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（株）ハクホウホールディングス・（株）白鳳アドバンス

1974年に創業させていただき、現在まで白鳳グループと
して事業展開してまいりました。
昨今の社会潮流に対応していくために、土地の斡旋・仲介
から建物管理を行い、それに加え土地測量・造成設計、基本
計画立案、建築物の設計監理を行うべく、株式会社ハクホウ
ホールディングスを設立し、社屋を新築いたしました。
これからも社員一同、誠心誠意尽力してまいりますので、
今後とも格別のご支援・ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い
いたします。

土地の斡旋・仲介、測量・造成設計、基本計画・立案、建築設計・監理を
トータルで行っております。お気軽にお問い合わせください。
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白鳳アーキテック（株）

（株）グロース設備計画

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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「新型コロナウイルス終結の願いを込めた
打上花火」を実施しました！
８月21日
（土）に伊賀市（忍者市）
市民花火大会実行委員会主催による
「新型コロナウイルス終結の願いを
込めた打上花火」を実施しました。
本年度も昨年同様、感染症防止対策
のため、日時・場所を事前非公開と
いう形での打上げとなりました。
一人でも多く笑顔と一日も早い新
型コロナ終息の願いを込め、服部川
河川敷（伊賀市三田）で15分間の打
上げを行いました。コロナ禍の中、
夜空を見上げて心休まるひと時を
持っていただけたのではないでしょ
うか。
本打上花火の趣旨をご理解いただき、ご協賛・ご協力をいただきました皆さまには心より感
謝を申し上げます。

第９回三重県商工会議所連合会共済増強キャンペーン表彰式
～上野商工会議所が生命共済部門第１位を獲得～

８月６日
（金）
に、第９回三重県商工会議所連合会共
済増強キャンペーン（5/6 ～ 6/30）表彰式がオンライ
ンにて開催されました。
上野商工会議所は、県下12会議所の中、生命共済部
門（口数部門）において第１位（目標達成率175.2%）
という成績をおさめ、種橋潤治県連会長より表彰状と
トロフィーを授与されました。また、福祉共済制度（年
間保険部門）においても第３位（目標達成率102.1％）
入賞し、表彰状をいただきました。
キャンペーン期間中、当所職員やアクサ生命保険
（株）推進員が訪問させていただいた際にはお時間を賜
り、またご加入いただき、ありがとうございました。
今後も、会員事業所様の福利厚生制度の向上と企業経
営の安定を各種共済制度でサポートし、頼れる商工会
議所を目指し努力してまいりますので、今後ともよろ
しくお願い申し上げます。

１位表彰を喜ぶアクサ・会議所職員

業務部
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「みえの映画びと」

ロケーションナヴィゲーター伊賀

令和３年７月17日～ 25日三重県総合文化
センターにて「みえの映画びと」が三重県
主催で開催されました。
「みえの映画びと」
とは三重県ゆかりの映画に関わる偉人を顕
彰するイベントで、県内のフィルムコミッ
ションが集まり、その地域にまつわる映画
に関して展示も行いました。
ロケーションナヴィゲーター伊賀として
は今までの映画誘致の実績や「昭和」をテー
マにした実物展示を行い、たくさんの方に
伊賀に関わる映画とロケ地としての魅力を
伝えることができました。
オープニングイベントでは伊賀市出身の

伊賀市出身の映画監督である呉美保様がロケーションナヴィゲーター
伊賀の展示スペースにお越しくださいました。

映画監督である呉美保様と知事とのトークショーが行われ、映画と地域に対する熱い想いを話さ
れました。我々の展示スペースにもお越しくださり、映画「酒井家のしあわせ」の撮影でともに
活動したことなど昔話に花を咲かせる場面もありました。
また、７月24日には伊賀市出身の昭和ハウス冨永潤様によるトークショーが開催され、数々の
映画で使用された貴重な昭和家電について実演形式でお話しされました。「将来は伊賀に昭和の博
物館を」という熱い想いも話され、伊賀における新たなコンテンツとして「映画×昭和」の可能
性を来場者の皆様に伝えていました。

