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『多くの人に喜ばれるもの 多くの人に感動を与えるもの
多くの人を幸せにするもの』を理念に、私たちは人と人との
繋がり、先祖様への感謝の気持ちを大切にし、お墓づくりの
プロであるという誇りと向上心を忘れず、初めての方にも分
かり易い、お墓づくりのお手伝いを心がけております。お墓
づくりはもとより、お墓参り代行、お墓じまい、記念碑、石
工事など、石の事なら何でもお気軽にご相談ください。

津支店・墓石ショールーム『石蔵』

久居店・墓石ショールーム『石蔵』
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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第63回新規就職者激励会＆教育セミナー開催
令和３年４月15日㈭

伊賀管内事業所に今春就職された新規就職者を対象とした『新
規就職者激励会＆教育セミナー』を4/15（木）
、上野商工会議所と
伊賀市商工会との共催、伊賀市・
（公財）日本電信電話ユーザ協会
三重支部後援により開催し、22事業所57名が出席しました。
第１部式典の激励会には、来賓に岡本市長、市川市議会議長を
お招きし、激励のお言葉をいただきました。主催者の挨拶とし
て、田山会頭から「社会人は学生ではない。今までは親がサポー
トしてくれたが、本日の研修は事業所から参加費を出してもらい
仕事として参加していてお給料をもらっていることを認識してほ
田山会頭のあいさつ

岡本市長のあいさつ

しい。伊賀で働くことを誇りに思い、仕事もプライベートの時間
も大切にし、それぞれの夢の実現のため、頑張ってください」と
激励のエールをおくりました。
第２部では、オフィス成旺の中村麗香先生による教育セミナー
を開催し、社会人として厳しい現実に明るく前向きに立ち向かう
精神力や考え方や、身だしなみ・敬語の使い方・電話応対の仕方
などビジネスマナーの基本を実例や実践を交えながら研修いただ
きました。
参加者は、緊張しながらも熱心に受講し、『身だしなみで人の
印象が決まる。気を付けようと思った』
、
『今まで使っていた敬語
が間違っていたので勉強になった』
『敬語を学んだあと、それを
踏まえた電話応対を練習できたので、
これから実践していきたい』
など、出席者各人がたくさん気づき・学び、社会人としての一歩
を踏み出しました。

市川市議会議長のあいさつ

「誓いの言葉」を述べる西村様

来客応対の実践

ビジネスマナーの研修の様子
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学ぶことで人として、企業の一員として発展に貢献できるよう
努力してまいりますので、諸先輩方の皆様にはご指導ください
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言葉とさせていただきます。

茉夏

昭和電機伊賀株式会社

西村

令和３年度伊賀市内事業所への新規就職者一覧表

＜上野商工会議所・伊賀市商工会へ回答があった事業所を集計＞

会議所の動き
伊賀の里歴史ウォーキング ４月４日㈰
JR関西本線の利用促進と沿線の魅力を知っていた
だく為、ウォーキングを開催致しました。
今年はJR伊賀上野駅をスタートし、桜並木通り→
だんじり会館→寺町通り→上野天神宮→鎌田製菓→伊
賀上野城→伊賀流忍者博物館→俳聖殿などの史跡を巡
る約６kmのウォーキングコースでした。

当日は、降雨の予報でしたが、雨に打たれることな
く、桜が満開の中、約45名の方にご参加いただきまし
た。参加者の方には密にならないよう班に分かれ、検
温やアルコール消毒を数回して頂きました。また、い
がうえの語り部の方の説明を受けながらウォーキング
をして頂き、参加者一同、春を感じられるウォーキン
グとなりました。

寺町通りにて

語り部とともに、桜咲く伊賀の名所を巡る

伊賀市・名張市WEB版合同企業説明会 ４月21日㈬～ 24日㈯
伊賀市、名張市、名張市経済好循環推進協議会、伊
賀市商工会、名張商工会議所との共催により、大学・
短大・専門学校等令和４（2022）年春卒業予定者及び
転職希望者・未就職者等を対象とした『WEB版合同
企業説明会』を開催致しました。
今回の企業説明会は、新型コロナウイルス感染防止
のためWEB会議システム「Zoom」を活用し、求職者・
企業ともにリモートでの参加が可能な形式で開催しま

