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楽器・楽譜販売、CD・DVD等音楽ソフトの販売、ピアノ・
ギター・ドラム・サックス・フルート・バイオリン・大正琴・
オカリナ・リトミック幼児教室、各種音楽教室を開講。
幼児から熟年層まで、幅広い年代層のみなさまにご利用い
ただいております。
中古ピアノ、中古レコードの買取・販売も。
お気軽にお問合せください。
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新型コロナウイルス感染症の拡大により影響が深刻化している
事業者の経営安定に向けた支援策（第3次緊急要望）について
令和３年２月15日（月）伊賀市長・市議会議長へ新型コロナウイルス感染症の拡大により影響が深刻化している事業者の経営安
定に向けた支援策について４項目の第３次緊急要望を下記のとおり要望しました。
１．資金繰り支援の強化
（１）伊賀市事業継続応援給付金の拡充及び持続化給付金の上乗せ支給
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に影響を受け、国が実施する「持続化給付金」の給付を受けることができな
い中小事業者に、「伊賀市事業継続応援給付金」として、20万円の給付を行っていただきましたが、地域経済の回復が当面の
間見込めないため、本制度の継続及び拡充（50万円程度の支給）
、
国が実施した「持続化給付金」の上乗せ支給を検討されたい。
尚、当会議所内での「持続化給付金」の支給件数は２月にアンケート調査を行います。
２．甚大な影響を受けた業種への支援
（１）伊賀市版Go To Eatキャンペーン
新型コロナウイルス感染症の長期化により、大きく影響を受けている飲食店支援を目的に、伊賀市版Go To Eatキャンペー
ンを立ち上げる。飲食店の皆様を市民全体で応援し、食材を供給している農林業者の皆様も応援するため、市民が登録店で利
用可能（テイクアウト・デリバリー・店内飲食）な、商品券を発行されたい。
市民から購入希望者を募り、1セット商品券5,000円分を2,000円（プレミア率150％）で販売する。１人当たり２セットまで
購入可能とする。
（２）酒類を提供する飲食店等に対し、営業時間短縮の要請及び協力金の支給
三重県では、
「三重県新型コロナウイルス緊急警戒宣言」に伴い、北勢地域３市に夜間営業時間の短縮を要請し協力金が支
給されるが、伊賀地域においてもクラスターの発生など、
新型コロナウイルスの蔓延拡大や、
風評被害の拡大が危惧されている。
時間短縮営業や転職を余儀なくされている飲食店も多く、北勢地域と同様の扱いを県へ要請いただきたい。或いは、30％以
上売上が減少している飲食店や取引業者等に対し、市独自の時短要請協力金の支給をお願いしたい。
（３）観光関係事業者への運営支援
観光関係事業者は、国の緊急事態宣言の発出により、期待された「Go Toトラベル」が一斉停止になるなど、経営に大きな
影響を受けている。３月７日まで平日休業している施設もあり、その影響は長期化することが予想されます。このような観光
関係事業者に対して、長期的な運営支援をいただくようお願いしたい。
３．公共料金の減免
（１）水道基本料金の減免期間の延長（再掲）
新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受けている事業者（前年同月比30％以上減少）に対し、令和２年９月請求
分から令和２年12月請求分まで基本料金の減免を行っていただいておりますが、地域経済の回復が見込めない中、減免期間の
延長をお願いしたい。
（２）営業用自動車税の減免（再掲）
相当程度売上が減少している交通事業者に対し、
バスやトラック、
営業車などの自動車税の減免を県へ要望いただきたい。
（中
小事業者が所有する令和３年度の事業用家屋及び償却資産については軽減措置を実施されている。
）
４．大規模クラスター発生時におけるPCR検査の充実
市内において、本年に入り事業所の大規模クラスターが２件発生している。保健所の指導を受けPCR検査を行ったが、濃厚
接触者に該当しない者が、会社としての民間委託のPCR検査で多数感染していることが判明している。
このような場合、民間委託の検査費用が事業者負担となることから、大規模クラスター発生時における事業所のPCR検査の
充実を図っていただくとともに、検査費用は全額国が負担するよう要望いただきたい。或いは、民間委託の場合は、1/2程度
の助成措置が講じられるよう、制度の創設を検討されたい。

