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令和３年度の政策・予算に関する三重県知事への要望

三重県商工会議所連合会

三重県商工会議所連合会（会長 種橋潤治）は、
令和２年９月18日（金）三重県へ令和３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商工会議所の会頭・副会頭、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11名が出席し、種橋会長が鈴木知事に要望書を手渡しました。

▲鈴木知事へ要望書を手渡す種橋会長

種橋会長は、挨拶の中で「新型コロナウイルスの影響を受けている事業者の事業と雇用を守る
こと、新しい価値観やライフスタイルに対応する対策支援や地域経済の活性化の取り組みが重要
であり、今後は、地方創生を進める為には、IoT・AI等を活用したDX 化の推進が必要である。併
せて社会基盤整備、さらにはリニア中央新幹線三重・奈良ルートの早期開通、首都圏一極集中の
解消、移住・地方移転の取り組みを進めることが必要である」と述べ、その後、吉仲専務理事か
ら要望概要を説明し、出席の会頭・副会頭からそれぞれ地域課題等、提言・要望を発言しました。
鈴木知事は概要及び各会議所の発言に対し時間を掛け、きめ細かなコメントを述べられました。

▲挨拶をする種橋会長
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▲鈴木知事への提言・要望活動の様子

上野商工会議所からは、下記の内容で令和３年度政策・予算
知事へ要望活動をいたしました。
地域内道路の整備と、関西地域との交流促進を視野に入れた交通インフラ整備について
①館内道路整備の推進
◦国道368号線（上野・名張間）の早期４車線化による渋滞緩和及び安全確保
◦名神名阪連絡道路（高規格道路）の推進（重要物流道路の指定）
◦県道上野名張線バイパス道路の早期完成
②JR線の電化促進等
◦JR関西本線（柘植駅・伊賀上野駅間）の電化促進、並びにIC化による利便性向上を図られたい
◦伊賀鉄道とJR関西線の乗り入れ検討
③防災対策の推進
◦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直轄河川事業の推進

“市駅前NTTビル壁面に忍者モニュメントを”
９月25日（金）当所田山会頭・中井副会頭・尾登専務理事・伊賀上野観光協会廣澤会長が、岡本
伊賀市長を訪問し、地方創生の一環として、観光誘客に向け、NTT西日本伊賀上野ビルの壁面に
忍者をかたどったモニュメントの設置について要望書を提出いたしました。田山会頭は、「忍者の
まちとして優れたランドマークになり認知度を盛り上げられる」と提案しました。

▲市長へ要望書提出

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

▲モニュメントイメージ

三重県伊賀市小田町743-2

パワーさん

ぎゅーとらさん
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会議所の動き
第34回2020年度電話応対コンクール三重県大会を開催 ９月18日㈮
ユーザ協会三重支部の主催で開催されました、今年の三
重県大会は、感染症拡大防止のためWEBオンラインによ
るLIVE配信での競技となりました。
19事業所39名が参加され、最優秀者は佐川急便㈱四日市
営業所の鹿内梓様でした。おめでとうございます。
当所も新入職員１名が参加しましたが、残念ながら入賞
することができませんでしたが、僅差の結果だと聞いてお
ります。また、来年再チャレンジして頑張っていただきた
いと思います。
今年のテーマ「“聴く力” “察する力” で通じ合える説明を」

表彰式の様子

３級簿記検定試験対策講座開催（９月25日〜10月27日 全８日間）

受講の様子

11月15日（日）第156回簿記検定試験に向けて毎年開催し
ております、簿記対策講座を税理士の鈴木陽介様を講師に
迎え13名の方が受講しました。
簿記は、企業の経営活動を会計の側面から理解すること
ができるようになります。
例えば、簿記の知識を持って財務諸表を見れば、企業活
動を把握し、投資判断や事業・経営の在り方を考える事が
できます。是非頑張って合格していただきたいと願ってい
ます。

女性会だより 三重県商工会議所女性会連合会 会長会議（オンライン開催）に参加
県女連会長会議がオンラインにて開催され、町野会
長が出席いたしました。今年度は、６月の第１回県女連
理事会が書面決議にて行われたため、オンライン上で
はありますが、
今年度初めての顔合わせとなりました。
協議事項といたしましては、今年度県女連総会と第
２回県女連理事会の開催についてでした。コロナウィ
ルスの終息時期が見えないなか、感染拡大防止と会員
のみなさまの健康と安全を第一に考え、総会について
は書面決議にて年内に実施し、理事会については情勢
をみて担当会様に開催方法を判断いただき、３月に実
施することに決定いたしました。
その後、近況報告として各単会より今年度の事業活
動や地域情勢について報告を行い、情報交換を図りま
した。コロナ禍の中で、例年通り事業を実施すること