した。伊賀市・名張市から36社の事業所にご参加いた
だき、各社25分間の枠内で説明会を実施いただきまし
た。また求職者は、大学卒業見込み者のほか既卒者な
ども合わせ、38名の方にご参加いただきました。限ら
れた時間の中でしたが、参加された求職者の皆様は各
社の採用担当者へ積極的に質問を投げかけるなど、説
明後の質疑応答も含めて充実した内容となりました。

WEB説明会に臨む企業担当者

進行をサポートするスタッフの様子

業務部
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059−354−9971

青年部だより 令和２年度上野商工会議所青年部 卒業式
ハイトピア伊賀３階にて３月例会「卒業式」を開催
いたしました。令和２年度に卒業された方は、伊賀上
野NINJAフェスタや市民夏のにぎわいフェスタで活
躍されていた７名の方々です。周年事業や東海ブロッ
ク大会伊賀上野大会でもかけがえのない時間を共に過
ごす事が出来ました。卒業式の最初は、在籍中の思い
出を振り返って頂くクイズゲームで余興を楽しんで頂
きました。そして記念品授与、西出会長からの送辞、
卒業生1人ずつ答辞を頂きました。最後まで笑いの絶
えない和やかな雰囲気の中７名の卒業生を送り出すこ
とが出来ました。
久保憲一さん、宮村尚樹さん、瀧太一さん、吉田武
史さん、村井洋介さん、廣岡秀規さん、竹島義徳さん、

３月24日㈬

YEG活動お疲れさまでした。そして、本当にありが
とうございました。

活動の思い出をクイズで振り返る

卒業生のみなさんと記念撮影

令和３年度上野商工会議所青年部通常総会 ４月14日㈬
ハイトピア伊賀３階にて通常総会（４月例会）を開
催し、すべての議案が慎重審議のうえ承認され、西出
会長のもと令和３年度がスタートしました。新型コロ
ナウイルス感染症の影響が拡大していく中での活動に
難しさを感じていますが、このような時代だからこそ、
経済的発展の支えとなる青年経済人として自覚を持ち
新しい時代の創造に努めてまいります。
かけがえのない仲間と共に成長出来る青年部では、
新入会員を随時募集しています。お気軽に事務局まで
お問合せ下さい。

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

新年度も会員一丸となって頑張ります！

三重県伊賀市小田町743-2

パワーさん

ぎゅーとらさん

上野商工会議所ニュース
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部会長

澤野

嘉男

まだまだ収束が見えない新型コロナウ
イルス。東京、大阪のような感染者数は
無いものの都会以上に活動自粛をしてい
る伊賀の方々。日中の人の動きも少なく、
夕刻にはロックダウンしているような街中。一日も早く、
全体にワクチン接種がいきわたることを願う今日この頃
です。
商業部会は、ここ数年廃業、事業縮小により会員数が減
少しているうえ、このコロナの影響でさらに厳しい現状が
続きます。
事業継続のため行政からの補助や助成や各種支援などの
情報を共有するとともに会員相互の情報交換を積極的に行
い、会員事業所にとって有益な会にできればと思います。
街に人の流れが戻り、活気ある事業が存続できるように
部会の枠を越えてご指導、ご協力を賜りますようお願い申
し上げます。

▪工業部会

部会長

浅井

裕久

新型コロナウイルスの影響下で、伊賀
市の製造業は大きな打撃を受け、一部に
回復の兆しがあるものの先行きの不透明
感は一掃されていません。
この様な環境下ですが、工業部会会員一丸となって “来
る時” “未來のため” 活動を活性化したいと思います。
「地域と共に課題に立ち向かう部会」を目指し、工業部
会では会員企業間連携は当然として、商工会議所各委員の
皆様と共に議論し、けんさんし、考え、共に地域の課題解
決に積極的に関わってまいりたいと思います。
本年も地域最大課題である労働人口減少対策を、行政・
会議所・皆様と共に “考え” 各種研修会、イベント等を通
して実施してまいります。会員企業では、国内外に拠点の
ある企業も有ります。他地域、海外に学ぶ事も時には必要
と考えています。
皆様方の御意見、御要望等を沢山頂き、活動に反映でき
れば幸いです。

