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昭和２年創立。地域の皆様にご愛顧いただき、
本年93周年を迎え、これからもご家庭や産業
界に欠かすことのできないガスエネルギーを安
心安全にお届けいたします。
また、上野ガスでんき、宅配「水」
、暮らし
サポート、リフォーム等、ライフラインを中心
とした生活全般にわたり快適な暮らしをご提案
いたします。

安全にガスを
お届けいたします

2020年４月号から役員・議員様の事業所を
紹介させていただいています。

最新ガス機器や快適リフォームをご提案いたします
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伊賀市プレミアム付商品券

忍法元気回復の巻 販売！
新型コロナウイルス感染症により大きな被害を受けている飲食店や小売
店などで利用できる商品券を発行し、使用いただくことで地域の経済の活
性化を図ります。
60%お得なプレミアム率です。商品券を使って、伊賀の店でお買い物
ください！
取扱店一覧は、プレミアム付商品券ホームページをご覧ください。
取扱店は随時募集しております。

１次販売：令和２年９月10日
（木）
～ 10月16日
（金）

プレミアム付商品券ホームページ：http://iga-ueno.or.jp/premium/
⃝１世帯１セットまで購入可能。1,000円券８枚綴り１セット（8,000円分）を5,000円で販
売します。
⃝１セットに共通券５枚、専用券３枚が綴られています。
⃝購入時には購入引換券が必要です。
【共通券】 取扱店の中小商店、飲食店等・大型店 全店で利用できます。
【専用券】 取扱店の中小商店・飲食店等でのみ利用できます。
【販売場所】
⃝上野商工会議所：平日・土曜 9：00 ～ 16：00
日曜 9/13・9/20 9：00 ～ 16：00
⃝伊賀市商工会本所・青山支所：平日・土曜 9：00 ～ 16：00
⃝伊賀市商工会阿山支所・大山田支所：平日 9：00 ～ 16：00
⃝伊賀市商工会島ヶ原支所：月曜・水曜・金曜 9：00 ～ 16：00
⃝伊賀上野観光協会：平日・土日祝 9：00 ～ 16：00
⃝北伊勢上野信用金庫・三重銀行：平日 9：00 ～ 15：00
【注意事項】
⃝商品券はおつりがでません。また、商品券は現金との引換はできません。商品券の盗難、紛失
等に対して、発行者はその責を負わないものとします。
⃝感染拡大防止対策のため、ご購入時にはマスク着用の徹底と、発熱のある方・体調が少しでも
悪い場合は来訪を控えて頂きますようお願い致します。
⃝不動産や金融商品、たばこ、金券やプリペイドカードなど換金性の高いもの、国税や地方税の
支払、その他伊賀市プレミアム付商品券事業実行委員会が、利用対象として適当と認めないも
のへは利用できません。
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令和２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、11品の優良な伊賀産品とその生産等に携わる８事業者を令和２年度伊賀ブラン
ドIGAMONOとして認定し、８月28日
（金）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２年度認定を受けた８事業者の内７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２年度 伊賀ブランドIGAMONO認定一覧
6-001 伊賀くみひもスカジャン 猫忍者

令和２年度伊賀ブランド認定証授与式

6-003 くノ一家名物 伊賀牛焼肉丼

6-004

愛農高校養豚部ベーコン

伊賀の格子行灯

奥伊賀

6-005 愛農高校オーガニックキウイジャム

学校法人 愛農学園農業高等学校

6-007

馬場建具店

6-009

伊賀くみひもスカジャン 忍者

伊賀の京丸屋

株式会社 くノ一

6-006

6-002

伊賀抹茶

6-008

ふたば園 株式会社

6-010

古代米

自家焙煎

農の匠

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。

紅菊芋茶

ITOGOくみひもマスク

糸伍 株式会社

6-011

やぶっちゃよもぎもち

一般財団法人 しまがはら郷づくり公社

伊賀ブランド推進協議会 事務局

⃝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
上野商工会議所ニュース
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会議所の動き
そろばん体験講座 ８月１日㈯
８年目開催！！年々増えています。
日珠連上野支部の先生方による、そろばん体験講座
を開催し42名の方が参加しました。そろばんを使うと
数字に強くなり計算が早くなる、右脳が鍛えられ、集
中力・記憶力・判断力・忍耐力などがつき、脳のト
レーニングになります。当日は各々の先生方の親切な
指導により、小学１年生から３年生のこどもさんが初
めてそろばんに触れ、フラッシュあんざん等を楽しく
体験していただきました。これからそろばんに興味を
もっていただけたら、当所としても講座を開催した意
義があったのではないかと思います。

