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「鍵屋の辻の仇討ち」跡地

「鍵屋の辻の仇討ち」とは、寛永11年（1634）、渡辺数馬
と荒木又右衛門が、数馬の弟の仇、河合又五郎を討った事件。
事件後、渡辺・荒木を護送する際、伊賀者が付き添っている。
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伊賀学検定＆伊賀学ジュニア検定 開催
上野城の天守閣の別名をご存知ですか？（第
15回上級問題より）
２月16日、今回で15回目となる伊賀学検定を、
ハイトピア伊賀・東京・伊賀市庁舎の３会場で
開催しました。初級54名、中級38名、上級20名
の合計112名の方々が受験し、初級44名、中級
34名、上級4名の方が合格しました。
芭蕉や忍者、歴史から雑学にいたる幅広い問
題に加え、東京五輪マラソン選手に内定した中
村匠吾選手や、昨年の伊賀FCくノ一三重のリー
グ順位を問う問題など、時事問題も出題されま

初級

した。
また、上野西・中瀬・長田・島ヶ原・青山・

中級

壬生野・柘植・西柘植の市内８校の小学生を対
象とした「伊賀学ジュニア検定」も実施しまし
た。子どもたちには、楽しく真面目に伊賀のこ
とについて学んでいただきました。
冒頭の問題の答えは「白鳳城」です。
今後も「伊賀学検定」事業を通し、多くの皆様
に地域の歴史文化への関心を高めていただく活
動に邁進して参ります。皆さまもぜひ、「伊賀
学検定」にチャレンジしてみてください。

上級

ジュニア検定

業務部
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令和元年度第
令和元年度第 2 回三重県商工会議所連合会通常会員総会を開催
三重県商工会議所連合会通常会員総会を開催
令和 2 年 2 月 26 日（水
日（水）
於 ： 都シティ津

～令和 2 年度事業計画・収支予算を承認～
年度事業計画・収支予算を承認～

三重県商工会議所連合会（会長：種橋潤治）は、令和２年２月２６日（水）都シティ津に
て、県内１２商工会議所の会頭・専務理事の出席のもと「令和元年度第２回通常会員総会」
を開催しました。
種橋会長は、総会挨拶の中で「企業を取り巻く環境は、新型コロナ
ウイルスはもとより、中国の経済停滞、イギリスのＥＵ離脱など不確
実性を増す世界経済、競争激化や深刻化する人手不足、経営者の高齢
化と後継者不足など厳しい状況に置かれており、様々な課題への対応
が急務となっている。
こうした課題解決に
▲挨拶をする種橋会長
向け、ＩＣＴ等の導
入・活用の促進、Ａ
Ｉ、ＩｏＴ、ロボッ
トなどを活用・整備
対応の必要がある。
また、頻発する台風
等による風水害や発
生確率が高いといわ
▲ 総会の様子
れる南海トラフ地震
への対応、社会基盤の整備を契機として、地の利を生かした三重県経済の活性化をいかに図
っていくかなど、中長期的な視点での検討も必要と考えている。三重とこわか国体、三重と
こわか大会を控え、
「太平洋・島サミット」も開催が決定した。こうしたイベントを、三重
県各地域を国内外に売り込むチャンスとして捉え、交流人口の拡大による地域活性化に繋げ
るきっかけとし、また、今までの県連活動において、築かれてきた１２の会議所の連携･協
働を力として、今後、我々は今までに経験したことのないような社会環境の変化への対応が
必要であり、こうした時こそ、常に時代の変化を先取りし、『進取の気概』を持って、三重
県経済の発展を牽引することを使
命とし、地域の活性化にチャレンジ
していきたい」と述べられた。
総会では、令和２年度事業計画お
よび収支予算について審議し、満場
一致で原案どおり承認されました。
総会終了後は、ＫＤＤＩ㈱名古屋
テクニカルセンター長の木佐貫啓
氏を講師に、テーマ：『５Ｇ・ＩＯ
▲ 勉強会の様子 右講師：木佐貫氏
Ｔの活用について』の勉強会を開催
しました。
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会議所の動き
工業部会 視察研修