市長への要望
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要望について説明

市議会議長への要望

連合三重

2021春季生活闘争に関する要請について

２月12日、連合三重伊賀地域協議会 梶田議長より「2021春季
生活闘争に関する要請」が上野商工会議所であり、当所の田山会
頭、尾登専務理事が出席いたしました。
新型コロナウイルス感染対策とともに、経済を再生していく過
程においては、雇用の確保を大前提に、社会全体で雇用を維持・
創出することなど、次の３項目について要請がありました。
１．中小企業に対する雇用維持・賃金改善などに向けた支援に
ついて
２．すべての労働者の立場に立った働き方の見直し
３．すべての人が安心して暮らせる社会の実現に向けて
田山会頭からは、「新型コロナの影響で社会の仕組みも大いに

梶田議長からの要請を受け取る田山会頭

変わることになりつつあるが、地域として事業と雇用の継続を最重要課題として守っていく。大阪、名古屋、京
都から、ほぼ等距離にある伊賀市の特性を生かし、交通インフラなどの整備と併せて、企業の誘致、観光都市へ
の飛躍を進めていきたい」との発言がありました。

令和2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
～令和2年度収支補正予算・令和3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３年２月19日（金）四日市商
工会議所にて、県内12商工会議所の会頭・専務理事の出席のもと「令和２年度第２回
通常会員総会」を開催しました。
種橋会長は、総会挨拶の中で令和3 年度の県連活動の基本的な考え方について、第
一に、『新型コロナの克服と新しい社会創りに向け』、「事業と雇用の継続」を守るこ
とが至上命題として、中小企業、小規模事業者の経営環境の改善を支援するための「切
れ目のない経済対策等」について、要望活動を行っていく。さらに、デジタルトラン
スフォーメーション（DX）の推進や、首都圏一極集中の解消、サプライチェーンの
挨拶をする種橋会長

再構築、カーボンニュートラル等を始めとする、持続可能な社会実現に向けた企業と

しての責務の遂行など、機運醸成と取組促進の支援策など関係機関との連携していく。次に、『県土の強靭化と
地方創生』として、自然災害に対し、官民あげ対応を進め、また、リニア中央新幹線の一日も早い全線開通、高
速道路、地域の幹線道路等のインフラ整備の促進に向け、要望活動に努める。「三重とこわか国体、三重とこわ
か大会」
、
「第９回太平洋・島サミット」の開催が、三重県を国内外に売り込むチャンスとして捉え、経済活性化
に繋げていけるよう取りみたいとし、まさに「新しい社会創り」に向け、『進取の気概』を持って、皆で知恵を
出し合い、県内会議所の皆様との『連携・協働』を力として、刻一刻と変化する現場の声に基づき活動を展開し
たい。
」と述べた。
総会では、令和２年度収支補正予算、令和３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、
「新型コロナウイルス感染症対策について」、三重県雇用経済部島上部長を交え意見交換会を実
施し、伊藤（津）
、山野（伊勢）
、中澤（桑名）、
田山（上野）の各会頭から地域の状況や県等への
要望などについて述べられました。さらに、各副
会頭もリモート参加し、国立研究開発法人 国立
環境研究所 地域環境創生研究室主任研究員の五
味馨氏を講師に、テーマ『脱温暖化社会の実現に
向けた地域ビジョン』の講演会を開催しました。
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会議所の動き
伊賀学検定＆伊賀学ジュニア検定開催
2020年、伊賀鉄道に関連する４つの建造物が国登録
有形文化財になりました。その建造物の名称を、「上
野市駅舎」以外に１つ答えよ。（第16回上級問題より）
２月21日、今回で16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74名、中級29名、上級22名の合計125名の方々
が受験し、初級69名、中級28名、上級7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ジャンル
に加え、冒頭にもあるように伊賀鉄道に関連した問題

