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株式会社菊野商店
本社：伊賀市上野農人町459番地
TEL 0595‑21‑0510 FAX 0595‑23‑5074
全酒類卸部：伊賀市服部町２丁目４番地
明治41年（1908年）に分家創業。＜屋号は「平源」を踏襲＞
伊賀街道沿い上野農人町に本社を置く酒類卸売・小売業者。
伊賀酒（伊賀市・名張市）の全蔵元をはじめ、地元産ワイン、
ビール類等も直接取引にて幅広く取り扱う。蔵元との信頼関係
を基に手掛けるプライベートブランド商品も数多く持つ。また、
アサヒビール・サントリー酒類の特約店でもある。
令和元年に開設された伊賀ブランドのECサイト「IGAMONO
オンラインストア」ではセンター業務を担っている。
令和２年にはテイスティングカウンターを本社内に新設。定期
イベントや試飲会などの本格活用を計画している。

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。
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2021年新年賀詞交歓会
「夢に向かって素晴らしい伊賀市の幕開け」
コロナ禍の中で開催
上野商工会議所新年賀詞交歓会を１月５日
（火）、ヒルホテルサンピア伊賀で開催しました。
新型コロナウイルス感染症が収束しない中、ソーシャルディスタンスの確保など適切な感染防止対策を行い、
例年より少人数で地元の政財界関係者、当所役員・議員、会員事業所など130名の皆様とともに新年を祝いました。
田山会頭は冒頭の挨拶で、コロナ禍に対し「事業と雇用の継続が最重要課題」と強調しました。
一方で地方経済活性化のために、「今やらなくてはいけないこともある」と述べ、「市役所が移転し、旧庁舎の
あった中心市街地がなんの進展もなく過ぎてきたが、急転直下で進むことが決まったとの話に嬉しい印象を持っ
た」と述べ、
「開かれた図書館や観光物産機能などを是非つくっていただき、まちづくりに生かしてほしい」と
力を込め要望しました。
引き続き、中川正春衆議院議員からご祝辞をいただき、その後、岡本栄市長が挨拶され、
「特に気がかりはコロ
ナだが、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」と述べました。
続いて、森野真治三重県議会議員・近森正利伊賀市議会議長からもご祝辞をいただき、ご出席された皆様各々
で新年の挨拶が交わされ、新年賀詞交歓会が終了いたしました。

田山会頭の挨拶

中川衆議院議員
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会場の様子

岡本伊賀市長

森野三重県議会議員

近森伊賀市議会議長

令和２年度

伊賀上野灯りと忍びの城下町フォトコンテスト
10月10・11日に開催の「伊賀上野灯りと忍びの城
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縮小となったものの、フォ
トコンテストでは58作品のご応募をいただきました。
コロナ禍でのイベントとして3団体合同で開催し、
「伊賀上野灯りの城下町賞」「お城のまわりライトアッ
プ賞」「NINJAフェスタ賞」をご用意させて頂きまし
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送られました。ご応募いただ
いた皆さま、誠にありがとうございました。

グランプリ

準グランプリ

「灯りの展覧会」 長沼

壮一

様

灯りの城下町賞

「町灯る秋風の夜」 山崎

弘一

「竹灯りが導く楼門」 花川

お城のまわり賞

様

「壮観」 宮田

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

彰士

雅人

様

NINJAフェスタ賞

様

「幻想世界の忍び」 神戸

晴香

様

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
2020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～ 令和２年12月20日㈰
2020年全国そろばんコンクール（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、今回も新型
コロナウイス感染症の拡大を
防止するため、会場を分散し、
金賞１位（小２・小３・小５・中１・中２）
日本珠算連盟上野支部会員の
各塾・教室において開催しま
した。コンクールでは、小学１
年生以下の部から一般の部ま
での119名が参加し、全国一を
金賞１位 金賞１位 金賞１位
（小１） （小４） （小６） 目指して大いに健闘しました。
工業部会 「社員研修会」開催