２月７日㈮・８日㈯

工業部会は、去る２月７日・８日に視察研修を実施

トヨタ博物館前にて

珠算能力検定試験

し、「大塚製薬㈱ 袋井工場（静岡県袋井市）と「ト
ヨタ博物館」（愛知県長久手市）を訪問いたしました。
大塚製薬㈱の袋井工場では、イオン飲料「ポカリス
エット」のペットボトル製品の製造ラインを見学させ
ていただきました。製造工程や商品の配送に至るまで、
産業廃棄物の排出を極力抑えるための工夫がなされて
おり、環境への配慮を重視する姿勢が非常に印象的で
した。
トヨタ博物館では、世界各国で製造されてきた新旧
様々な自動車が展示されており、技術の進歩により車
社会が発展してきた歴史を垣間見ることができまし
た。参加者の皆様には部会員同士の交流も深めていた
だき、大変有意義な視察研修となりました。

１級合格おめでとうございます ２月９日㈰

令和元年10月27日に開催された第217回珠算能力検定
試験において、中瀬小学校６年生の吉田果凛さん、５年
生の藤澤真心さん・新居小学校５年生の中山晴楓さん・
阿山小学校５年生の向出六花さんが小学生で見事1級に
合格されました。
これまで一生懸命磨かれたそろばん技術が発揮されま
した。
合格された皆さんには、日本珠算連盟上野支部支部
長北山先生より表彰状と記念品が伝達されました。今後
もさらなる技術の向上を目指して頑張ってください。

表彰された皆さん

伊賀市中心市街地活性化事業～昭和家電の魅力を紹介～ ２月16日㈰・17日㈪
ハイトピア伊賀で「昭和ハウス」の冨永潤館長によ
る「令和に昭和のトークショー」を伊賀市中心市街地
活性化事業として開催しました。
日本一の昭和グッズの収集家で
あり、テレビ番組にも多数出演
している冨永館長によるトーク
ショー及び昭和家電の展示、また
分割内鍋炊飯器での調理や、光リ
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モコンテレビの操作等の実演もあ
り、多くの来場者に昭和の暮らし
を楽しんでいただきました。冨永
館長からは、「大好きな故郷であ
る伊賀市で自分のコレクションを
たくさん展示し、街の活性化につなげていきたい」と
話をされていました。
（伊賀市中心市街地活性化協議会）

女性会だより 新春懇談会開催

２月６日㈭

ハイトピア伊賀３Fの上野商工会議所ホールに於い
て、「新春懇談会」を親睦委員会が中心となり、来賓
に田山会頭、尾登専務理事、佐治局長をお招きし開催
いたしました。
講 演 会 で は、 親 睦 委 員 会 副 委 員 長 の 薬 局 ヘル ス
ショップとしみの吉田俊實さんに、
『今、とても大切
なこと 何故 “脂” なのか』についてご講演いただき
ました。
必須脂肪酸であるオメガ６とオメガ３ですが、
現在の日本の食生活ではオメガ３（魚油）が少なく、
オメガ６（肉や植物油）が多すぎ、これらが原因となっ
てアトピーやがんや動脈硬化、高脂血症、高血圧など
の様々な疾患が多くなっているとのお話でした。普段
から魚を食べる機会が減り、トランス脂肪酸の多く含
まれている食品を何も考えずに食べていましたが、食

事で体を害してはいけないと健康に関する意識が変わ
りました。
午後からはアトラクションとして『馬場長寿会３B
ビーナス会』様に、歌って踊って元気な舞台を見せて
いただきました。懐かしい歌を一緒に歌ったり、忍に
ん体操で一緒に体を動かして楽しい時間を過ごしました。
ティータイムの後、今年は毎月第３月曜に開催の『健
康体操教室』で練習している『忍術音頭』を忍者衣装
で披露し、その後参加者全員で『芭蕉ふるさと音頭』
を総踊りし締めくくりました。
会員一同、親睦を深めることができよい一日となり
ました。多数の会員の皆様にご参加いただき、ありが
とうございました

挨拶する町野会長

吉田さんの講演を熱心に聴く参加者の皆さん

青年部だより ２月例会開催

２月12日㈬

ハイトピア伊賀３階にて４月からの次年度体制につ
いて話し合いました。
新しい委員会に分かれて委員会名を考えたり、担当
例会等次年度の予定について議論してもらいました。
最後には各委員会の委員会名となぜその名前にしたか
の思いを発表してもらいました。
西出次年度会長の下、新しくスタートを切る上野Ｙ
ＥＧの活動にご期待ください。