菊野委員長の挨拶

珠算能力検定試験

など、時事問題も出題されました。ちなみに、冒頭の
問題の答えは「桑町跨線橋、小田第二暗渠、小田拱橋
（※うち１つを回答）」です。
また本年度は、壬生野・島ヶ原・青山・府中の市内
４校の小学生を対象に「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。
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。

初級

ジュニア検定

1級合格おめでとうございます

令和２年10月25日㈰に開催された第220回珠算能力
検定試験において、上野東小学校３年生の西山誠剛さ
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。
合格された西山さん
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。

１級表彰の西山さん
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北山支部長から表彰状を受け取る様子

青年部だより 2019年度上野商工会議所青年部 卒業式
ハイトピア伊賀３階ホールにて、１年越しの2019年
度卒業式を開催しました。新型コロナウイルスの感染
拡大防止のためにやむなく延期していた卒業式でした
が、万全の感染予防対策の中で、晴れて11名の卒業生
を送り出すことが出来ました。
上野YEGを支えて下さった偉大な先輩が卒業される
ことは身を切る思いですが、新たなステージで活躍され
ることを心から願っております。なによりも、何もの
にも代え難い想い出をたくさん頂き、ありがとうござ
いました。
これからもどうぞよろしくお願い致します。

２月３日㈬

卒業記念品授与

卒業おめでとうございます

青年部だより ２月例会「『実践！効率的なチームビルディング』～経験学習編～」開催

２月10日㈬

ハイトピア伊賀にて、２月例会「
『実践！効率的な
チームビルディング』～経験学習編～」を開催しました。
青年部の根幹である様々なメンバーの個性を生かし
ながら、ひとつの目標に向かって創意工夫することで
委員会のチーム力を高めることが出来ました。また、
その中でメンバーそれぞれの長所や短所を共有するこ
とで今後の青年部活動に生かすことが出来る気付きを
学べました。
チームビルディングは簡単なテーマを用いてゲーム
感覚で行える為、職場や共同プロジェクト等チーム力
が必要な所で実践して活用していきたいと思います。
各々役割に応じて考える

業務部

059−354−9971

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

相談はいつでもどこでも…

商工会議所サービス情報！
！
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令和３年４月１日より、税込価格の表示（総額表示）が必要になります！
◦事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
◦店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、対象となります。

▪総額表示に《該当する》価格表示の例

10,780円

※ 税込価格10,780円（税率10％）の商品の例

10,780円（税込）

10,780円（税抜価格9,800円）

10,780円（うち税980円）

10,780円（税抜価格9,800円、税980円）

9,800円（税込10,780円）
税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。
消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、支払金額である「消費税額を含む価格」を
一目で分かるようにし、格の比較も容易にできるよう、総額表示義務は、平成16年４月より実施されているも
のです。

▪総額表示に《該当しない》価格表示の例

9,800円（税抜）

9,800円（本体価格）

9,800円＋税

※平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和３年３月31日までは上記のような価格表示も認めら
れていますが、令和３年４月１日以後は、総額表示が必要になります。

よくあるご質問（ＦＡＱ）
Ｑ 税込価格に加えて税抜価格を表示することは認められる
のですか。
Ａ 「総額表示義務」は、税込価格の表示を義務付けるもの
であり、税込価格に加えて税抜価格も表示することが可能
です。ただし、この場合、税込価格が明瞭に表示されてい
る必要があります。明瞭に表示されているかどうかの考え
方については、
「総額表示義務に関する消費税法の特例に
係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての
考え方」（平成25年9月10日消費者庁）をご覧ください。
Ｑ 「希望小売価格」も総額表示にする必要がありますか。
Ａ 製造業者等が商品カタログや商品パッケージなどに表示
している、いわゆる「希望小売価格」は、小売店が消費者
に対して行う価格表示ではありませんので、「総額表示義
務」の対象にはなりません。ただし、小売店において、製
造業者等が表示した「希望小売価格」を自店の小売価格と
して販売している場合には、その価格が総額表示義務の対
象となりますので、「希望小売価格」が「税抜価格」で表
示されているときは、小売店において、「税込価格」を棚
札などに表示する必要が生じます