今回の上野地区最高得点者は、６年連
続の上野高等学校３年生 福永沙梨菜さ
んでした。おめでとうございます。
～各部門金賞1位のみなさん～
最高得点者賞
☆小学校１年生以下の部 猪田 彩月さん
☆小学校２年生の部
辻本 詩乃さん
☆小学校３年生の部
西山 誠剛さん
☆小学校４年生の部
藤本 桃百さん
☆小学校５年生の部
西山 紗菜さん
☆小学校６年生の部
西村 聡旭さん
☆中学１年生の部
田尾 泉澄さん
☆中学２年生の部
山本陽菜乃さん
☆高校・一般の部
福永沙梨菜さん（全国入賞９回）

令和３年１月22日㈮

当所工業部会の主催により、職場における新型コロ
ナウイルス対策について学ぶ「社員研修会」をヒルホ
テルサンピア伊賀にて開催致しました。
『withコロナ
時代の職場環境を考えよう』をテーマに、講師として
社会医療法人畿内会 岡波総合病院の看護部長 松島由
実様をお迎えしました。本研修会は、Zoomを活用し
たWEB同時配信によるハイブリッド開催という形を
とり、約40名の方にご参加いただきました。
医療現場の最前線に携わる方の目線から、新型コロ

ナウイルスに関する正し
い知識や、感染対策にお
いて注意すべきポイント
などについて詳しく解説
いただき、社員一人一人
講師の説明
の心掛けは勿論のこと、組織一体となって対策作りに
取り組む事の重要性を改めて認識することができまし
た。職場内での感染防止対策の一層の強化に向けて、
大変有意義な研修会となりました。

新春講演会 令和３年１月23日㈯
当所商業部会・
（公財）
日本電信電話ユーザ協会との
共催で上野フレックスホテルに於いて新春講演会を開
催しました。コロナ禍の感染症拡大防止にも配慮しな
がら今年は、昭和大学総長の坂東眞理子様をお迎え
し、
「錆びない生き方」と題してご講演をいただきま
した。よく笑う、幸せの量を増やす、自分の人生を受

け入れる、今あるお金で
豊かに暮らす、自分も周
囲も明るくすると毎日が
楽しくいきていけると締
講演の様子
めくくられました。当日は、約130名の企業や一般市
民の方々にご参加いただき無事終わることができました。

【日商簿記検定試験（２級・３級）
】のネット試験方式について
日本商工会議所・各地商工会議所は、この度、日商簿記検
定試験の２級と３級について、年３回（６月、11月、2月）
の統一試験日にペーパーで行う従来の試験方式（統一試験方
式）に加えて、随時施行が可能なネット試験方式（CBT方式）
による試験を実施決定いたしましたので、お知らせします。
詳細については、商工会議所検定ホームページを通じて、
逐次情報を提供してまいります。
施行開始 2020年12月開始
※
試験会場 商工会議所が認定した全国の「テストセンター」
で実施（自宅受験不可）
※テストセンター一覧は検定ホームページ等で公開

受験申込方法 「テストセンター」の全国統一申込サイトから申込
（受験料・申込手数料はクレジットカード・コンビニ払い）
試験方式 ①申込みをした試験日時、会場で受験
②受験者ごとに異なる試験問題をパソコンに配
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信、受験者はパソコン上で解答を入力（計算用
紙１枚配布。試験終了後回収）
③試験終了後、試験システムにより自動採点、合
否判定
④合格者にはデジタル合格証を即日交付
試 験 日 「テストセンター」が定める日時で随時実施
試験時間 ２級：90分 ３級：60分（現行統一試験方式120分）
出題範囲 現行出題区分表を適用。出題形式は若干の変更を予定
受 験 料 ２級：4,720円 ３級：2,850円
（統一試験方式と同額）
そ の 他 2021年からの統一試験方式は、ネット試験方式と
同じ試験時間、出題範囲・出題形式で実施
⃝2021年度２月28日に施行の第157回試験（統一試験）にお
いて、当初から施行実施であった２級、３級とあわせて、
１級の試験を施行
商工会議所検定ホームページ https://www.kentei.ne.jp

女性会だより フラワーアレンジメント教室を開催

令和２年12月28日㈪

女性会親睦事業として「フラワーアレンジメント教
室」を開催しました。
フラワーブティックこさかの佐藤直美さんを講師に
おむかえし、お正月用のフラワーアレンジを教えてい
ただきました。コロナ禍において、女性会の事業も活
動自粛が続いている中、せめて新年に華やかにお花を
飾ってご家族で心豊かに一年を迎えていただきたいと
いう思いから、感染拡大防止対策を講じ久々に集いま
した。