▪食品工業部会

部会長

中村

▪建設業部会

部会長

奥井

実

令和３年度は新型コロナウイルスのワクチン接種
が開始されましたが、終息の兆しは見えず厳しい状
況が継続すると思われます。そんな中で事業計画の
見通しは不透明ではありますが、建設部会としまし
ては災害発生時等における地域の安全・安心の守り手としての使命を果た
せるよう、企業の継続を最重要課題と考えます。建設業界は就業者の高
齢化や若年不足の割合が他産業より多いため、若者が自信と誇りを持って
将来を託せる建設業にする必要があります。
そのためには、官民が協力し一丸となって人と企業が成長する産業にし
なければなりません。来春にはいよいよ伊賀白鳳高等学校建築デザイン科
の生徒達が卒業します。私達は若い人達の入職者を確保するため、伊賀地
域の高等学校等に、地元企業への就職について、しっかりと働きかけて参
りたいと思います。
また、地元建設業者が適正な利潤を得て経営基盤を安定させた上で、
働き方改革に真摯に取り組めるよう、公共工事の重要性を伊賀市行政に訴
えていきます。
今年度も視察研修旅行並びに会員親睦会等の開催につきましては、コロ
ナ禍のため、会員皆様の健康を第一に判断をさせていただきますので、延
期又は中止となる場合があると思いますが、ご理解を下さいますようお願
い致します。
尚、伊賀市行政への要望並びに意見交換会等につきましては、しっかり
とした感染症対策を講じた上で、出来る限り実施したいと考えております。
今後とも会員皆様のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

▪交通運輸部会

部会長

三山

悦史

新年度が始まり、私達交通運輸部会は
総勢100名体制で住みやすく働きやすい
地域作りを考え、新しい気持ちで今後の
事業を進めていきたいと思います。
今年度の目標と致しまして、
１．R368の４車線化の早期実現
２．名阪名神連絡道路の早期実現化を積極的に取り組む
３．伊賀地区における道路のセンターラインの引き直し事業
４．JR柘植駅から伊賀上野駅区間の電化早期実現
これらの４本柱を中心に進めて参りたいと思っております。
交通運輸部会では、皆様よりのご要望、疑問点などござ
いましたらお気軽に事務局までお問合せください。
また、新入会員を随時募集しております。よろしくお願
いいたします。

伊英

令和３年度も、どうやらCOVID-19の
影響を大きく受ける様相です。ワクチン
摂取による状況改善への希望もあります
が、いずれにせよ、食品関連事業におい
ても、この社会変化への順応が求められるところです。で
は、それがどんなものなのか、というところは、いかに広
く情報を収集し、知見を深め、やわらかな発想でそれをア
レンジしていくということでしょう。その入り口として、
商工会議所のネットワークも積極的に活用していただくと
いうことだと思います。食品工業部会におきましても、デ
ジタルを活用した情報収集やネットワークの構築に取り組
みたいとおもいます。
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▪サービス部会

部会長

嶋

忠彦

本来ならば、ここで我が部の本年度
の抱負や前向きな計画を発表するはずで
すが、残念なことに一年たっても新型コ
ロナウイルスは収まっておりません。そ
れどころか第三波、
第四波とまだまだ猛威をふるって、我々
人類の生命や営みを脅かしております。
我がサービス部会も前年対比１〜５割の落ち込みを見て
聞いており、このままだと、どの部会も事業拡大や計画う
んぬんよりも事業存続を真剣に考えざるを得ない状況に置
かれてくると思います。
このような現状から我がサービス部会としては本年度は
新型コロナウイルスの感染防止対策と事業存続を本年度の
最大目標にしてしのぎたいと思います。
一日も早く、全ての人にワクチン接種が終わり、特効薬
ができ鎮静化することを祈るばかりです。