来年も沢山のこどもさんに体験していただければと
思っています。

そろばん体験の様子

夏休み親子でおもいでサポート講座開催 ８月２日㈰
今年で７回目となる小学生を対象とした「夏休み親
子でおもいでサポート講座」を開催しました。毎年伊

リース工作づくり

賀市教育委員会を通じて参加を呼び掛けるチラシを配
布。伊賀の匠、馬場建具店 馬場幸次さんを講師に迎
え、ひのきのかんなくずを使ったリースづくりを親子
で一緒に体験、楽しんでいただきました。
また、ミニミニコンサートでは、ピアノ（澤しのぶ
さん）＆エレクトーン（渋木美佳さん）の演奏で「リ
トルマーメイド」メロディー等の曲を皆さんに聴いて
いただき、約90名の方が、楽しい夏休みのひとときを
過ごしていただきました。

ミニミニコンサート

上野商工会議所所蔵絵画伊賀市へ寄贈 ８月４日㈫
当所が所蔵している故松生正彦氏絵画13点、故荒木
寛氏絵画31点を伊賀市へ寄贈しました。故松生氏絵画
は平成22年５月に、故荒木寛氏絵画は平成25年３月に
遺族より寄贈いただき、チャーチル会、イーゼル会の
皆様にお世話になり、上野商工会議所での回顧展、旧
伊賀市庁舎でのロビー展示等で市民の皆様に楽しんで
いただきましたが、地域文化の向上と地域振興に寄与
するため寄贈いたしました。
伊賀市庁舎ロビーにおいて、８月には故松生氏作品
２点、９月には故荒木氏作品２点が展示されます。

市長から感謝状をいただきました

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

三重県伊賀市小田町743-2

パワーさん
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ぎゅーとらさん

2020年全国あんざんコンクール開催～珠算能力向上を目指して～ ８月９日㈰
2020年全国あんざんコンクール（主催（一社）日本
珠算連盟、後援日本商工会議所・上野商工会議所）を
開催しました。このコンクールは、従来上野商工会議
所で開催していましたが、今回は、新型コロナウイル
ス感染症の拡大を防止するため、会場を分散し、日本
珠算連盟上野支部会員の各塾・教室において開催する
ことになりました。コンクールでは、小学２年生以下
の部から一般の部までの88名が参加し、出題されたか
け暗算、わり暗算、みとり暗算を真剣に取り組み、日
頃の練習の成果が発揮されたのではないのでしょうか？
今年の上野地区最高得点者は、7年連続で福永沙梨
菜さんでした。
賞状と盾を授与させていただきました。
おめでとうございました。
各部門上位入賞者は、以下のとおりです。
【金賞】
小学校２年生以下の部
猪田彩月（友生小）
小学校２年生の部
辻本詩乃（柘植小）
藤澤真実（中瀬小）
渡邉桃舞（上野北小）
長田悠仁（中瀬小）
小学校３年生の部
西山誠剛（上野東小）
大森琴葉（阿山小）
森田ことね（上野東小）
小学校４年生の部
藤本桃百（上野西小）
田中直太朗（成和東小）
大久保ひより（大山田小） 山本那央（阿山小）
辻 幸歩（成和東小）
澤野心春（上野東小）
中西芽依（大山田小）

小学校５年生の部
西山紗菜（上野東小）
藤島真綸（柘植小）
森永珠奈（上野東小）
小学校６年生の部
中山晴楓（上野北小）
村田麻陽（上野北小）
松岡瑛大（成和東小）
中学１年生の部
田尾泉澄（霊峰中）
中学２・３年生の部
山本陽菜乃（大山田中）
高校・一般の部

各部門上位入賞者

吉永ゆりな（壬生野小）
森永大雅（上野東小）

竹中 優（阿山小）
向出六花（阿山小）
山本乃々華（大山田小）
光武玲奈（阿山中）
中西美晴（霊峰中）
福永沙梨菜（上野高）

上野地区最高得点者

女性会だより 上野商工会議所女性会会員募集！！！ ～出会いと学び～ 女性会で一緒に活動しませんか！
今では、会員数も減少してきております。女性会で
は、一緒に活動して頂ける女性会員を随時募集してお
ります。会員相互の親睦と連携を密にして、女性経営
者の資質向上と商工業の振興を図り、社会福祉の増進
に寄与することを目的に活動しております。明るく楽
しい女性会ですので皆様のご参加を心よりお待ちして
おります。
新型コロナウイルスが一日も早く終息し、当たり前