冨永氏のトークショーの様子

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

おそろいのNAVIGAマスク着用でお手伝いいただきました。

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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会議所の動き
2021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～ ７月４日㈰
2021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、昨年度に引き続き今回も、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１年生の部から一般の部までの124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、８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１年生の部
篠原 碧（阿山小）
小学校２年生の部
猪田彩月（友生小）
小学校３年生の部
辻本詩乃（柘植小）
中川麗愛（中瀬小）
藤澤真実（中瀬小）
山﨑咲菜 (成和東小）
小端さくら（阿山小）
福森心香 (上野東小）
渡邉桃舞（上野北小）
中山心晴 (上野北小）
小学校４年生の部
西山誠剛（上野東小）
西村昊原（上野東小）
大森琴葉（阿山小）
森内琥惺（阿山小）
森田ことね（上野東小）
前田華希（上野西小）
井上将志（上野東小）

小学校５年生の部
藤本桃百（上野西小）
辻 幸歩（成和東小）
山川あさひ（大山田小）
工藤 凜（上野東小）
山本那央（阿山小）
小学校６年生の部
西山紗菜（上野東小）
森永大雅（上野東小）
東出 宰（友生小）
中学１年生の部
西村聡旭（緑ヶ丘中）
向出六花（阿山中）
中学２年生の部
田尾泉澄（霊峰中）
中学３年生の部
山本陽菜乃（大山田中）
高校・一般の部
福永沙梨菜（京都女子大）

各部門上位入賞者

田中直太朗（成和東小）
峠 湊祐（成和東小）
中森俊哉（三訪小）
前川大和（三訪小）

藤島真綸（柘植小）
福谷太陽（上野東小）
天満悠美（壬生野小）
中山晴楓（崇広中）

光武玲奈（阿山中）
中西美晴（霊峰中）
福永有彩（高田高）

上野地区最高得点者

そろばん体験講座 ７月31日㈯・８月７日㈯

楽しくそろばん体験

今年で９年目の開催となる『そろばん体験講座』を
開催し、小学１年生から３年生の38名の方が参加しま
した。日珠連上野支部の先生方によるマンツーマンの
指導により、参加者ははじ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。
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。この体験講
座をきっかけに、たくさんの子どもさんが珠算・あん
ざんに興味をもち、楽しく学んでいただければと思っ
ています。

夏休み親子思い出サポート講座開催 ８月１日㈰
小学生を対象にした「夏休み親子おもいでサポート
講座」を開催し、馬場建具店の馬場幸次さんを講師に
迎え、
『ヒノキの麻の葉のコースター』づくりを53名
の方に体験していただきました。参加者たちは、先生
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の説明を聞き、一つずつ小さいパーツを組み合わせ真
剣な表情で作品を完成させていました。夏休みの思い
出作品が一つ出来上がり、夏休みの楽しいひとときを
過ごしていただきました。

青年部だより 渋沢栄一が教えるお金の絵本「おかねってなぁに？」を伊賀市へ寄贈

７月26日㈪

西出裕貴会長が伊賀市役所を訪問し、日本商工会議
所青年部製作の渋沢栄一が教えるお金の絵本「おか
ねってなぁに？」30冊を寄贈しました。寄贈式では西
出会長より絵本寄贈の経緯と趣旨を説明し、岡本栄市
長より感謝状をいただきました。

絵本は今後教育委員会を通じて市内の小学校や図書
館へ配布される予定です。2024年からの新紙幣の顔に
決定し、商工会議所の創設者でもある渋沢栄一の考え
を通して、伊賀市の子どもたちにお金の大切さについ
て学んでいただければと思います。

市長より感謝状を受け取る西出会長

絵本「おかねってなぁに？」

８月例会「臨時総会」開催 ８月11日㈬
ハイトピア伊賀３階ホールにて臨時総会を開催致し
ました。提出された議案は全て可決承認され、次期（R
４・５年度）会長に西尾浩司君（㈲西尾デンキ）が選
出されました。
また、臨時総会終了後に日本YEG・東海ブロック・
三重県連出向者より活動報告をしていただき、各出向
メンバーの出向先での活動を垣間見ることが出来ました。
まだまだ厳しい社会情勢は続きそうですが、次年度
からの会長も決定し、上野YEGの代表として出向先
でも頑張ってくれている仲間の活動を知ることで更に
和を深め、共に青年部活動を頑張っていこうと思える
良い機会となりました。

上野
YEG

次年度会長としての抱負を述べる西尾浩司君

９月例会オンライン講演会

講演「YES！ ウェルネス〜健康の原点は免疫力とメンタル〜」
２０２１.9.８ 水曜日 ２０:００ 〜 ２１:50（19:40 Ｚoom オープン）
すべての分野で BEST を目指す方々をサポートします！
講 師 株式会社 BESTS 代表取締役 佐藤