が難しくなっておりますが、各単会で女性会としてで
きることを模索し、工夫しながら活動されている様子
をお聞きし、とても参考になりました。
今回、女性会とっては初めてのオンライン会議とな
りましたが、担当の桑名会様のおかげでスムーズに進
行していただき、オンラ
イン上ではありますが皆
様とお話しでき、大変有
意義な時間となりまし
た。コロナウィルスが１
日も早く終息し、県下の
女性会が賑やかに集える
日がまいりますことを心
オンライン会議での様子
より願っております。

青年部だより 青年部９月定例役員会ＺＯＯＭ開催
８月役員会に引き続き、会長、司会、事務局の３人
以外は会場には
来ず、ZOOMで
の役員会を開催
しました。
今回は今年度
初めて開催する
10月例会「経済
ZOOM会議での様子
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９月16日㈬

９月16日㈬

人としてスキルアップ！～個人資産編～」が承認され
ました。久方ぶりに会員同士が集えることに期待と若
干の不安もございますが、コロナ対策をしつつZOOM
を併用したハイブリッド例会で、工夫をしながら活動
を続けていきたいと存じます。
また11月例会の企画も上程され、このまま自粛する
ことなく従来の活動ができることを願い、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。

【掲載事業所募集】
『企業マッチング伝言板』を開設します！
上野商工会議所では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、原材料の調達や製
品の供給等取引先探しや労働力の過不足等でお困りの会員企業の皆様を支援するため、
上野商工会議所ホームページ内に『企業マッチング伝言板』を開設いたします。
申込いただいた案件については、新たに設置します特設ページに掲載し情報周知を図
ることで、取引機会等を希望される企業間のマッチングに繋げることを目指します。貴
社の課題解決に、商工会議所のネットワークを是非ともご活用ください。

☆新規の取引（B to B）を希望する企業の皆様より、情報を募集します！（掲載無料！）
ご

利

用

方

法

①掲載申込【随時受付】
⇒「掲載申込書」
（当所ホームページよりダウンロードできます）に必要事項記入の上、FAXまたはメー
ルにてお送りください。
≪掲載内容例≫
⑴ 【売りたい】
「○○の受注ができます」
「○○の製品を購入していただける所を募集しています」等、自社の製品、サー
ビスの新規取引先の募集。
⑵ 【買いたい】
「○○を仕入れたい」
「○○をして頂ける企業様を探しています」等、資材、商材の調達募集、加工、
業務委託の外注先の募集。
⑶ 【その他】
「人手不足のため、他社より余剰人員を一時的に派遣してもらえないか」「従業員の雇用維持が困難と
なり、出向の受入れ先を探している」等、雇用関係の相談等の売買契約以外に関する取引先の募集。
②情報掲載【令和２年11 月～】
⇒当所ホームページ内『伝言板』に情報掲載（事業所名を非公開にて掲載することも可能です）。この他、
毎月発行の会報『上野商工会議所ニュース』内でも、新着情報を随時紹介いたします。
③商談
⇒商談を希望する企業は、掲載企業の担当者まで直接お問い合わせいただく形になります。（事業所名非
公開の場合は、当所にて取次ぎさせていただきます。）
それ以降の取引の内容につきまして、当所は関知致しませんのでご了承ください。

お問い合わせ

上野商工会議所（担当：小松）☎︎ 21-0527

令和２年分 年末調整等説明会開催中止のお知らせ

上野税務署

税務行政につきましては、日頃からご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び参加される皆様の安全を考慮し、例年実施していました年末調整等説明
会につきましては開催を中止することとしました。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、年末調整に関する各種情報については、国税庁ホームページに「年末調整特集ページ」を近日公開予定です。