新委員会に分かれて話し合う

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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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

三重県よろず支援拠点「無料経営相談」の案内
三重県よろず支援拠点からの派遣により、専門コーディネーターによる無料経営相談を実施しております。お
気軽にご利用ください。
⃝開催日時：毎月第１水曜日 13：30 ～ 16：30
⃝場

所：上野商工会議所 相談室

⃝対

象：中小企業者

⃝定

員：３名（先着順）

※一人当たり１時間程度

⃝相談内容：売上拡大・創業・経営改善などあらゆる経営に関する相談
相談をご希望される場合は、企業名、住所、業種、代表者名、電話、相談者役職・氏名、相談内容を電話また
はFAXでご連絡ください。
（※事前予約制となっております。予約は２営業日前までにお申込みください。）
お申込み・問合せ

上野商工会議所 中小企業相談所
三重県よろず支援拠点

TEL 0595-21-0527

FAX 0595-24-3857

http://www.miesc.or.jp/web/counseling/

商工会議所中小企業相談所をご利用下さい
⃝創

業………創業計画書作成方法、創業する形態など開業に関する相談

⃝経

営………専門相談、専門家派遣、業者照会、経営指導員による経営相談

⃝金

融………資金使途にあった融資制度の相談・あっせん

⃝税務・経理…帳簿のつけ方、年末調整、確定申告の相談
⃝労

務………従業員の雇用から退職まで労務管理・労働保険各種手続き・各種助成金の相談

⃝情報化………業務を効率的に進める為のIT導入の相談
⃝経営計画……経営向上計画等の策定の支援・相談
⃝その他………各種共済制度の紹介・手続き

商工会議所におけるGSI事業者コード申請受付業務の終了のお知らせ
商工会議所では、地域の中小小売店等のPOSの導入やJANコードの利用を支援するため、1985年来、GSI事業
者コード申請受付業務をおこなってまいりましたが、昨今のデジタル化やネット化の急速な進展等に伴い、商工
会議所を通じた申請のご利用数が少なくなってまいりました。
このような状況等を踏まえた制度全体の見直しに伴い、本事業の委託元である一般財団法人流通システム開発
センターより商工会議所を通じた業務委託については終了するとの申し出がありました。
このため、2020年３月31日をもって、商工会議所におけるGSI事業者コードに関するすべての業務を終了させ
ていただきます。長らくご利用いただいた事業者様には申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようお
願い申し上げます。
2020年４月以降、商工会議所での申請受付・問合せ対応は行いませんので、下記へ直接ご連絡ください。
更新申請を行う場合

インターネット（URL：https：//www.dsri.jp/）から申請を行うか、更新申請書を（一財）

流通システム開発センターへ直接ご連絡ください。
【連絡・問合せ先】（一財）流通システム開発センター

GSI事業者コード担当

TEL：03-5414-8511 FAX：03-5414-8503
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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３回「ニッポン忍者観光ガイド」 12月14日㈯
「ニッポン忍者観光ガイド」要旨
東映太秦映画村代表取締役社長 山口記弘
社会が安定した江戸時代より忍者は娯楽キャラク
ターとして人々の前に出現、その後社会の変化とと
もに大衆に余暇が生まれ、メディアの発達により
様々な娯楽が誕生する中で忍者は何度か大ブームに
なりました。
江戸時代は軍記、草子、読本などの書籍、人形浄
瑠璃、歌舞伎等演劇の中で石川五右衛門、天竺徳兵
衛、仁木弾正、自来也などの忍術、妖術で変身する
キャラクターが登場、大人の娯楽として現代まで演
じられております。
明治に講談、講談本がブーム、そこから猿飛佐助
というキャラクターが誕生、大正になり立川文庫、
活動写真で子供を中心に忍術ブーム。産業革命、戦
勝で大正から昭和初期にかけて景気上昇、鉄道網も
発達し観光が盛んに。

戦後、景気の回復とともに時代劇映画が大ブー
ム、その中で忍者映画が子供に大人気に。映画が下
り坂になり始めた60年代からはテレビドラマやアニ
メで忍者が活躍、小説やマンガでも忍者作品が次々
誕生、大人から子供までエンタメ忍者ブームが興り
ました。同時に伊賀、甲賀、戸隠等、実際の忍者に
注目が集まり、国内観光ブームもあり、それらの地
で観光施設が生まれました。
70年 代 に 入 り、
科学教育の発達と
ともに忍術は武術
に変化、海外でも
クールなスパイと
し て 忍 者 はNinja
に変わり新たな
フェーズにはいり
ました。