だった日常の生活に戻り、女性会員が賑やかに集いこ
れからの事業を進めていけることを願っております。
入会資格

上野商工会議所の会員事業所の方で
１．女性経営者・代表者
２．法人並びに団体所属の方
３．個人企業で経営に携わっている女性
年 会 費 4,000円

青年部だより 青年部８月定例役員会ＺＯＯＭ開催
活動自粛を経て、会長、司会、事務局の３人以外は
会場には来ず、４か月ぶりにZOOMでの役員会を開
催しました。
数日前に接続リハーサルをし当日を迎えましたが、
画面に向かって話すことに慣れるまで未だ時間がかか
りそうです。
当面はZOOMでの役員会と、遠隔でも参加可能な
例会を企画することで、コロナ禍でも活動をしていけ
るよう役員同士話し合いをしました。

８月19日㈬

大掛かり過ぎるZOOM会議に困惑
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

上野商工会議所では、小規模事業者・中小企業者を対象に
定期無料相談会を開催しています。
定期無料相談会（※要予約）
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

日

程

時

間

機

関

毎月第１水曜日

13：30 ～ 16：30
※一社当たり１時間程度
（定員３名）

三重県よろず支援拠点

特許・商標・著作権・
毎月第２水曜日
契約等関する相談

13：30 ～ 16：30
※一社当たり１時間程度
（定員３名）

三重県知財総合支援窓口

毎月第３水曜日

10：00 ～

三重県事業承継
ネットワーク

業務効率化・労務管理・
助成金等「働き方改革」 毎月第４水曜日
に関するさまざまな相談

10：00 ～

三重働き方改革推進
支援センター

事業承継に関する相談

※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
（0595-21-0527）又はFAX（0595-24-3857）で上野商工会議所までご連絡ください（※事前予約制
となっております）

新型コロナウイルス感染症対応のための経営相談体制強化事業

個別経営相談会開催のご案内

参加費：無料
要予約

〜新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、経営力を強化するために〜
新型コロナウイルス感染症により、経営に影響を受けている、又は今後影響が懸念される中小企業・小規模事業者の皆様を対象
に専門家による無料個別相談会 を開催いたします。経営課題の解決等にご活用下さい。
相談をご希望される事業所様は、予約制となっておりますので事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
【主な相談内容】
◦経営改善計画の策定支援
◦小規模事業者持続化補助金
◦ものづくり・商業・サービス・生産性向上促進補助金
◦三重県版経営向上計画策定支援
◦経営革新計画策定支援
◦事業承継
◦創業者支援 等々

日

時

〈講師〉
合同会社マネジメントオフィス・ハシモト
代表社員 中小企業診断士
橋本大輔氏

令和２年９月14日（月）・15 日（火）
・16 日
（水）・17 日（木）
９：00 ～ 19：00 ※定員：各日５～６社（１社あたり１時間30分程度）
場 所 上野商工会議所 セミナールーム（伊賀市上野丸之内500 ハイトピア伊賀３階）
お申込み方法・申込締切日 ９月７日までにFAX又は、
お電話にてお申込み下さい。
【完全予約制】
主 催 上野商工会議所 TEL0595-21-0527 FAX0595-24-3857
今後の個別経営相談会開催予定日 令和２年12月３日（木）
、４日（金）
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「事業継続力強化計画」認定制度
「事業継続力強化計画」認定制度とは…

➡
⬅

中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度
です。認定を受けた中小企業は、税制優遇や補助金の加点などの支援策が活用いた
だけます。

国
経済産業大臣
申

請

認

定

事業継続力強化計画
中小企業者等

中小企業・小規模事業者

「事業継続力強化計画」に記載いただく事項
ハザードマップ等を活用
した自然災害リスクの確
認結果

安否確認や避難の実施方
法など、発災時の初動対
応手順

人員確保、機械・設備の
保護、資金繰り対策、情
報保護に向けた具体的な
対策

訓練の実施や計画の見直
しなど、事業継続力強化
の実効実性確保の取組

認定を受けた企業は取引先企業などからの信用力が向上！
認定企業は認定ロゴマークが使用可能！

事業継続力強化計画の認定を受けた企業については、経済産業省で公認している、事業継続力
強化計画の認定ロゴマークを使用できます。

防災・減災設備の税制優遇

計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者は、対象の防災・減災設備（自家発電機、制震・
免震装置等）を取得した場合、取得価格の20％を特別償却できます。