先生より１本１本のお花について丁寧に説明してい
ただきながら、アレンジを順序良く仕上げていきまし
た。皆が同じ花材を使っていながら、それぞれ個性の
感じられるお正月用の素敵な作品が出来上がりまし
た。短時間ではありましたが、皆の顔を見ながら同じ
作業を楽しんで行い、心が温かく満たされる時間を過
ごすことができました。
講師のフラワーブティックこさか様、年末のお忙しい中
ご参加くださいました皆様ありがとうございました。

お正月用アレンジ花を前に参加者集合

お正月用アレンジ花を生ける様子

青年部だより 12月例会「『カラダとココロを柔らかく』～元気になるヨガ体験～」開催
ハイトピア伊賀にて、ヨガインストラクター石橋ゆ
かり氏をお招きし、12月例会「『カラダとココロを柔
らかく』～元気になるヨガ体験～」を開催しました。
昨今のコロナ禍において環境の変化に対応するべく
知らず知らずの内に心身ともに疲労が蓄積されている
事にも気付き、いかに普段の活動の中で身体と心の健
康・柔軟性が必要であるかの大切さが学べました。
今後も社会情勢等、様々な変化に対応していく為、
カラダとココロを柔らかく、心技体それぞれ柔軟性を
持って前向きに活動していきたいと思います。

心身ともにリフレッシュ

青年部だより １月例会「令和３年上野商工会議所青年部新年会」開催
青年部１月例会「令和３年上野商工会議所青年部新
年会」を開催しました。来賓として田山会頭をはじめ
とする親会役員の皆様、また藤室青年部OB会々長に
ご参加頂き新型コロナウイルス感染予防対策を十分に
行いながらの新年会となりました。そして青年部関係
者の飲食店に持ち帰り弁当をご用意して頂きました。
会頭やOB会長からのお言葉を頂くことで、コロナ禍
の状況を乗り越え今後の伊賀市の発展には、我々若手
世代の創意工夫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。

令和２年12月９日㈬

令和３年１月14日㈭

西出会長挨拶
上野商工会議所ニュース

2021.2.5｜5

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！
！
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相談はいつでもどこでも…
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伊賀連携フィールド2020年度
2020年度後期市民講座第２回「紀州徳川の忍術二流―名取流と橋爪流―」11月28日㈯配信
「紀州徳川の忍術二流―名取流と橋爪流―」要旨
国際忍者学会会長 中島篤巳
橋爪流軍学の伝書が『合武伝法急勌（ごうぶでん
ぽうきゅうけん）』、その忍術巻が『合武伝法急勌嗅
物見（かぎものみ）法』であることを明らかにした。
橋爪流が合武流と呼ばれる所以であり、さらに村上
水軍の「合武三島流」に合武流が伝わった事実も示
した。橋爪流は橋爪惟成が父の残した伝書を解読し
て中興したとされるが、橋爪廻新斉惟敬（伯父？）
が惟成就任の二十三年前に紀州藩「兵家」に就いて
おり、中興は惟成と惟敬の共同作業である可能性も
述べた。
名取流も甲州流系であり、甲州流伝書の図・「胴
の火」が名取三十郎正武の『正忍記』の「胴の火」
に一致することなどから、名取流が甲州流から分派
した具体例な証拠を示した。名取流軍学は皆伝許証
の伝系では「名取氏兵法」であり、紀州名取流初代・

名取正澄（正豊四男）から宗家筋以外の弟子・小野
木秀辰にも皆伝印綬され、これが分派として『軍髄
応童記』を残したことを示した。名取流は新楠流と
も呼ばれるが、根拠が初代藩主・頼宣の命名という
から、名取流はその時点で消滅して新楠流となるべ
き点に触れ、流名・新楠流の問題点を述べた。
『正
忍記』写本の一つに「楠流軍学秘書より盗写した
云々」とあることから、『正忍記』は名取流から分
かれて楠木正成に仮託した「楠流軍学」の忍術部門
である点はこれまでに述べた通りである。