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の高尾善希です。今回は藤
堂高虎の話をしましょう。藤堂高虎のことは、史料
としては、
「高山公実録」という史料などに詳しい
のですが、面白い話がいろいろあります。まず、何
度も主を変えています。浅井・阿閉・磯野・織田・
羽柴・徳川と…。当時の武士は主を変えることを恥
とは思っていませんでしたので、高虎が特殊とはい
えませんが、現代のサラリーマン気質とはたいぶ異
なります。
それよりも、高虎の際立っていることは、高虎が
戦場の最前線に立ちたがることです。たとえば、阿
波国木津城攻めでは、高虎自ら、城の堀の深さを測っ
ています。このように、忍者は忍び行為のプロです

21の巻

が、忍び行為というのは必ず
しも忍者だけがやるわけでは
ないのです。このとき、服部
竹助という人物が高虎に従っ
ていました。妙に前線に出た
がる主に、竹助も内心迷惑し
ていたのではないでしょう
か。いわんこっちゃない、高虎は木津城から銃撃さ
れて気を失います。竹助に助けられ声をかけられま
すが、意識を回復した高虎は、なぜか怒って、竹助
を殴りつけ、彼の奥歯２本折ってしまいます。パワ
ハラですね。しかし、竹助の子孫は藤堂家で重臣と
なりました。
（高尾善希）

伊賀連携フィールド2019年度後期市民講座
「忍者・忍術学講座」の中止について
伊賀連携フィールド2019年度後期市民講座「忍者・忍術学講座」を受講予定でありました皆様へ
この度、2020年３月14日（土）
に開催予定でありました、伊賀連携フィールド2019年度後期市民講座「忍者・
忍術学講座」を新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止とさせていただくことになりました。
楽しみにしていただいていた方には大変申し訳ございませんが、ご理解いただけますと幸いです。
上野商工会議所ニュース
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〜令和２年度検定試験のご案内〜

Let s try !

上野商工会議所では、日商ならびに東商の各種検定試験を実施しています。商工会議所の
検定試験は、全国統一の基準により実施している『公的試験』です。多くの企業から高い評
価と信頼を得ております。
商工会議所検定で、あなたの思いや能力をカタチにできる知識を習得しましょう。

簿

記

リテールマーケティング（販売士）

財務が読めれば、会社の経営状態
も読める。今や簿記は、財務・経
理部門のための資格ではなく、部
門を超えて全社員が修得すべき教
養になりつつあります。即戦力に
なる資格です。

流通業界唯一の公的資格。販売・
接客技術、在庫管理、マーケティ
ング、労務・経営管理など幅広い
専門知識が身につく、営業、企画
業務などにも人気の資格です。

カラーコーディネーター

福祉住環境コーディネーター

ビジネスに役立つ実践的な色彩の
知識を学べます。知識を身につけ
れば、ファッションやデザイン業
界だけでなく多くのビジネスシー
ンでその効果を生かすことができ
ます。

令和２年度

高齢者や障害者に住みやすい住
環境を提案するために、医療・福
祉・建築についての体系的な知識
を学ぶための検定です。シニアビ
ジネスに携わる方はもちろん、身
近に介護が必要な家族がいる方
にもおすすめです。

日商簿記

リテールマーケティング（販売士）
（当会議所では1級試験は実施しません）

環境社会
（eco）

国際的な政治動向から環境破壊
のメカニズム、生活者として持つ
べき心構えまで、eco検定では幅
広い知識を習得することができ
ます。習得した知識を活かす場は
多様です。

回

級

第155回

１〜３級

2020年６月14日（日）

第156回

１〜３級

2020年11月15日（日）

第157回

２〜３級

2021年２月28日（日）

第86回
第87回
第219回

そろばん（珠算・暗算）

第220回
第221回

カラーコーディネーター

第48回

（当会議所では1級試験は実施しません）

第49回

福祉住環境コーディネーター

第44回

（当会議所では1級試験は実施しません）

第45回
第28回
第29回

２〜３級

１〜10級
段位

２〜３級

２〜３級
級の設定
な
し

詳しくは、上野商工会議所までお問い合わせください。
（TEL 0595-21-0527）
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そろばんを学ぶことで、右脳を鍛
えることができます。また、計算
力や暗算力だけでなく、集中力や
記憶力も養うことができます。