補助金の優先採択（ものづくり補助金等）

計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者は、今後経済産業省が用意するものづくり補助金
等の一部の補助金において優先的に採択されます。

信用保証枠の拡大

計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者は、普通保険、無担保保険、特別小口保険の限度
額が別枠化されるとともに、海外投資関係保険や新事業開拓保険の限度額が拡大されます。

日本政策金融公庫による低利融資

計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者は、日本政策金融公庫による低利融資を利用でき
ます。

※詳細は今後各補助金の事務局から公表されるHPをご確認ください。

こんな取組を社内で推進しましょう！
目的の明確化

具体的な事前対策

◦いざというときに慌てないよう、被災時に何を目標
とするのかあらかじめ想定
リスク認識・被害想定
◦ハザードマップを確認し、自然災害リスクを確認
◦自然災害により事業への影響を想定
発災時の初動対応手順
◦人命の安全確保（従業員の避難、安否確認）
◦非常時の緊急体制の構築
◦取引先や関係団体への被害状況の共有方法等の確認
推進体制構築
◦経営トップによる推進
◦災害時の社内体制の構築
実効性を確保する取組
◦年に１回以上、従業員向けの定期的な訓練及び教育
の実施
◦自らの経営環境の変化に応じた計画の見直し

①人員確保

◦従業員の業務内容・作業手順等のマニュアル化
◦他社との連携による非常時の従業員の相互応援体制の構築

②建物・設備の保護

◦地震に備えた機器の固定
◦配電盤等の重要設備の高所設置
◦停電に備えた自家発電設備の導入

③資金繰り対策

◦被災をした際に、融資を受けることができる窓口の確認
◦水害や地震などの災害に対応をした損害保険や共済に加入
◦休業時に利益補償をする保険に加入
◦建物や機械設備だけでなく、在庫や中間財などを対象とする
保険・共済に加入

④情報保護

◦契約書や顧客情報など、重要な情報を複製化
◦クラウドサーバーを活用した情報の保管

⑤取引先・他社との協力体制

◦地域の企業との非常時応援態勢の整備
◦取引先や、同業者組合等での連携

認定申請様式のダウンロードはこちらから

中小企業庁

事業継続力強化計画

上野商工会議所ニュース
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補助金採択者の声

採択された事業者に今後の
意気込みをお聞きしました！
！

平成30年度第２次補正予算小規模事業者持続化補助金採択事業所
コロナ型
事業所名 お菓子司くらさか風月堂
住
所 伊賀市上野車坂町753-3
代 表 者 倉阪浩充
業
種 和菓子製造販売業
コロナウイルス感染拡大による自粛生活が続く
中、季節感のある美しい和菓子は見ても食べても癒
されるとの嬉しい声を原動力に、これからを見据え
てオンラインストアの開設やテイクアウト商品の開
発、季節のいろんな種類の和菓子をお弁当のように
彩りよくつめた
『しゅうまつのおやつ』と言うシリー
ズの展開などに取り組みました。
また設備増設により販売商品が増え生産性も上が
る予定です。
豊かな地域資源を使った商品や季節感あふれるお
菓子で、訪れてみたいと思える伊賀の魅力のひとつ
となり、地域に貢献できるよう日々頑張ります。
一 般 型
事業所名 オカモリサントレー
住
所 伊賀市平野西町71
代 表 者 中 和樹
業
種 パン・ケーキ製造販売
当事業所はパン、及びケーキの製造販売業です。
開業から20年の節目を迎えるにあたり昨年９月に
持続化補助金を活用し主に店内を改装しました。
念願であった親子参加型のパン教室やクッキー教
室の開催、そしてイートインスペースを拡張したこ
とに伴い、珈琲の種類を増やし本格的に販売をス
タートさせることができました。
新型コロナウイルスの影響により当初の目標数値
には届きませんが、売場拡張で以前よりも開放的に
なり新たな空間を印象づけることができ、今年上半
期の店舗売上は前年比の110％オーバーで推移して
います。
今後の中長期的な計画として震災時の食料支援や
障害者雇用の受け入れ等、社会貢献活動を進めてい
く予定です。
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一 般 型
事業所名 畳工房こまる
住
所 伊賀市上野桑町1413-1
代 表 者 小丸恵一
業
種 畳製造販売業
当店は、地域を愛し地域の皆様に支えていただい
て本年創業120年を迎え、節目として四代目が事業
を受け継ぐこととなりました。今回の補助金採択を
受けてホームページをリニューアルし、SNSやそ
の他のPR媒体とも結びつけて畳の機能性やデザイ
ン性並びに当店の魅力や職人の技をより多くの皆様
に発信していきたいと考えています。申請２回目で
の採択でしたが、ご支援いただいた商工会議所に感
謝申し上げます。
一 般 型
事業所名 洋菓子専門店メルヴェイユ
住
所 伊賀市平野城北町148
代 表 者 山中潤己
業
種 洋菓子製造販売
昨年、小規模事業者持続化補助金の採択を受け、
創業から17年間変えていなかった店舗外装を木製
からアルミフレームに変更する店舗外観の改装工事
を行いました。繊細でスタイリッシュな外観となり、
全面に大きく取ったガラス面により、店内の明かり
や様子が外から際立つ店舗に生まれ変わりました。
通りから店舗が目につきやすくなり、通りすがりに
立ち寄っていただける機会も増え、新規のお客様の
獲得にも繋がっています。
さらに、外観改装工事と並行して焼き菓子を中心
に商品力の強化を図り、店舗イメージに寄せた高級
感のある商品展開を仕掛けていくことで、当店のお
客様が好む「贅沢感」を付与し、販売促進と売上向
上に繋がっています。
補助金申請は初めてでしたが、申請に取り組むこ
とにより今後の経営計画や経営目標を明確化するこ
とができました。申請から実績報告まで商工会議所
のサポートに感謝しています。