アクサ生命は、
商工会議所と協力し、
会員事業所の各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、
退職金制度、
リスク対策や事業承継など）を共済制度／福祉制度でサポー卜しています。
アクサ生命保険株式会社 四日市支社 津営業所上野分室
〒���-���� 伊賀市上野丸之内��� ハイトピア伊賀�F TEL ����-��-���� FAX ����-��-����
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伊賀市在住の方なら１人様５冊まで購入可能です。１，０００円券で８枚つづり１冊（８，０００円分）を
５，０００円で販売。 1セットに共通券５枚、専用券３枚が綴られています。
共通券は取扱店の中小商店、飲食店等・大型店 全店で利用できます。
専用券は取扱店の中小商店・飲食店等でのみ利用できます。

往復はがきに商品券
申込冊数と必要
事項を記入

申 込
受付期間

10月31日(土)
までにポストへ
(消印有効)

２次募集〆切は

当選者へ
購入券を発送
(11月下旬頃)

１２月１日(火)から１２月１８日(金)
の期間で下記販売場所１８ヵ所にて商
品券を購入
(購入券をお持ちください)

令 和 １０月５日 (月)か ら
２ 年 １０月３１日(土)まで に応募

※申込は往復はがきでの予約のみとなります。
※１人１通のみの応募に限ります。 （２通目以上は無効となります）

商品券
販売期間

令和
２年

１２月１日(火)から１２月１８日(金)まで

※購入期限を過ぎると無効となります。
※商品券販売場所： 上野商工会議所・伊賀市商工会・伊賀上野観光協会・北伊勢上野信用金庫・三重銀行
※購入券と商品券代金をお持ちください。

商品券は令和３年２月２８日(日)までご利用できます。
※有効期限を過ぎると商品券は使えなくなります。

●
この店のみで利用可能

上

上

平

1

伊

どちらの店でも利用可能

三

※お
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※詳

【申 込 資 格】

伊賀市在住の方に限ります。 ※１次募集ですでに購入された方でも今回申し込み出来ます。

【申 込 締 切】

令和２年１０月３１日（土） 当日消印有効

【申 込 方 法】

黒のボールペンを使用し、往復はがきに ①購入希望冊数（１人につき上限５冊） ②郵便番号 ③住所
④氏名 ⑤電話番号 ⑥商品券購入希望場所（下記販売場所１８ヵ所のうち１ヵ所） を記入。
※往復はがき１枚に、ご家族複数の名前をご記入された場合は無効となります。

【宛

先】

【購 入 通 知】

〒５１８－０８７３ 伊賀市上野丸之内５００上野商工会議所

伊賀市プレミアム付商品券事業実行委員会

応募者多数の場合は抽選となり、応募者全員に当落および希望購入冊数の減冊などの結果を１１月下旬頃に
お知らせします。 当選した方には「購入券」をお送りいたします。 購入期間終了後、余剰が生じた場合、減冊な
どした方の中から抽選の上「購入券」をお送りいたします。 「購入券」の再発行はできません。
「購入券」の発送は１１月下旬頃を予定しています。
※抽選の当落等についてのお問合せにはお答えできません。

【発

行

数】

約３０,０００冊

【ご

注

意】

申込期間以外での応募、郵便往復はがき以外での申込、記入漏れがある場合は申込の取り扱い不可とさせてい
ただきます。 （１人で２通以上の応募があった場合は、１通目以外は無効となります。）

【商品券の利用方法】

商品券１セットには取扱店全店で利用できる「共通券」が５枚、取扱店の中小商店・飲食店等のみで利用できる
「専用券」３枚が綴られています。 商品券の利用にあたっては取扱店一覧表や、取扱店ポスターを貼っているお
店をご確認のうえ利用ください。

【利用できないもの】

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切と認めないもの。
※商品券はおつりはでません。
詳しくはホームページ http://iga-ueno.or.jp/premium をご覧ください。

往信(表面)

返信(裏面)

商
品
券
事
業
実
行
委
員
会

伊
賀
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付

上伊
野賀
商市
工上
会野
議丸
所之
内
５
０
０

宛

記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

※

〒５１８-０８７３

返信(表面)
〒郵便番号

こ
の
面
に
は
何
も

あ
な
た
の
氏
名

あ
な
た
の
住
所

往信(裏面)
【個人情報の取扱いについて】

１．購入希望冊数

予約時にご記入いただいた個人情報につ

(1人につき上限５冊)