２０２１年度の各部会長等の抱負

▪商業部会

２０２１年度の各部会長等の抱負

▪金融理財部会

部会長

小川

真史

まずは新型コロナウイルス感染拡大の
影響を受けられた皆様に心よりお見舞い
申し上げます。昨年、世界経済は新型コ
ロナに翻弄される一年となりました。足
元の地域経済は、経済活動が徐々に再開
することで一部持ち直しの動きがみらましたが、感染再拡
大の懸念から、依然厳しい状況が続いています。また伊賀
市は多分に漏れず、人口減少や少子高齢化に伴うマーケッ
ト縮小という構造的な課題を抱えており、企業の人手不足
や後継者問題といった重要な経営課題が深刻化していま
す。金融サービスを通じて、地元企業をしっかりと支え続
けることが、当部会の大きな責務と考えています。また当
部会では、様々な局面で皆様の相談相手として必要な情報
提供ができるよう、部会員の研鑽を図っていきます。本年
度も活力あふれる地域経済、地域社会実現に尽力して参り
ますので、ご指導・ご協力をお願い申しあげます。

▪社会文化部会

部会長

藤川

直紀

昨年度より、社会文化部会の部会長を
仰せつかっております藤川です。よろし
くお願いいたします。
さて、昨年度は社会文化部会のほとん
ど事業が中止となってしまいました。
何かの情報で、人間は死ぬ時に後悔することは、何かを
して失敗したことでなくて、やらなかったことを後悔する、
と聞いたことがあります。
まだまだ続くコロナの状況で、なお至らぬ部会長でござ
いますが、至らぬ点はチャレンジすることで、また、誤り
はできるだけ早く認めて改善することで、少しでもお役に
立てるよう努めてまいりますので、本年度も何卒ご指導の
ほどよろしくお願い申し上げますとともに、会員の皆様の
ご健康を願って、抱負とさせていただきます。

▪観光部会

部会長

宮嵜

慶一

コロナの脅威に飲まれてから、もう回復
するだろうと希望を抱いては打ち砕かれ続
けた１年でした。バブル崩壊時、
「そのう
ち戻るさ」という気持ちによって経済の悪
化を招いた私たちは、
「もう戻ることはない」と認識すること
でウィズコロナ・アフターコロナによる商業のあり方を見据え
ていくことが大切であると考えます。ウィズコロナ・アフター
コロナとして私たちが取り組んでいく事業は以下の３つです。
１ 地域資源活用事業
近隣の観光誘客のひとつとして、教育旅行に取り組みま
す。DMOとしての大きな動きを見据えた、部会として学
校へ直接営業等の取組を行って参ります。
２ 灯りの城下町
昨年度は新しいイベントのあり方として三団体合同で開
催しました。単に前年踏襲ではなく、パワーアップしてコ
ロナ禍だからこそできるイベントを形にしていきます。
３ ロケーションナヴィゲーター伊賀
伊賀在住の監督と連携し伊賀の新たな価値を発掘しま
す。また、７月に三重県中のフィルムコミッション団体が
集まる展示会があり、単なる展示だけでなく伊賀の映画
観光の未来を示し発信して参ります。

▪異業種交流懇談会
座長

岡田

直也

異業種交流懇談会は、22社の会員で構
成されており、その名のとおり異業種・
異分野の連携により、経営問題の改善や
地域振興の促進といったことをテーマ
（地域、行政、経済、教育、IT等）として月に一度の例会・
懇談会を開催し、活発な意見交換をしております。
また、２～３年に一度のオープンセミナー、４～５年に
一度の海外研修を開催し、会員のスキルアップと会員相互
の連携を深めております。
各会員が、飛躍できる一助となる勉強会を目指したいと
考えております。