【中央公論新社 ２０２０年２月新刊のご案内】

『忍者学講義』

（山田雄司・編
伊賀連携フィールド2020年度
三重大学国際忍者研究センター・著）

忍者食、のろし、動きの秘密……。日本史から食品科学
まで、三重大学国際忍者研究センターのさまざまな分野の
研究者が、忍者・忍術を大真面目に研究！
※読売新聞・伊賀版の人気連載「三重大発！忍び学でござる」、待望の書籍化！

『忍者学講義』
（山田雄司・編
三重大学国際忍者研究センター・著）
２０２０年２月７日発売 本体価格１６００円 ＋税
ISBN 978-4-12-005266-8 ／ 四六判並製 ／ 240P

＜目次＞
第一章 忍者食を作ってみる（久松 眞）
第二章 伊賀者の歴史を辿る（高尾善希）
第三章 忍者の動作を科学する（脇田裕久）
第四章 芭蕉忍者説を疑う（吉丸雄哉）
第五章 のろしを分析してみる（加藤 進）
第六章 忍者の諜報力（藤田達生）
第七章 忍術書の火器をつくってみる（荒木利芳）
第八章 薬草と毒草の研究（山本好男）
第九章 精神科医の見地から（小森照久）
第十章 世界に広がるNINJA（クバーソフ・フョードル）
第十一章 忍者研究の現場（酒井裕太）
第十二章 忍術の実践（川上仁一）
＜編者 プロフィール＞
山田 雄司 1967年静岡県生まれ。京都大学文学部史学科卒業。亀岡市史編さん室を経て、筑波大学大学院博
士課程歴史・人類学研究科史学専攻(日本文化研究学際カリキュラム)修了。博士(学術)。現在、三重大学人文学
部教授。国際忍者研究センター(三重県伊賀市)副センター長。著書に『怨霊とは何か』(中公新書)、『忍者の歴
史』(角川選書)、『忍者はすごかった 忍術書81の謎を解く』(幻冬舎新書)など多数