商工会議所各種検定試験カレンダー

検定試験名

環境社会（eco）

そろばん

試験日

2020年７月11日（土）
2021年２月17日（水）
2020年６月28日（日）
2020年10月25日（日）
2021年２月14日（日）
2020年６月７日（日）
2020年11月29日（日）
2020年７月５日（日）
2020年11月22日（日）
2020年７月12日（日）
2020年12月13日（日）

新型コロナウイルス感染症への対応について

現在報道のとおり、日本国内において表記感染症が発生しております。
政府では、対策本部を設置するとともに、専門家会議を立ち上げ、原因究明や対策を検討して
おります。感染防止策を徹底いただくとともに、アルコール消毒の励行、咳エチケットの徹底等
により、感染防止に努めていただきますようお願いいたします。

個人における感染予防策
⃝手洗い、うがい、アルコール消毒の励行
⃝咳エチケット（※）の徹底
※個人が咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って口や鼻を
押さえること
⃝発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休む
⃝発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定・記録する
⃝「風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続いている」
「強いだるさ（倦怠感）や息
苦しさ（呼吸困難）がある」場合は、各都道府県設置の「帰国者・接触者相談センター」
に相談してください。
◦詳細・最新情報については厚生労働省 HP をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf

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。

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。

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）

展示コーナー

出展事業者募集

コミュニティホール内の一角に、当所会員企業様が生産・販売する
製品や伊賀の特産品を展示しております。まだご利用いただいてい
ない会員の皆様、販路開拓や取引促進にぜひお役立てください。
使用料

１コマ 12,000円／年（税別）
（2020年４月から2021年３月まで） １年更新

１コマのスペース

奥行23cm×よこ44cm×高さ38cm

その他、詳細については下記までお問い合わせください。

上野商工会議所

総務課

TEL 0595−21−0527
上野商工会議所ニュース
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会員 ひろば
ヨガスタジオ

掲載事業所募集中！
！
あなたの会社やお店をPR致します！
！

SUNNY＋Bro（サニーブロー）

伊賀市上野忍町2473-5-2F
TEL 050-3555-2473

伊賀市に去年の９月にヨガスタジオをオープンしました中西陽（YO）と
申します。
NY渡米中にヨガ師匠に出会い骨格を勉強したヨガを広めたいと帰国後、
大阪・神戸のスタジオを中心にレッスンやイベント（肉フェス）などの活動
をしていました。
以前から地元伊賀に帰ってくる度に、背骨が曲がっている方や、車生活で
筋力が落ちしっかり歩けない方達が都会に比べ多い事に何か私に出来ること
はないのか？と以前から思っていました。
そしてこの度、地元伊賀に引っ越しをきっかけに “シニアになっても自分
の身体を理解し、
病院に行かなくても自分の脚で歩けるように！” をモットー
にSUNNY＋Broヨガスタジオをオープンしました。
まだまだ起業はしましたが、右も左もわからない事ばかりで
す。伊賀の人達に日常的にヨガのある生活を送ってもらいたい
と一人で齷齪しています。
商工会議所入会をきっかけに大先輩達にアドバイスいただけ
る機会があれば嬉しいなと思っています。
日のあたる場所でありたいと小さなスタジオで
すが、ここから何か発信できればと思っています。
よろしくお願いします。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和２年１月末会員数

組織率

2,618件

1,435件（特別会員90件）

51.37%

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

2020年度 会報広告掲載企業を
募集します
当所『会報』は、会員をはじめ関係機関、団体
等に毎月1,800部を発行します。2020年度の広告
掲載を下記のとおり募集しますので、貴社のPR
にご活用ください。

会報紙面広告
◯白黒印刷 ◯サイズ 4.5cm×17.5cm
◯価格 8,000円（1回）
チラシ折込サービス
A4版 20,000円
B4、A3 30,000円
会報発行日 毎月５日発刊・発行（1月号は除く）
詳細はお問合せ下さい。総務課