▪女性会

会長

樋口

優子

2021年度会長を拝命いたしました樋口
です。
女性会には３つの委員会（研修・まち
づくり・親睦）があり 各委員会の目的
に沿った事業を計画・実行しています。
今年は11月８日に三重県商工会議所女性会連合会総会を
上野会が担当し、来賓・県下会員の皆様など多くのお客様
を伊賀にお迎えして開催する予定があります。
コロナがどうなってるかわかりませんが 例年とは形を
変えてもリアルでお会いしたいと切望するところです。又
全国の単会様がこの情勢の中 どんな活動をされてるの
かにもアンテナをたて 商売繁盛や伊賀市の発展に寄与で
きるヒントなど得ていきたいと思ってます。
どうぞよろしくお願いいたします。

▪青年部

会長

西出

裕貴

青年部の会長を仰せつかっておりま
す、西出裕貴と申します。
昨年度はより新型コロナウィルスの影
響で緊迫した社会情勢が続いています。
青年部の活動も半年間自粛し10月より、月に一回の例会
活動を中心に活動させて頂きました。
この様に活動できたのも、普段より青年部にご理解頂い
ております、親会の皆さまや会員の事業所の方、ご家族の
方の皆さまのご尽力のおかげかと思います。誠にありがと
うございました。
コロナ禍がまだまだ収まらない情勢ではございますが、
厳しいときこそ困難に打ち勝ち、斬新なアイデアや情熱を
持って、何事にも前向きに取り組んでいきます。
我々青年部は、1988年に発足され今年度、早33年目に突
入しました。
今年度もまだまだ辛い情勢が続くかと思いますが、コロ
ナ禍が過ぎた日に向けて、更に青年部一同研鑽事業や自身
の意識も高く持てるように努力していきたいと思います。
本年度も青年部をどうぞよろしくお願い申し上げます。

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

オンラインによる販路開拓等を検討中の事業者の皆様を支援！

小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞のご案内
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と
事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組
を支援するものです。
公募スケジュール
第１回受付締切：2021年５月12日（水）
第２回受付締切：2021年７月７日（水）
※以降も2022年３月までに、計６回の公募が予定されています。
補助内容
補助上限：100万円
補 助 率：3/4
補助対象経費：①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費（オンラインによる展示会等に限る）、④開発費、
⑤資料購入費、⑥雑役務費、⑦借料、⑧専門家謝金、⑨設備処分費、⑩委託費、⑪外注費、
⑫感染防止対策費
感染防止対策費については、補助金総額の1/4（最大25万円）を上限に補助対象経費に計上することが可能で
す（緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金総額の1/2（最大50万円）
に上限を引上げ）
。
※緊急事態宣言再発令による特別措置の適用対象者…緊急事態宣言の再発令によって2021年１月～３月のいずれ
かの月の事業収入が、対前年または前々年の同月比で30％以上減少している事業者
※2021年１月８日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。
申請方法
申請は、電子申請システム（jGrants）でのみ受け付けます。
※本補助金の申請には、
「ＧビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。なお、本事業に応募申請を行う事
業者に限っては、48時間程度での発行が可能な「暫定ＧビズIDプライムアカウント」での申請が可能です。
☆詳細はこちらをご覧ください。
令和２年度第３次補正予算小規模事業者持続化補助金ホームページ＜低感染リスク型ビジネス枠＞
（https://www.jizokuka-post-corona.jp/）

日本政策金融公庫ご相談にかかる予約制の導入についてのお願い
日本政策金融公庫津支店国民生活事業では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、来店によ
る事業資金のお申込のご相談を希望されるお客様につきましては、事前にご予約をお願いしております。ご予約
いただくことで、お待ちいただくことなく、円滑にご相談いただけます。来店でのご相談をご希望の方は、予約
フォームからご予約をお願いいたします。
日本政策金融公庫ホームページ（平日来店予約（国民生活事業））
（https://www.jfc.go.jp/n/service/heijitsu_soudan.html）
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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５回「戦国の忍びを考える―永禄五年葛西城忍び乗取作戦―」２月20日㈯配信
「戦国の忍びを考える―永禄五年葛西城忍び乗取作戦―」要旨
埼玉県嵐山史跡の博物館学芸員 岩田 明広
近年、史料の確認・整理が進み、戦国時代の研究
が飛躍的に進展しています。社会・経済・文化・技
術が急速に発展した戦国期を象徴する戦国大名軍の
研究も、より進んだ議論が展開されるようになって
います。しかし、その多くは本軍に対するもので、
軍を構成するもう一つの要素「特殊部隊」や「別動隊」
についての研究は進んでいません。戦国の戦は、本
軍と特殊部隊や別動隊による戦術分担によって進め
られていたもので、軍の全体像を解明するには、特
殊部隊や別動隊の理解は欠かせないものです。
この動画では、戦国期の軍や戦国時代史を視野に、
これまで十分に研究されてこなかった「忍び」の実
態を、命令書や書簡など、当時の生の史料から考え
ます。先ずは「忍」の語と概念を整理し、生の史料