☆内容についてのお問い合わせ、見本誌ご用命は、下記編集担当まで☆
26の巻
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。突然ですが、
聞くと、友人は「ブト」の説明を始め
中央公論新社 ノンフィクション編集部
「ブト」派ですか？「ブヨ」派ですか？忍者は「ニ
ます。何度聞いてもそれは私の知る
「ブ
疋田 壮一 （ひきだ そういち）
ンジャ」と読むのか？というお話を以前書いたかも
ヨ」という虫と同じなので、「それは、
TEL: 03-5299-1840 / 090-3211-4425 FAX: 03-5299-1929
しれないですが、外国人にまでその議題は波及して
ブトじゃなくてブヨだ」と言い返した
MAIL: s-hikida@chuko.co.jp
いるようで、私たち日本人の知らないところでも熱〒100-8152
のですが、友人も譲りません。しかも
東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞ビル19F
く語られています。何を熱く語っているのだろうと、 お互い「おばあちゃんがそう呼んでい
忍者の聖地、伊賀の民として思うところがあります
た」と言うものですから、議論は徐々に変な方向に
が、そういえば伊賀の人間同士で読み方を言い争っ
なり、「どっちのおばあちゃんのほうがすごいか」
た言葉もあったなあと記憶が甦りました。
対決になってしまいました。最終的に、「間違って
「蚋」です。何年も前ですが、地元の同級生と居
いた方が飲み代を奢れ」となり、調べたところ、
「蚋
酒屋に行く道すがら、「古今東西虫の名前」という
ブユ。他にブト、ブヨという方言もある」という
ゲームを始めました。その最中、友人は「ブト」と
答えでした。もはや死語になっている「ズコー！」
いう虫を挙げました、「ブトとはなんだ？」と私が
という擬音が二人の間に響き渡りました。
上野商工会議所ニュース
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会員 ひろば
医療法人社団仁生会

掲載事業所募集中！
！
あなたの会社やお店をPR致します！
！

滋賀県甲賀市甲南町葛木958
TEL 0748-86-3131

甲南病院

滋賀県甲賀市の医療法人社団仁生会甲南
病院でございます。昭和39年に開院し、現
在は約400名の職員が在籍し地域の皆様の
健康をお守りしております。
このたび8/18から４回にわたり、看護職
に興味を持っていただく趣旨で高校生対
象「楽しい看護体験」を開催いたしました。
８校より約50名に参加頂き、感染防止のガ
ウン着脱体験、ｼﾐｭﾚｰﾀｰによる採血、血圧
測定、車イス・ストレッチャー乗車などの
体験をしていただきました。今回はコロナ
対策のため事前に発熱、風邪症状、濃厚接
触者との接触がないことなど確認のうえで
参加して頂きました。「車椅子に乗ると視野が変わった。少しの段差も不安。体験するとイメージが変わる。」
「感
染対策の道具や配慮が外とは違って病院はすごいと思った。針を捨てるBOXも工夫されていた。」「看護師にな
りたい気持ちが強くなった。
」などの感想が寄せられました。日本の将来を担う若者が看護師を目指す機会にな
ればうれしく思います。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和２年７月末会員数

組織率

2,618件

1,438件（特別会員89件）

51.53%

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

職員紹介コーナー
経営支援員

小松

達彦

経営支援員の小松です。現在の主な担当業務は経営に関する各
種ご相談、工業部会、青年部、『市民夏のにぎわいフェスタ』等。
今年度からまちづくり課に配属が変わりましたが、お祭りの賑
わいが恋しい今日この頃…。
刻々と情勢の変わる困難な時代だからこそ使命感を持って、会
員の皆様の一助となれるよう精進してまいります。今後ともどう
ぞよろしくお願いいたします。

伊賀上野 灯りと忍びの城下町

10月10日
（土）
・10月11日
（日）
場所：伊賀上野城下町エリア一帯

伊賀上野の城下町を、昼間は忍者関連のイベント・夜間は灯りで繋ぐことにより、新型コロナウイルス感染症
の影響により打撃を受けた地域経済の活性化と、市民の皆様へ安全にお楽しみいただける秋のイベントを提供します。

◦上野天神宮 竹灯りアート
竹灯りアーティスト川渕浩平氏の竹灯りアートが天神さんを幻想的に彩ります。

◦ e-NINJA バトル
世界初のレーザー手裏剣を使用した次世代忍者スポーツを体験できます。

◦灯りと忍びのワードラリー
エリア内５ヵ所を回って言葉を集めて応募すると、抽選で６名様に伊賀牛１万円分をプレゼント！
その他、城下町の施設のライトアップや中町のだんじりライトアップ、和傘の灯り、ガラスアート展、伊賀牛
や伊賀ブランド商品が当たるフォトコンテストも開催します。
詳細は９月中旬発行予定のチラシ・上野商工会議所ホームページとフェイスブックをチェックしてください！
※本イベントは感染防止対策を徹底して開催します。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントが変更・中止になる場合がございます。上野商工会議所ホーム
ページをご覧ください。