きましては、抽選・返信はがきの発送や個

２．郵便番号

人を特定しない統計情報に利用させていた

３．あなたの住所

だき、他には一切利用いたしません。

４．あなたの氏名

また、法令などにより開示を求められた場

５あなたの電話番号
６．商品券購入希望場所

様

合を除き、お客様の同意なしに第三者に開
示・提供することはございません。
気になる方は個人情報保護シールを貼付
の上、送付ください。

※必ず希望された場所での購入しかできませんのでご注意ください。

●商品券販売場所／時間
上野商工会議所

伊賀市商工会 本所

伊賀市商工会 阿山支所

伊賀市商工会 大山田支所

伊賀市商工会 島ヶ原支所

上野丸之内500

下柘植723-1

馬場1128-4

平田950-1

島ヶ原4743

平日・土曜 9:00～16:00

平日・土曜 9:00～16:00

平日 9:00～16:00

平日 9:00～16:00

月・水・金 9:00～16:00

伊賀市商工会 青山支所

伊賀上野観光協会

阿保570-1

上野丸之内122-4

北伊勢上野信用金庫
上野営業部

北伊勢上野信用金庫
山田支店

北伊勢上野信用金庫
青山支店

平日・土曜 9:00～16:00

平日･土日祝 9:00～16:00

上野丸之内38-4
平日 9:00～15:00

平田950-1
平日 9:00～15:00

阿保587-8
平日 9:00～15:00

北伊勢上野信用金庫
緑ヶ丘支店

北伊勢上野信用金庫
緑ヶ丘支店ゆめが丘出張所

北伊勢上野信用金庫
城北支店

北伊勢上野信用金庫
阿山町支店

北伊勢上野信用金庫
みなみ支店

緑ヶ丘本町1626-1
平日 9:00～15:00

ゆめが丘三丁目1-7
平日 9:00～15:00

平野北谷476-1
平日 9:00～15:00

馬場1120-1
平日 9:00～15:00

上野茅町2725-1
平日 9:00～15:00

三重銀行 伊賀新堂支店

三重銀行 伊賀支店

三重銀行 島ヶ原支店

新堂46-1

上野寺町1167-4

島ヶ原5890

平日 9:00～15:00

平日 9:00～15:00

平日 9:00～15:00

12月6日 (日) 9:00～16:00

※お問合せ： 伊賀市プレミアム付商品券実行委員会 上野商工会議所（TEL： 0595-21-0527） 伊賀市商工会（TEL： 0595-45-2210）
※詳しくは、伊賀市プレミアム付商品券ホームページをご覧ください。
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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。

ご存じですか？ 労働保険事務組合
安価な手数料で煩雑な労働保険事務を代行します

当所労働保険事務組 ☎21-0527

伊賀労働基準監督署 ☎21-0802

伊賀公共職業安定所 ☎21-3221

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10月に法定台帳を送付致しますので、
記載事項をご確認頂き、訂正がありましたら朱書きで訂正の上、返信用封筒でご返送下さい。訂正がない場合は
そのまま、
返信用封筒またはFAXにてご返送下さい。11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
8｜上野商工会議所ニュース 2020.10.5

伊賀連携フィールド2020年度
2020年度前期市民講座第５回「石川五右衛門について知っておくべきいくつかのこと」８月22日㈯配信
「石川五右衛門について知っておくべきいくつかのこと」要旨
三重大学人文学部教授 吉丸雄哉
石川五右衛門は『言経卿記』や『日本王国記』の
記録から実在の盗賊だったとわかるが、これらに
『慶長見聞集』
『豊臣秀吉譜』を加えた以外の記録は
基本的に伝説とみたほうがよい。18世紀前半までの
石川五右衛門は小説では残忍な盗賊であり、演劇で
は釜煎りをクライマックスとする親子の恩愛を描い
た作品に登場する盗賊である。忍術をつかう設定は
なかった。石川五右衛門が忍者として描かれるよう
になったのは18世紀中頃以降に成立した実録体小説
『賊禁秘誠談』からだろう。18世紀中頃以降、演劇
で魔法的な忍術をつかい天下国家の転覆をはかる大
悪人として石川五右衛門は描かれるようになる。
『金
門五山桐』
（1778のちに『楼門五三桐』）
『木下蔭狭間
合戦』
（1794）
『艶競石川染』
（1796）を経て演劇にお
ける石川五右衛門の外見および性格が確立した。現