浩氏

（現 明治国際医療大学駅伝監督・元 四日市大学 駅伝監督）
（昭和３９年１０月１８日生まれ）５６歳 三重県出身

★申し込み方法等、詳しくは折込チラシをご覧ください
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

新型コロナウイルス対策への支援情報

三重県飲食店時短要請等協力金（第4期）のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和３年８月20日から三重県全域がまん延防止等重点
措置（８月27日から緊急事態措置）の適用を受けることに伴い営業時間の短縮（以下、
「時短営業」という。）
協力要請を実施し、令和３年８月14日から９月12日に要請対象となる飲食店で、時短営業等に全面的に協力
いただいた事業者に対して県より協力金が支給されます。
対象期間 令和３年８月14日㈯から９月12日㈰まで
※緊急事態宣言に基づく三重県からの要請内容の全てに応じていただくことが必要です。
主な支給要件
１ 県内の飲食店であること
２ 要請の全期間・全店舗において、休業又は時短営業に全面的に協力いただくこと
※全面的に協力とは、要請の全期間・全店舗において、休業又は20時から翌日５時まで営業を行わない
（お客様にお帰りいただく）時短営業に協力いただくことをいいます。
３ 終日、酒類の提供及びカラオケ設備の利用を行わないこと
４ 令和３年８月13日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通し
て有効であること
５ 時短営業する場合は、令和３年８月５日以前から、通常の営業時間が20時を越えていること
支給額（中小企業の場合）
（県独自の時短要請期間：8/14 ～ 19）
１店舗１日あたり 2.5 ～ 7.5万円
（まん延防止等重点措置適用後：8/20 ～ 26） １店舗１日あたり ３～ 10万円
（緊急事態措置期間：8/27 ～ 9/12）
１店舗１日あたり ４～ 10万円
※令和２年又は元年の８～９月の１日当たりの売上高を元に算定（協力金の支給額は、時短営業の期間に応
じて支給されます。詳細は県HPを参照ください。）
協力金の申請方法・申請期間・申請に必要な書類
◦申請方法、受付期間等の詳細は、要請期間終了後に県HPに掲載予定です。
◦協力金の申請時に必要となりますので、時短営業等をしていることを告知する貼り紙等を掲示した店舗写
真、店舗の外観・内観写真を、時短営業等実施期間中に必ず撮影しておいてください。

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

〈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

日 時 令和３年９月17日
（金） ９：00 ～ 17：00 ※定員：７社（１社あたり１時間程度）
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13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３年10月20日（水）、11月19日（金）、12月17日（金）
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通行量調査結果

調査日時…7月24日（土）9：00 ～ 18：00
晴れ
調査場所…市内中心部11ヶ所（16地点）（調査地点一覧図参照）
⑩白鳳門前
（白鳳門通り）
⑪白鳳門前
（国道通り）

市役所

⑨丸之内交差点

上野市駅

広小路駅

（Ｒ２５）

⑧まち や ガ ー デ ン
伊賀前西通り

︵城見通り︶

⑫白鳳門 前
︵城見通り︶

①ハイトピア伊賀前
③新天地内

※通行量調査地点

農人町〒

⑦
まちや
ガーデン伊賀前

④岡三証券前

イオン

⑭百五銀行
上野支店前

農人町交差点

⑯西條ビル前

⑬銀座中央
駐車場前

菅原神社

茅町駅

②新天地南口前

ふれあいプラザ
ヤオヒコ

︵銀座通り︶

⑤本町郵便局前
本町通り
︵中之立町︶

⑥本町郵便局前
中ノ立町通り

７月24日（土）市内中心部11 ヶ所（16地点）にて通行量調査を実施いた
しました。小売商業を取りまく環境は一段と厳しく、消費者の購買行動も
多様化しつつある状況下において、市内主要地点における歩行者、自動車
の通行量を的確に把握し、中心市街地の現状を認識するとともに、伊賀市
中心市街地活性化基本計画の数値目標指数のフォローアップを行うことを
目的としています。
その結果をみると、１時間当りの平均通行量が最も多かったのは、人は
ハイトピア伊賀前で、車は百五銀行上野支店前でした。人の通行量は、全
体として減少傾向が続いている中、銀座中央駐車場前、白鳳門前（白鳳門
通り）、白鳳門前（国道通り）、まちやガーデン前西通りで前回より増加が
みられました。車の通行量は、ハイトピア伊賀前、岡三証券前、本町郵便
局前中之立町通、まちやガーデン前、銀座中央駐車場前、百五銀行上野支
店前で前回より増加がみられました。

