賀市プレミアム付商品券は有効期限を過ぎると
使用できません。

２月
４日・正副会頭会議
６日・新春税務講演会（伊勢市）
・ 正副会頭・伊賀市商工会正副会長との懇談会
・大阪梅田ディーズスクエア需要動向調査
・女性会新春懇談会
７日～８日・工業部会視察研修（静岡市）
９日・第２１８回珠算能力検定試験
日・青年部例会
日・記帳継続相談会
・第２回総務財政委員会
日・青年部三重県連大会（尾鷲市）
日・第 回伊賀学検定試験
日・第 回販売士検定試験
・青年部三役会・役員会
日・交通運輸部会役員会
・生活習慣病健診
日・伊賀学ジュニア検定試験（西柘植小）
日～ 日・日本ＹＥＧ全国大会（静岡沼津市）
日・第１５４回簿記検定試験
日・異業種交流懇談会
日・県連第２回通常会員総会
日・正副会頭会議
３月
５日・定例常議員会
６日・インターンシップ反省会
日・合同就職セミナー（名張市総合体育館）
日・青年部例会
日・日商通常会員総会（東京）
日・異業種交流懇談会
日・通常議員総会

24 23 19 11 10

社会保険相談会

21

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

２月５日・ 日
３月４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

伊賀市プレミアム付商品券