から戦国期の「忍び」を定義します。その後、上杉
謙信の関東侵攻の影響下に行われた、小田原北条氏
の軍による葛西城（現東京都）の乗取りに関する史
料群から、軍の戦術としての「忍び」の在り方と、
その任務についた「忍び」たちの活躍の状況を明ら
かにします。戦国の忍びの実態から、戦国大名軍や
当時の社会に思いをはせていただければ幸いです。

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。今年度も忍者・忍術学講座は動
画配信となってしまいました。もし
かしたら今年度は大丈夫じゃないか
な、なんて思っていましたが、これ
を書いている４月現在、大阪などで
未だウィルスが猛威を振るっています。さて、そん
な2021年度前期の忍者・忍術学講座、トップバッ
ターは誰の講座かというと、何を隠そうこの私で
す。明治～昭和初期の一風変わった忍者や忍術につ
いて、ああだこうだと講釈垂れているので、物好き
の方はご覧ください。いざ仰々しく喋りだしてみる
と、意外に困ったのが関西弁です。私は撮影するま
では、全編にわたって標準語で喋りきるつもりだっ
たのですが、開始３秒くらいで崩壊していました。
いや、３秒ももってないかもしれないです。関西な
まりでもお上品さがあればいいのですが、何やら田
舎のおじさんが寄り合い所でダラダラしゃべってる
ような出来になってしまいました。講座のタイトル
は「謎の忍術家は実在した！」です。胡散臭さを感
じた方、間違っておりません。胡散臭い忍者や忍術
のエピソードに焦点を当てた講座となっておりま
す。自分で喋りながらも、「結局、謎の忍術家は実
在したのかしてないのかどっちなのだろうか」と心

33の巻

の中で自問するという、新しいスタイルの講座だと
いうことにしておきます。
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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！
！

伊賀市荒木2079-240
TEL 080-8451-7552

Relax & Chill
2020年12月に伊賀市桜ヶ丘でOPENしましたbeauty
salon『Relax&Chill』です。
フェイシャルエステでは、ヒト幹細胞配合化粧品等、
毛穴吸引器・イオン導入器のマシンを使用しています。
一人一人のお顔に合わせたハンドマッサージも強化して
おります。
痩身キャビテーションでは、キャビテーション・バ
キュームがラジオ波と同時に行える機器を使用している
為、スピーディーに効果を実感して頂けます。お得な回
数券のご用意もあります。
完全個室のプライベートサロンですので一人一人のお
悩みを改善し、理想のお肌・理想のボディに導けるよう
にしっかりサポートしていきたいと思っております。日
常の疲労も心身共に癒されて下さい。
『Relax&Chill』名
前の通り美を提供しまったりくつろいで頂くお店です。
コロナ対策徹底しております。

特定退職金共済制度給付額の改定について
平素は、当商工会議所の共済制度につきまして格別のご理解とご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。
共済制度のひとつである特定退職金共済制度は、昭和48年５月１日より多くの会員事業所様にご加入いただい
ており、福利厚生制度の充実に貢献して参りました。しかしながら、昨今の超低金利政策の継続により、厳しい
資産運用環境が継続していることは、ご高承のとおりであります。
当所の特定退職金共済制度の運用も保険会社に委託しておりますが、現在の金融･経済環境を踏まえ、将来に
わたって安定した制度の健全性を維持していく観点から、特定退職金共済制度の給付額を令和３年６月１日より
改定することとし、令和２年度第３回常議員会でご承認いただきました。ご加入事業所様におかれましては、何
卒、ご理解を賜わりますようお願い申し上げます。
給付額改定日 令和３年６月１日
変更後の給付額
内