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。世間には「あ
るあるネタ」というのがありますね。今回は忍者、忍
術に関するかなりマニアックな「あるあるネタ」をご紹
介します。絶対に共感はされないと思います。もし共
感できるなら、かなり忍者に精通しています。ではそ
の「忍者あるある」ですが、
「やたらと楠と義経の名
前を出す」です。はい、何のこっちゃ分からないでしょ
う？「楠」は楠木正成、
「義経」は源義経、牛若丸の
ことですね。これは忍術だけじゃなく柔術なんかもそ
うなんですが、何かにつけては「楠」と「義経」とい
う名前を出してくるんです。
「これは楠氏が使った云々
～」
、
「義経秘伝の～」こういった具合に秘伝書なんか

に書かれていて、そんなわけない
だろとつっ込んでしまいます。しか
しインターネットなんてなかった江
戸時代、みんな信じていたわけで
す。しかしよく考えれば私も昔、
「川
口浩探検隊・密林に〇〇は実在し
た！」みたいなのを一点の曇りもな
い、本気の大冒険だと信じていたので、あまり人の事
は言えません。ただし、
「楠だ義経だ」と言っている忍
術と、
「川口浩探検隊」の大きな違いは、前者はその
術自体は本当に実在したこと、後者は「実在した！」
と言ってる割には一向に発見されないということです。

業務部
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30の巻

059−354−9971

かのとうし

丑年は、辛丑“よいことの前触れの年”
2021年（令和３年）は、丑年です。十二支であらわすと２番目に数えられ、西暦を12で割って５余る年が「丑年」となりま
す。牛は古くから酪農や農業で人間を助けてくれた大切な動物でした。大変な農作業を最後まで手伝ってくれる働きぶりから丑年
は「我慢（耐える）」
「これから発展する前触れ（芽が出る）」というような年になると言われています。新型コロナウイルスの蔓
延で、まだまだ耐え忍ぶ年になるかもしれませんが、地道に突き進むことで新たな発展へと繋げる年にしていきたいです。

年男

１．金

谷 泰 宏

㈲金谷

にきく

丑

1. 氏名・事業所名 2. 生年月日 3. 職業
4. 趣味・健康法は何ですか？ 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. 伊賀市の魅力は何だと思いますか？ 8. 尊敬する人物

２．昭和36年２月19日

２．昭和48年４月30日

３．食肉小売業・飲食業

３．会社経営

４．街歩き（休日は10,000 ～ 12,000歩）

４．ストレスを溜めない

５．コロナ禍において国の方針に右往左往

５．余暇を楽しむ

するであろうが、事業が継続していける
よう、精進していきたい

１．野

口

徹

日本機械部品㈱

６．臨機応変

６．今日できる事を明日に延ばすな
７．歴史と文化と人
８．父親（創業社長）

７．大 阪、名古屋の大 都 市・京都、奈 良の
観 光 都 市から車 で1時 間 強 の立 地 の良

２．昭和48年８月30日

さと伊 賀牛、伊 賀米、伊 賀 酒の農 産物

３．印刷業

や伊賀組紐、伊賀焼の伝統工芸品など

４．行きたい所に行く

の観光資源に恵まれている事

５．「これでいいのだ」と思うようにする

８．立花宗茂
１．中

井 彰 久

㈲中井秀美堂

２．昭和36年５月４日

６．温故知新
７．全てにおいてバランス良く住みやすいエリア
８．マルコム・マクラーレン、赤塚不二夫

３．金融業
４．ジョギング

２．昭和48年10月16日

５．足元を固め穏やかに強く
１．寺

南 典 久

北伊勢信用金庫上野営業部

３．介護職

６．積極的疑問を持つ
７．発信するものがたくさんあるところ

５．楽しみながらやりたくない事をする

８．稲盛和夫
１．松

本 誠 太

㈲エイチ・エムコーポレーション

２．昭和36年７月25日

会社役員

４．焚火・ツーリング
６．「運を待つは死を待つに等し」
７．ギリギリの程良さを保つバランス力と根性
８．友達

３．会社員
４．趣味：ドライブ

２．昭和48年10月30日

健康法：好きな事をする
１．山

本 好 成

上野フレックスホテル

３．会社員

５．健康を心がけて「起死回生」新しいこと

４．「歩くこと」「笑うこと」

に取り組む！！

５．「進」いろいろなことが止まった状況から動

６．継続は力なり
７．人の温かさ・人情

１．吉

８．特になし

田 修 一

みずほ証券㈱伊賀上野支店

き出し一歩一歩「進」んで「進」化したい
６．昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう
７．自然
８．イチロー