Ｑ 「総額表示」への移行に伴い、レジシステムを変更する
必要はあるのですか。
Ａ 「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税
相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであって
レジシステムの変更を義務付けるものではありません。
Ｑ 商品本体のパッケージや下札などに税抜価格が表示され
ていますが、こうした表示についても全て税込価格に変更
する必要がありますか。
Ａ 総額表示の義務付けは、消費者が商品やサービスを購入
する際に、
「消費税相当額を含む価格」を一目で分かるよ
うにするためのものです。したがって、個々の商品に税込価
格が表示されていない場合であっても、棚札やPOPなどに
よって、
その商品の「税込価格」が一目で分かるようになっ
ていれば、総額表示義務との関係では問題ありません。
なお、インターネットやカタログなどを用いた通信販売
に関しては、ウェブ上、カタログ上において税込価格が表
示されていれば、送付される商品自体に税抜価格のみが表
示されていたとしても、総額表示義務との関係では問題あ
りません。

※総額表示について、更に詳しくお知りになりたい方は、財務省HPの「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」
ページをご覧ください。
URL https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm
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新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料
等の納付が困難な事業主の皆様へ
納付猶予特例を受けていた事業主の方など、納付猶予特例終了後
も、厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、猶予制度を受けられ
ることがありますので、お早めに管轄の年金事務所へご相談くださ
い。
（ご相談は電話でも受け付けています。）
※ 納付猶予特例とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収
入に相当の減少があった場合に、無担保・延滞金なしで、１年間納付を猶予する
仕組み。（令和２年１月分から令和２年 12 月分までの厚生年金保険料等が対象）

厚生年金保険料等の猶予制度を受けた場合
○ 猶予期間中の各月に分割して納付いただけます。
○ 猶予期間中は、延滞金が年 8.8%から 1.0%に軽減されます。
○ 財産の差押や換価（売却等現金化）が猶予されます。
猶予を受けられる期間
○ 猶予期間は、原則、1 年以内となります。
○ なお、１年の猶予期間での納付が困難な場合には、資力等の状
況を確認の上、1 年を超える期間を前提とした分割納付も認められ
ることがあります。詳しくは、年金事務所にご相談ください。
担保の提供
○ 担保を提供できることが明らかな場合を除いて担保の提供は不
要となります。
※ 国税、地方税又は労働保険料等に猶予申請をされた場合、その際の申請書や財産
収支状況書等の写しを添付することで、一部の記載や書類の添付が省略できます。
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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３回「“忍者の通信手段？” ―『炙り出し』への現代科学的アプローチ―」12月５日㈯配信
「“忍者の通信手段？” ―『炙り出し』への現代科学的アプローチ―」要旨
三重大学産官学連携アドバイザー 加藤 進
烽火と並んで過去に使用されたと思われる炙り出
しについて科学的な切り口、①あぶり出しインクの
特性、②あぶり出し温度（黒化温度）、③洋紙、半
紙と和紙の差異、④あぶり出しの仕組まれた文書、
⑤あぶり出しの保存性や弱点について検討した。そ
の結果、弱酸性～アルカリ性、糖度が高く、K濃度
やSO4濃度が高い、有機物濃度（TOC）が高い特
性を数種持っているインクから良好なあぶり出しを
得た。研究中に硫安（肥料、（NH4）2SO4）から極
めて良好な結果を得ることができた。放射温度計と
熱電対による黒化温度測定より、インクの存在に
よって周囲よりも黒化温度が50 ～ 100℃低下するこ
とがわかった。あぶり出し部分と白紙部分の境界の
面分析（SEM-EDX）から無機成分ではS（イオウ）
あるいはK（カリウム）の寄与が大きいように思わ

れた。文字の大きさによる判読の考察から、炙り出
しは手紙の余白に仕込まれた可能性を指摘した。あ
ぶり出しの保存期間は30日以上であり（これは江戸
と京都を普通の人が歩くに十分な時間）、水分にさ
らされると不明瞭になることが分かった。また、現
代版のあぶり出しとして、塩化コバルト（CoCl2・
6H2O）を使ったカラーあぶり出しも紹介した。