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！
！

あなたの事務所を紹介しませんか？
このコーナーは、企業の商品情報・ユニーク
サービス・イベント情報などを無料で掲載でき
る、会員企業の自薦による情報発信コーナーです。
掲載をご希望される方は当所総務課までご連
絡ください。
注 意 事 項
１．掲載は、当所会員事業所に限ります。
２．掲載の有無に関わらず、原稿・写真データは
返却いたしません。
３．掲載情報の詳細や取引に関しては、取引当事
者間で直接連絡・交渉願います。
（万一、トラ
ブル等が生じた場合は、当所では責任を負いか
ねますのでご了承ください）

☎21‑0527

（問合せ先

総務課 TEL21-0527）

協会けんぽからのお知らせ

協会けんぽの令和２年度の保険料率は、
令和２年３月分（４月納付分）から改定されます。
三重支部の健康保険料率は、変更となります。介護保険料率も変更となります。

給与・賞与の

健康保険料率

9.90％

給与・賞与の

9.77％

令和２年２月分（３月納付分）まで

➡

令和２年３月分（４月納付分）から

給与・賞与の

介護保険料率

給与・賞与の

1.73％

令和２年２月分（３月納付分）まで

➡

1.79％

令和２年３月分（４月納付分）から

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※変更後の健康保険料率と介護保険料率は、３月分（４月納付分）から適用されます。
お問い合わせ

全国健康保険協会三重支部

☎︎059-225-3317

上野商工会議所ニュース
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第62回新規就職者激励会・
セミナーのご案内
と

き

参加費

４月14日(火)
【第１部】式

参加者１名につき（昼食代、テキスト代、交流会代含む）

典

会

午前８時30分〜午前９時20分

教育セミナー講師
内

午前９時30分〜午後５時

〜社会に求められる人材を目指す〜
主

午後５時30分〜午後６時30分

上野商工会議所（ハイトピア伊賀３階） 後

催

今月のおすすめの１冊
『明智家の末裔たち』

明智憲三郎著

河出書房新社

定価1,400円+税

NHK大河ドラマ『麒麟がくる』で注目を集め
る明智光秀。主君である信長を裏切ったことで、
反逆者として歴史に語り継がれるがゆえ、公言も
憚られた末裔たちの秘話をまとめたものだ。
かつて上野紺屋町にあった『湯舟屋』を屋号と
する西岡家もそのひとつ。「光秀の子が兄弟で伊
賀の国に逃げ込み…」の一文で
始まる。現在まで15代続いてお
ら れ る そ う だ。そ の 方 よ り、こ
の本をご紹介いただいた。
光 秀 関 連 書 に お い て、ま ず は
この一冊を伊賀のみなさまに。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

３・４ 月 主 な 事 務 局 行 事

３月

２日・サービス部会役員会

・組織強化委員会
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５日・常議員会

（ブレイディみかこ・新潮社・1,350円＋税）

６日・インターンシップ反省会（上野フレックス

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

ホテル）

（坂東眞理子・小学館・1,100円＋税）

日・青年部例会

70歳のたしなみ

日・女性会役員会

（出口治明・KADOKAWA・860円＋税）

日・観光部会役員会

座右の書『貞観政要』

日・三重県商工会議所女性会連合会理事会
（津）

⑤

（出口治明・幻冬舎・800円＋税）

18 17 13 12 11
日・青年部三役会・役員会

④

人生を面白くする本物の教養

ファレンス（東京）

③

（聖教新聞社・227円＋税）

・ＣＣＩ＆ＡＸＡトップマネジメントカン

②

The WORLD SEIKYO 2020年春号

日・日商通常会員総会（東京）

①

提供 岡森書店 白鳳店

日・異業種交流懇談会

（コミック・文庫除く）

日・通常議員総会

ベストセラー紹介
令和２年２月期

３月25日（水）

27 24 23 19
日・ＰａｙＰａｙセミナー

４月

62

５日・歴史ウォーキング

18

日・第 回新規就職者激励会＆セミナー

日～ 日・建設業部会視察研修（東京）

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

３月４日
４月１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

17 14

上野商工会議所・伊賀市商工会

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

申込締切

17

田子 希羊加先生（オフィス成旺）

容 『新社会人のためのビジネスマナー』

【第３部】交流会

10

5,000円（上野商工会議所・伊賀市商工会・ユーザ協会）

非会員 10,000円

【第２部】教育セミナー

ところ

員