上野商工会議所ニュース

2020.9.5｜11

職場の教養

防災の意識を高める

毎年、３、６、９、12月の１日は、「防災用品点検の日」です。
災害に備え、職場や家庭で防災用品を点検し、避難経路を確認することは重要です。
年４回のこの日には、非常用バッグに入れてある物が、使える状態なのか、備蓄品は足りてい
るのかなどを確認しましょう。
非常用バッグには、水と食料のほか、救急セット、タオルなどを入れておくと安心です。
加えて、懐中電灯や携帯ラジオを備えましょう。自宅用の水と食料は、最低３日分、できれば
１週間分を備蓄しておくとよいといわれています。
さらに、実際に、懐中電灯は使えるのか、乾電池の使用期限、食料品や水の賞味期限が切れて
いないかを点検していきます。
また、季節毎に必要な物は変わります。冬の場合、防寒着やカイロなども追加しておきましょう。
防災用品は、いざという時に使えなければ意味がありません。点検の日だけでなく、季節毎の
防災用品の確認を行うことは大切です。
それらの点検を怠らず、災害に備えましょう。
今月の心がけ◆定期的に防災用品の点検をしましょう

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。

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

少年と犬
（馳

星周・文藝春秋・1,600円＋税）

欲が出ました
（ヨシタケシンスケ・新潮社・1,000円＋税）

人は話し方が9割
（永松茂久・すばる舎・1,400円＋税）

還暦からの底力
（出口治明・講談社・860円＋税）

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
（ブレイディみかこ・新潮社・1,350円＋税）
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今月のおすすめの１冊
『写真で読み解く語源大辞典』

沖森卓也監修

あかね書房

定価4,700円+税

伊賀市出身の沖森卓也さん。日本語学者であり、現
在は立教大学名誉教授でいらっしゃいます。
日本語の奥深さ、ましてや語源には、はっきり説明
できるものとできないものがあるとして、日常会話で
使う言葉を写真とともにわかりやすく解説されてい
ます。使い方の用例や、普段聞きなれないものの名前、
知っているようで知らないことがらについて、より理
解を深める「まめ知識」も充実。親子で楽しめる一冊
です。
NHKのちこちゃんも、この本を読ん
でいるんじゃないですかね。いつぞや
のその番組で、沖森先生が『あっかん
べえ』の語源を解説されていたことが
あります。この本にも『あっかんべえ』
がちゃんと載っていました！
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

月主な事務局行事

令和２年８月期

16 15 13 10

９・

（コミック・文庫除く）

25

20

９月
４日・社会文化部会正副部会長会議
８日・中小企業相談所長会議（津）
９日・県連専務理事会議（津）
日・医療セミナー
日・ 東海ブロック商工会議所青年部連合会会員総会（ｗｅｂ）
日～ 日
・新型コロナウイルス感染症対応のための経営相談
・体制強化事業：個別無料相談会
日・記帳継続指導相談会
日・令和２年度「中小企業支援機関等連携会議」（津）
日・日商第１３１回通常会員総会（オンライン）
日・日本商工連盟２０２０特別セミナー（オンライン）
・県連知事要望
日・３級簿記検定試験対策講座
日・異業種交流懇談会

ベストセラー紹介

月
２日・３級簿記検定試験対策講座
６日・３級簿記検定試験対策講座
９日・３級簿記検定試験対策講座
日～ 日・伊賀上野灯りと忍びの城下町
日・３級簿記検定試験対策講座
日・伊賀税務連絡協議会
日・第 回三重大連携フィールド運営委員会
・３級簿記検定試験対策講座
日・３級簿記検定試験対策講座
・行政と交通運輸部会員との懇談会
・県連専務理事会議（津）
日〜 日・上野天神祭ダンジリ行事
日・第２２０回珠算能力検定試験
日・異業種交流懇談会
日・３級簿記検定試験対策講座
・社会文化部会視察研修

社会保険相談会

日
日

16 18

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

９月２日・
月７日・

毎月第１水曜日と第３金曜日

令和２年８月より予約制になりました。必ずお電
話にてご予約の上、お越しください。
※社会保険相談は午前 時〜午後３時までです。
※コロナウイルス感染症拡大の影響により、相談
会が中止になる場合がございますので、事前に
お問い合わせ下さい。
予約・お問合せ先 津年金事務所お客様相談室
☎０５９―２２８―９１１２
（音声案内①番を選択し②番を再選択）
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