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酒井です。私は学生時代、
高槻市に部屋を借りて住んでいました。近所には芥川
という川が流れていました。４畳半、コタツとベッドを
置けば、ほぼ床は見えなくなっていました。私を含む
大阪府外から出て来ている友人一同、絵にかいたよう
な貧乏学生で、そのくせバイト代が入ると湯水の如く
浪費するので困ったものです。ある日帰ると電気がつ
かず、停電かと思えばよく見るとアパートの踊り場の照
明はついていて、まさかと思い郵便受けを見たら止め
られていました。友人に風呂を貸してくれと電話した
ら、友人は友人でガスを止められたから無理だ、なん
ていう情けない学生たちでした。ある日、そんな学生

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

仲間の一人が「金がなくて飯も食えない
から千円貸してほしい」と言うので、
「僕
だって貸す余裕はない」と言いました。
すると友人はウシガエルって食べられる
よな？と言い出し、二十歳を越えた男た
ちが芥川にウシガエルを捕まえに行っていました。こ
れは21世紀のお話です。さて、忍者と何の関係がある
のかということですが、この芥川という川、実は高槻
にいたとされる芥川流忍術の芥川氏に関係しているよ
うです。ちなみに芥川一族は甲賀流の流れを汲んでい
ます。高槻まで来てウシガエルを探している伊賀の愚
か者を、空の上から笑っていた事でしょう。

三重県伊賀市小田町743-2

パワーさん
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31の巻

ぎゅーとらさん

〜令和３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。

日商簿記

そろばん

簿記は、企業の経営活動を記録・計
算・整理して、経営成績と財政状態
を明らかにする技能です。企業の活
動を適切、かつ正確に情報公開する
とともに、経営管理能力を身につける
ために、簿記は必須の知識です。

そろばんを学習することは、子供の能力開発
に役立つと言われ、計算力・暗算力はもと
より記憶力や、集中力、思考力なども養わ
れるとして、その効用が、見直されています。
また、習熟してくると脳を高速に働かせるの
で学力全体を伸ばすこともできます。

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
ンでその効果を活かすことができ
ます。

令和３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。

リテールマーケティング（販売士）

マーケティング知識を活かした販
売促進企画の立案のみならず、売
り場づくりや接客の技術、在庫管
理に至るまで、幅広く実践的な専
門知識が身につきます。

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。

商工会議所各種検定試験カレンダー

検定試験名
日商簿記

回

級

試験日

第158回

１〜３級

2021年６月13日（日）

第159回

１〜３級

2021年11月21日（日）

第160回

２〜３級

2022年２月27日（日）

リテールマーケティング（販売士）

ネット検定試験になります

環境社会（eco検定）

ネット検定試験になります

2021年７月から施行予定

第222回
そろばん（珠算・暗算）

第223回
第224回

カラーコーディネーター
福祉住環境コーディネーター

第50回
第51回

１〜10級
段位
１〜３級

2021年６月27日（日）
2021年10月24日（日）
2022年２月13日（日）
2021年６月13日（日）
2021年12月５日（日）

２級から３級のみネット検定試験になります

◎詳しくは、上野商工会議所 総務課までお問い合わせください。
（TEL 0595-21-0527）
◎簿記２級・３級のネット試験を開始しました。ネット試験会場での随時施行となります。詳細やお申込みは日商ホームページを
ご確認下さい。https://www.kentei.ne.jp
◎東商企画検定に関する最新の情報は、https://www.kentei.org/
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！
！

伊賀市久米町西手77-1
TEL 0595-21-9328

㈱大京塗料商会伊賀営業所
昭和45年から、伊賀に営業所を構え、地域に密着した塗料販
売をさせていただいてます。
関西ペイントの接触感染対策テープは抗菌・抗ウイルス力が
高い漆喰の機能を活かした製品です。接触感染対策テープの抗
菌・抗ウイルス機能は、漆喰の主成分である消石灰の強アルカ
リ性によるものです。消石灰は、PH値11以上の強アルカリ性
を示し、菌やウイルスが増殖できない環境です。漆喰成分（消
石灰）に接触した菌やウイルスを強アルカリの効果によりその
感染 性 を 失 わ せ る 事 で、 抗
菌・抗ウイルス性能を発揮し
ます。
ドアノブや手すりなどの普
段よく触る箇所に貼るだけで、
接触感染対策が可能です。接
触感染対策テープは、対応が
難しい接触感染対策のお悩み
に応えます。
なお、商品についてお問い
合わせ等ございましたら、お
気軽にお声がけ下さい。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和３年１月末会員数