容

現行利率

改定後利率

引き下げ率

０．６％

０．４５％

△０．１５％

退職金共済制度規約利率（会議所と加入者契約）

＊なお、制度改定日以前に積み立てられた金額についての変更はございません
※規約利率…掛金から控除率分を控除した金額の所定の利率。給付額を算出するため、商工会議所が加入者へ約
束する利率。
問合せ先 アクサ生命保険株式会社 四日市支社 津営業所 上野分室 TEL 0595-24-1724
上野商工会議所 総務課 TEL 0595-21-0527

上野商工会議所

会員の動き
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商工業者数

令和３年３月末会員数

組織率

2,618件

1,454件（内特別会員93件）

51.98%

トナー」とお呼びしています。
今年は、10月１日㈮から11月28日㈰までを開催期
間とし、
「いがぶら2021」に参加していただけるパー
トナーを募集しております。
いがぶらは、伊賀の魅力発信プログラムであれば、
ジャンルを問わずチャレンジできる取組みであり、
様々なジャンルで活躍されている方々の集まりだか
らこそ生まれる、新しいビジネスアイデアが得られ
企画主催をしてみたい方へ（パートナー募集）
る場でもあります。そして何ものにも代え難い《人
「まずは地元の方が伊賀の魅力を再発見してほし
の繋がり》が増えるということが一番の魅力ではな
い！
！」
「いがぶらに関わった方が、自分の可能性を
いかと思います。我々とパートナーの皆さんとの繋
広げてほしい！
！」
がり・パートナー同士の繋がり・お客様との繋がり。
そんな想いとともに、2014年度から始まった「伊
いがぶらを通じて、少しでも多くの繋がりを得てい
賀ぶらり体験博覧会 いがぶら」には、毎年多くの
ただければと思います。
お客様が参加され、
「伊賀に住んでいても知らなかっ
【参加料】 事務手数料として、基本料金6,000円と
た魅力を発見できた」
「伊賀に遊びに来る楽しみが
売上の５％をいただきます。
増えました」
など、嬉しいお声をいただいております。 【申込方法】 伊賀ぶらり体験博覧会参加申し込み書
伊賀でご商売、まちづくり活動をしていらっしゃ
に必要事項をご記入いただき、下記期限までに提出
る方、いがぶらに参加され「自分だったらこんなプ
してください。参加申込書と参加料の支払いをもっ
ログラムをやりたいな」と思っていらっしゃる方、 て、いがぶら事業への本エントリーとさせていただ
ぜひ、私たちと一緒にプログラムを企画していただけ
きます。
ませんか？
【申し込み締め切り】 令和３年５月31日㈪
プログラムを企画・催行していただく方を「パー
【申込先】 いがぶら公式HP―→

自動車税（種別割）は5月31日までに納めましょう
三重県伊賀県税事務所からのお知らせです。
自動車税種別割は、県民の方にとって最も身近な税金であり、県の貴重な財源でもあります。
金融機関や、主なコンビニエンスストアのほか、MMK端末を設置しているスーパーやドラッグストアで
も納めていただくことができます。お仕事等で平日に自動車税種別割を納付できない方も、コンビニエンス
ストア等では、休日、夜間を問わず納付できますのでご利用ください。
なお、納付の際は、お手元に郵送されました納税通知書が必要になりますので、必ずご持参ください。
また、クレジットカードやスマートフォン決済アプリ（PayB，PayPay，モバイルレジ）でも納付するこ
とができます（クレジットカードはインターネットを利用する場合に限ります）。
納税証明書は車検時に必要でしたが、納税確認の電子化にともない、納税証明
書の提示が省略できるようになりました。