在ではそれらの作品をとりあわ
せた『増補双級巴』（1861初
演）が上演されている。小説
では『賊禁秘誠談』とならん
で『絵本太閤記』
（1797-1802）
が石川五右衛門像の確立に果たした役割が大きい。
石川五右衛門が文芸や演劇のなかで、悪人ながらも
スケールが大きく、悪の華とでもいうべき魅力の持
ち主として描かれるようになった。近代に入ってか
らも盗賊あるいは悪の忍者として文芸や演劇・映画
に登場するが、檀一雄『石川五右衛門』や村山知義
『忍びの者』のように江戸時代よりも等身大の人間とし
て五右衛門を描いた作品が多くなった。近年でも和田
竜『忍びの国』
（2008）や映画『GOEMON』
（2009）、
テレビ時代劇『石川五右衛門』
（2016）といった五右
衛門の活躍するさまざまな作品が作られており、五右
衛門像はこれからも更新され成長していくと思われる。

三重大学国際忍者研究センターだより
三重大学国際忍者研究センターの高尾善希です。今
年の三重大学の前期講義は、新型コロナウイルス感染
症流行のため、基本的にオンライン講義となりました。
私の講義もオンライン講義でした。最初は「そんなこと
ができるだろうか」と心配でした。なによりも、受信
者である学生さんたちのネット環境に頼るしくみである
ことが問題です。いまの時代、電話ならば誰しもが所
持しているでしょう。しかし、ネット環境は、お宅によっ
てまちまちです。大学入学当時「勉学にはネット環境が
必要です」とは学生側に伝えていないわけですから、
最初の契約と違うことを要求されて、学生側が不満を
もつのではないかと考えました。不満をもつ学生さん

27の巻

もいらっしゃるでしょう。私の息子は
東京都内の大学に通う１年生で、せっ
かくの大学生活を奪われ、不満をもっ
ています。
ただ、三重大学でアンケートをとる
と、
「オンラインもよい」という意見も多く意外でした。
また、私の講義の場合、私に気を使って、講義の進行
を助けて下さる学生さんもいました。コロナ禍は「禍」
（わざわい）であることには違いありませんが、遠方か
らの通学を予定していた学生さんにとって、オンライン
講義は便利ですし、対人関係が苦手という方はオンラ
イン講義の方が楽という見解もあるようです。

業務部

059−354−9971
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会員 ひろば
伊賀焼の店土味

掲載事業所募集中！
！
あなたの会社やお店をPR致します！
！

三重県伊賀市上野丸ノ内117 TEL 0595-23-2162
土曜日、日曜日11時〜5時開店 今年中は平日は要予約とさせていただきます。

昨年創業60周年を迎えた伊賀焼の店土味です。伊賀焼窯元直営店として開店し現在お城の麓蛇池の畔にあります。
元は谷本光生の作品を展示即売していましたが、その後谷本洋の伊賀焼を中心に展示しています。お店にギャラ
リースペースを設け企画展も開催しています。
このコロナの影響で、お店を長期間閉めていましたが、10月中旬リニューアルオープンすることとなりました。
伊賀焼に加えて以前のギャラリースペースに曼陀羅を約50点、さらに室町時代から江戸時代までの古陶を随時展
示する予定です。器、花器、茶道具も展示即売させていただきます。
先日伊賀米の新米を伊賀焼のお茶碗で食べたいのでととてもうれしいお客様。そんな地元の皆様に
もぜひ御来店いただきたく思います。よろしくお願い申し上げます。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和２年８月末会員数

組織率

2,618件

1,457件（特別会員93件）

52.1%

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

中小企業相談所相談支援課 経営指導員の福永です。主な担当業
務は、経営に関する各種ご相談窓口、金融理財部会、女性会、各種
調査関係、労務関係、貿易証明関係、中小機構共済関係、当所中小
会計業務等です。
唯一の女性指導員として、皆様に相談していただきやすいような
あたたかな雰囲気のある経営相談窓口をつくっていきたいと思って
おります。経営上でお困りのこと等ございましたら、いつでもお気
軽にご相談ください。今後共どうぞよろしくお願いいたします。

職員紹介コーナー
経営指導員

福永

裕美

＜生命共済制度＞ 令和元年度配当金お支払いについて
令和元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。
◎令和元年度利益配当金額（令和元年７月１日～令和２年６月30日）
配