１．青

山 庄 吾

㈱中京銀行上野支店

２．昭和48年１月13日
３．銀行員
４．キャンプです
自然の中で飲むお酒は最高です
５．健康に過ごすことです
６．特になし
７．米、酒、伊賀肉、和菓子など美味しいも
のが沢山あります
８．福田雄一（映画監督）

職員紹介コーナー
中小企業相談所 支援課課長
経営指導員

釜井

宣尚

２．平成９年12月１日
３．団体職員
４．津軽三味線
５．自己管理をしっかりすること
１．岩

野 和 麿

上野商工会議所職員

６．愚痴にするよりネタにしちゃうか！
７．伊賀の中でも地域によって様々な暮らしや風土があること
８．田中善助

中小企業相談所相談支援課 経営指導員の釜井です。主な担当業
務は、経営に関する各種ご相談・労務対策関係全般・交通運輸部会
等です。新型コロナウイルス感染症関連の融資や補助金等のご相談
が多く、日々対応させていただいております。今後も少しでも会員
の皆様のお役に立てるよう頑張りますので、今後ともどうぞよろし
くお願いいたします。
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！
！

伊賀市予野字森田前9672番地 TEL 39-9010
年中無休 営業時間：6時～ 22時

ファミリーマート伊賀予野中央店
三重中央開発㈱がFC加盟者となり、ファミリー
マート伊賀予野中央店が2020年11月12日にOPEN致
しました。三重中央開発㈱は伊賀FCくノ一三重の
オフィシャルユニフォームパートナー兼アカデミー
パートナーで日々強くチームをバックアップする超
地元密着の会社です。開店当日は店舗独自の抽選大
会と伊賀FCくノ一三重の選手とくノんちゃんが店
頭でお客様を迎え入れておもてなしを実施しました！
三重中央開発㈱は2019年迄毎年、地域ふれあい感
謝祭、小学校の工場見学、予野夏祭り屋台販売を実
施してきました。コロナ感染拡大がまだまだ油断の
許さない状況ですが、2020年にファミリーマートの
経営を開始しまして、今年は皆さまと伊賀市を盛り
上げていくために更なる地元密着経営を目指して参
りますので宜しくお願い致します。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和２年12月末会員数

組織率

2,618件

1,461件（内特別会員92件）

52.29%

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

合同企業説明会（就職セミナー）開催 参加企業募集（Webにて）
日
時
対
象
参加会費

令和３年４月21日
（水）
〜24日（土） 午前10時～午後５時
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
・会 員 3,000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 20,000円（税込み）
主
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・名張市経済好循環推進協議会
申込締切 ２月26日（金）
※受付は先着順で定員（72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３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8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63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

き ４月15日(木)
【第１部】式 典
午前８時30分〜午前９時20分
【第２部】教育セミナー
午前９時30分〜午後５時
ところ ハイトピア伊賀３階 上野商工会議所

参 加 費

参加者１名につき（昼食代、テキスト代含む）
会 員 3,000円（上野商工会議所・伊賀市商工会・ユーザ協会）
非会員 6,000円
教育セミナー講師 中村麗香先生（㈲成旺）
主
催 上野商工会議所・伊賀市商工会
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
申込締切 ３月19日（金） ※申込書は3月号会報に折込みします。

事業主のみなさまへ

令和３年３⽉１⽇から障害者の法定雇⽤率が引き上げになります
障害に関係なく、希望や能⼒に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共⽣社会」実現の理念の下、
すべての事業主には、法定雇⽤率以上の割合で障害者を雇⽤する義務があります（障害者雇⽤率制度）。この法
定雇⽤率が、令和３年３⽉１⽇から以下のように変わります。
事業主区分
⺠間企業
国、地方公共団体等
都道府県等の教育委員会