組織率

2,618件

1,462件（内特別会員94件）

52.25%

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
中小企業相談所まちづくり課課長
経営指導員

森岡

俊博

中小企業相談所まちづくり課 経営指導員の森岡です。主な
担当業務は経営に関する各種ご相談、プレミアム付商品券事業、
まちなか魅力向上の一環としてのイベント事業などを担当して
おります。
皆様、プレミアム付商品券はご活用いただきましたでしょう
か。今後も会員事業所様、そして伊賀市全体の発展のため頑張
りますのでよろしくお願い致します。

上野商工会議所ニュース
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伊賀市プレミアム付商品券
事業終了のお知らせ

第63回新規就職者激励会 ＆ 教育セミナー
この春高校・大学等を卒業して地元企業
に就職する若人たちの門出を祝し、学卒地
元企業就職者激励会を開催します。
新規従業員を採用された企業のご参加を
お待ちしています。
期
場
時

日
所
間

伊賀市プレミアム付商品券の利用は
令 和 ３ 年 ２ 月 28 日 ㈰、 ま た 換 金 は
３月５日㈮を持ちまして終了となり
ました。
期間中は、多大なるご協力を頂き、
誠に有り難うございました。
厚くお礼申し上げます。

４月15日㈭
上野商工会議所（ハイトピア３階）
第１部 式 典
午前８時30分から午前９時20分
第２部 教育セミナー
午前９時30分から午後５時

※参加申込書は、同封させていただいております。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、変更と
なる場合があります。

今月のおすすめの１冊
『小さな酒蔵33の物語』

中野恵利著

人文書院

定価1,800円+税

地域に根ざした全国の小さな酒蔵33か所を紹
介しているこちらの本。
『るみ子の酒』で知られ
る伊賀市千歳の森喜酒蔵さんが紹介されています。
廃業をも覚悟した生家の蔵を、情熱と工夫で盛
り返した女性酒造家のパイオニア・森喜るみ子さ
んと、彼女を支える夫英樹さん
にクローズアップ！！
ご夫婦の仲の良さに米も麹も
水も呼応するから、美味しい純
米酒ができるのですね。
「幸せをくれる酒蔵」、とても
いいお話です。
（※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

・上野天神祭地域振興実行委員会

１日・伊賀学ジュニア検定（府中小）
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３日・三重県よろず支援拠点無料相談会

（両＠リベ大学長・朝日新聞社・1,400円＋税）

４日・常議員会

本当の自由を手に入れるお金の大学

５日・日本ＹＥＧ全国大会・会員総会（福井）

（アンデシュ・ハンセン・新潮社・980円＋税）

・金融理財部会役員会

スマホ脳

10

日・県連専務理事会議（津）

（西條奈加・集英社・1,600円＋税）

・青年部例会

心淋し川

日・日商通常会員総会

明・パレード・1,300円＋税）

日・ 令和２年度第２回中小企業支援機関等連携会議（オンライン）

⑤

（北出

日・異業種交流懇談会

④

続命のビザ、遥かなる旅路

日・令和２年度通常議員総会

③

（宇佐見りん・河出書房新社・1,400円＋税）

24 23 22 18 12
日・青年部卒業式

②

推し、燃ゆ

４月

①

提供 岡森書店 白鳳店

回新規就職者激励会＆教育セミナー

令和３年２月期

日・第

（コミック・文庫除く）

63

４日・伊賀の里歴史ウォーキング

ベストセラー紹介

日・県連専務理事会議（津）

社会保険相談会

日
日

16 19

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

３月３日・
４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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