15歳~60歳（男女同一）

１，４８０円

３，３０５円

61歳~65歳男性

２，３９０円

７，２０２円

61歳~65歳女性

１，７４４円

４，５１３円

66歳~70歳男性

３，０８７円

１０，１０４円

66歳~70歳女性

１，９９４円

５，５５４円

71歳男性

３，６８１円

１２，５７８円

71歳女性

２，３７９円

７，１５７円

退職慰労金準備の充実を図って頂

72歳男性

３，９２１円

１３，５７７円

くことを目的として、９月15日～

72歳女性

２，５３３円

７，７９８円

73歳男性

４，２７２円

１５，０３８円

73歳女性

２，７２５円

８，５９７円

74歳男性

４，６５４円

１６，６２９円

74歳女性

２，９３１円

９，４５５円

75歳男性

５，０７６円

１８，３８６円

75歳女性

３，１５０円

１０，３６７円

険

年

齢

（Ａコース

当

金

商工会議所福祉制度
『顧客・会員事業所フォロー
アップ月間』のお知らせ

月額掛金

保

会員事業所フォローアップ月間と
して、会員事 業 所そして経 営者・
従業員の皆さまへ『寄り添い』全力
でサポートさせていただきます。
会員の皆様の福祉厚生制度及び

11月30日まで実施しております。
「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
準備の他、入院・介護・老後に備
えた様々な保証ニーズにお応えす
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

普通死亡保険金100万円当り）

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19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。

務

故の債

害事
重い加

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
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特集

上野天神祭

コロナに負けるな！新たな発想で盛り返す

新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、新たな発想
で経営に取り組む企業・事業所様がいらっしゃると思います。
当所では、市場の変化を察知し、ニーズを的確に掴み新分
野・新製品開発に取り組む事例を紹介します。是非ご連絡く
ださい。お待ちしております。

各町でだんじり展示
巡行や鬼行列は中止
新型コロナウイルスの感染拡
大の影響で2020年の10月に予定
しておりました上野天神祭のダ
ンジリ行事は縮小、巡行や鬼行

会員登録情報について

列は中止となりました。
10月24日、25日の両日、本町

ご変更がありましたらご一報ください
社名・支店名などの事業所名の変更や事業所又は事務所の
移転による住所の変更、代表者または支店長の変更が生じま
した際には、総務までご連絡をお願いします。
お問合せ 上野商工会議所 総務課 ☎︎21-0527

11

27 26 26 25 24
30

②
③
④
⑤

無駄花
（中

真大・講談社・1,500円＋税）

少年と犬
（馳

星周・文藝春秋・1,600円＋税）

HARUMA MIURA Documentary PHOTO BOOK 2019‑2020
（三浦春馬・ワニブックス・4,800円＋税）

コロナ論
（小林よしのり・扶桑社・1,200円＋税）

人は話し方が9割
（永松茂久・すばる舎・1,400円＋税）
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今月のおすすめの１冊
中真大著

『無駄花』
講談社

定価1,500円+税

著者の中真大さんは伊賀市出身、29歳の若者です。
初めて書いて応募したというこの小説が、講談社小説
現代長編小説新人賞奨励賞。鮮烈なデビューを飾りま
した。
ある死刑囚の手記という、結末が最初から提示され
ているものの、結末に向かって一気に読ませてしまお
うとするそのチカラ。なぜこれほど書けるのか、ただ
ただ感動的ですらあります。
作品から見えてくる環境や風景は、
これは伊賀やな、
とか、関西弁とちごて伊賀弁やな、とか、
伊賀の人ならそれとわかる感覚もまた、読
む意欲を更に掻き立ててくれるのです。
伊賀からまた新たな作家が誕生しました。
皆さま、応援よろしくお願いいたします。
（※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

①

提供 岡森書店 白鳳店

25

10

16 15 14 13 10

10

（コミック・文庫除く）
令和２年９月期

20

・

24 17 15 13

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
７日・青年部ＯＢ会役員会
・ 県女連総会・桑名女性部 周年記念式典（桑名）延期
８日・正副会頭会議
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・青年部例会
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
日・第２２０回珠算能力検定試験
日・異業種交流懇談会
日～ 日・ＷＥＢ版合同就職セミナー
日・３級簿記検定試験対策講座

ベストセラー紹介

月
２日・ＷＥＢ版合同就職セミナー
日・記帳継続指導相談会
日・第１５６回簿記検定試験
日・県連専務理事会議（津）
日・異業種交流懇談会

社会保険相談会

月７日・ 日
月４日・ 日

20 16

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

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）
10

11 10

と二之町、三之町の三筋町で、
だんじりや鬼面の展示が見られ
ます。