現 行
2.2％
2.5％
2.4％

法定雇⽤率
令和３年３⽉１⽇以降
⇒
2.3％
⇒
2.6％
2.5％
⇒

また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。
留意点

対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。

▶ 従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
今回の法定雇⽤率の変更に伴い、障害者を雇⽤しなければならない⺠間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人
以上から43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年６⽉１⽇時点の障害者雇⽤状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
上野商工会議所ニュース
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感染防止対策に
努めましょう
５つの場面に注意
意してください。

⑤

提供 岡森書店 白鳳店

VOL.30

（伊賀百筆編集委員会・1,364円＋税）

秘密の法
（大川隆法・幸福の科学社・2,000円＋税）

映画えんとつ町のプペル
（にしのあきひろ・幻冬舎・2,000円＋税）

自分の頭で考える日本の論点
（出口治明・幻冬舎・1,100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
『続

命のビザ 遥かなる旅路』

北出明著 パレード 定価1,300円+税

映画『杉原千畝』をご覧になった方は多いと思います。
映画の最後、ユダヤ人を日本へ海上郵送する責任者として、
俳優濱田岳さんが演じる大迫辰雄氏が登場しました。著者
北出明さんの上司であった方です。この大迫氏との出会い
により、千畝だけでなく、難民救出に力を尽くした各国の
外交官や知られざる日本人がいたこと、彼らに光を当てる
ことが、いつしか北出さんのライフワークになっていきま
した。
先日発売された続編は、大迫氏のアルバムに貼られてい
たユダヤ人七人の消息を各国に追います。自身の足で調べ
尽くす北出さんの熱意には、ただただ頭が下がる思いです。
こういった活動により、2017年に「平成29年
度外務大臣表彰」を受章されました。
伊賀市出身。国際観光振興会（現・国際観光
振興機構＝ＪＮＴＯ）を退職後、フリーライター
として活躍されています。

（※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

令和３年１月期

24 23 22 10

２月
３日・伊賀学検定中級セミナー（市庁舎）
・三重県よろず支援拠点無料相談会
・青年部「２０１９年度卒業式」
４日・正副会頭会議
５日・伊賀学検定問題作成委員会
・ＮＩＮＪＡフェスタ実行委員会
９日・伊賀市商工会との懇談会
・上野天神祭地域振興運営委員会
日・青年部例会
・県連合会専務理事会議（津市）
日・記帳継続指導相談会
・生活習慣病健診（ゆめぽりすセンター）
日・県女連総会・桑名女性部 周年記念式典（桑名市）
・交通運輸部会役員会
日・青年部三役会・役員会
日・県連合会第２回会員総会（四日市市）
日・伊賀学検定試験
日・異業種交流懇談会
・総務財政委員会
日・青年部東海ブロック大会（美濃加茂市）
日・正副会頭会議

（コミック・文庫除く）

④

TEL.0595‑21‑0527

取扱事業所様へ

３月
３日・三重県よろず支援拠点無料相談会
４日・常議員会
日・青年部例会
日・異業種交流懇談会
日・通常議員総会
日・青年部卒業式

社会保険相談会

日
日

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

２月３日・
３月３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）

19 19

ベストセラー紹介

③

上野商工会議所

会員の皆さんに日常的に取り組んでいただきたいことや
感染対策などをまとめた「いが☆グリオの」ポスターを
同封しましたので、仕事場や施設等に掲示し、感染対策
へのご協力呼び掛けにご活用ください。
ポスターのデータは当初ホームページからでもダウン
ロードできます。

５．休憩室、喫煙所、更衣室等

②

■伊賀市プレミアム付商品券事業実行委員会事務局

いが☆グリオの「黙食ポスター」および「感染症予防啓発多言語版ポスター」

２．大人数や長時間に及ぶ飲食
３．マスクなしでの会話
４．狭い空間での共同生活

伊賀百筆

2 月 28 日㈰まで

取扱商品券の換金締切有効期限は令和３年３月５日㈮までです。

１．飲酒を伴う懇親会等

①

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。
商品券有効期間

感染リスクが高まるとされる次の「５つの
場面」と、その後の自身の体調や行動に注
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