納 付 期 限：令和３年５月31日
（月）

お問合せ：三重県伊賀県税事務所（☎0595‑24‑8020）平日8：30 〜 17：00

決算・申告実務研修会の日程について
法人企業経営者・経理担当者の方を対象に、法人税、 講 師
消費税等の誤りやすい事例をはじめ実務に役立つ情報
受講料
を分かりやすく説明します。
日 時 ６月11日㈮ 午後１時30分〜３時30分（予定）
場 所 ハイトピア伊賀 ３階 ホールB
〒518-0873 伊賀市上野丸之内500
申込先
内 容 「わかりやすい会社の決算・申告の実務」について

上野税務署 法人課税部門 担当官
法人会、上野商工会議所、名張商工会議所、
伊賀市商工会の会員の方は無料
その他の方は、2,000円
事前に申込みが必要です。
（一社）伊賀法人会
TEL 24-5774 FAX 24-5796
上野商工会議所ニュース
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口座振替は6月10日（木）です

商工会議所会費

令和３年度前期分会費の納付をお願いする時期となりました。
会員事業所の皆様には、５月下旬に「会費口座振替」のお知らせを送付させていただき、６月

10日
（木）にご指定の預金口座から引き落としさせていただきます。
「口座振替」の手続きを済まされていない会員事業所の皆様には、従来通り納付書

〈振込み用紙〉を送付させていただきますので、６月30日
（水）までに最寄の金融機
関（納付書に記載）からお振込みいただくか、
当所窓口での納付をお願いいたします。
口座や事業所登録に変更がある場合、５月31日（月）までにご連絡をお願いします。

会費の納付は、便利な口座振替を！！！

「口座振替」の手続きがまだお済みでない方は、お振込みいただく際の手間と手数
料のご負担をなくすため、お早めにお申し込みください。
お問合せ 上野商工会議所 総務課 TEL21－0527 FAX24－3857

令和３年４月期

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

52ヘルツのクジラたち
（町田そのこ・中央公論新社・1,760円）

白鳥とコウモリ
（東野圭吾・幻冬舎・2,200円）

推し、燃ゆ
（宇佐見りん・河出書房新社・1,540円）

新謎解きはディナーのあとで
（東川篤哉・小学館・1,760円）

スマホ脳
（アンデシュ・ハンセン・新潮社・1,078円）
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今月のおすすめの１冊
『游行

福森雅武著

福森雅武の花』

亥辰舎

定価3,080円（税込）

白洲次郎・正子夫妻と交流があったことはあま
りにも有名で、今も多くの文化人が丸柱へ福森さ
んを訪ねます。２月にはBSで、福森家の日々の
暮らしが放映され話題になりましたね。
この本は伊賀焼の陶工でありながら、食や書、
茶にも精通する氏がいける花を、四季を通して紹
介しています。
「いけばな」と呼ぶには何か違う、日本人の感
性として手を合わせたくなるそんな何
かが潜んでいるような、崇高で祈りに
も似た花の作品集。綴られる言葉もま
た美しく素敵です。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

５・６ 月 主 な 事 務 局 行 事

（コミック・文庫除く）

18 16 15

５月
日・商工会議所事業並びに収支会計監査
日・部会長会議
・青年部例会
・県連専務理事会議
日・会員サービス委員会
日・ 企業と高校の採用・就職に関する情報交換会（名張アスピア）
・経営計画策定セミナー
日・商業部会役員会
・組織強化委員会
日・金融理財部会役員会
・記帳継続指導相談会
・青年部役員会
・全国商工会議所専務理事・事務局長オンライン会議
日・総務財政委員会
日・異業種交流懇談会
～ 日・経営計画策定個別相談会
日・交通運輸部会役員会・総会
日・正副会頭会議

ベストセラー紹介

６月
２日・労務対策協議会
８日・常議員会
・税連協
９日・青年部例会
日・社会文化部会総会・講演会
日・青年部役員会
日・ 新型コロナウイルス感染症対応のための個別無料相談会
・県連専務理事会議
日・通常会員総会
日・異業種交流懇談会

社会保険相談会

18

21

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

５月 日
６月２日・ 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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