⑮伊賀越前

③・⑨～⑫は、人のみとなります。

平成25年以降の推移表 ※主要地点別1時間あたり平均通行量（人）
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平成25年以降の推移表 ※主要地点別1時間あたり平均通行量（車）
1,200

1,000

800

600

400

200

0

■H25
■H27
■H29
■R１
■R３

⑤本町郵 ⑥本町郵
①ハイト
②新天地 ④岡三証
便局前本 便局前中
ピア伊賀 南口前
券前
町通
之立町通
前
46
116
97
198
939
41
138
102
205
723
31
109
80
181
965
31
110
70
153
727
44
82
82
138
822

⑦まちや
ガーデン
前
114
111
85
77
78

⑧まちや
ガーデン
前西通
23
26
29
26
24

⑬銀座中 ⑭百五銀
⑮伊賀越
央駐車場 行上野支
前
前
店前
611
928
880
657
900
1,020
706
930
939
590
776
751
510
851
833

⑯西條ビ
ル前
631
565
580
500
428

上野商工会議所ニュース

2021.9.5｜7

伊賀連携フィールド2021年度
2021年度前期市民講座第３回「忍術書『万川集海』の伝本研究と成立・流布に関する考察」６月26日㈯配信
「忍術書『万川集海』の伝本研究と成立・流布に関
する考察」要旨
NInjack編集長 福島嵩仁
忍術書「万川集海」は写本が少なくとも30種類以
上存在し、これまでどの写本が善本であるかの伝本
研究がされてこなかった。今回、
「万川集海」の基
礎研究を行ったところ、従来考えられてきた「伊賀
本」と「甲賀本」の分類の他に「巻子本」系統が存
在していたことがわかった。巻子本系統は比較的原
本に近い初期の写本であり、これが「伊賀本」へ派
生し、後に「甲賀本」へと派生していった。火器編
の一部の巻などは成立年が違うことから、
「万川集
海」が成立したときにすべての巻が揃っていたわけ
ではなく、後に追加された巻があると考えられる。
また、著者は「藤林左武次保武」であると考えられ
てきたが、特定の写本の記述から、正確には「冨治
林傳五郎保道」であり、藤堂藩伊賀者の役職との関

連で、特定の枠組の中で伊賀地域を中心に流布し、
やがてそれが甲賀地域などの他国へと流れ、江戸幕
府へと伝わっていったという流布経路を辿ったもの
と考えられる。
「万川集海」はこれまで「甲賀本」を中心に内容
解釈が進んできたが、今後は「伊賀本」、中でも「沖
森本」を善本とし、必要に応じて他写本を参照すべ
きである。

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。当然ながら、大
の大人が他人様を呼ぶときは、
「さん付け」なのは
言うまでもありません。昔からの仲や、業務上身内の
者を指すときは呼び捨てします。最近ではコンプライア
ンスというものも重視されている世の中ですので、部下
であっても、大抵、「さん」や「くん」を付けるこ
とが多くなった気がします。そもそも、日本人が初対
面の人を呼び捨てで読んでいたら毎日喧嘩ばかりです。
たとえそこにいない人でも、
「さん付け」が多いでしょ
う。陰で呼び捨てで呼ぶというのも、なんだかマイナ
スなイメージがありますよね。中学校のとても怖い先
生なんかは本人がいないところ呼び捨てで呼ばれて
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37の巻

いましたが。しかし、嫌いじゃないしどち
らかといえば好意的なのに呼び捨てにして
しまうパターンもあります。それが著名人、
有名人です。会ったこともない作家やタレン
トなんかを、毎度毎度愛称でもないのに「さん」付け
するのはたしかに変です。私は今の仕事に就く前から
忍者関係の本を何冊も読んでいましたが、作者はもち
ろん呼び捨てです。それが国際忍者研究センターに
入ったや否や、作者本人達と会うので、急に敬称を
つけて呼ぶのでなんだか不思議でした。あと、どう
でもいいですが、B’zのファンはなぜかボーカルの
稲葉浩志を「稲葉さん」と呼ぶのも不思議です。

令和３年度 マイナンバーカード連携

伊賀市地域振興券

取扱店募集!
マイナンバーカード取得の振興策として地域振興券が発行されます。（マイナンバーカード取得者１名に対
して１セット5,000円分地域振興券を進呈。総セット数50,000セット25,000万円分発行予定）
地域振興券の取り扱いを希望される場合は、上野商工会議所または伊賀市商工会本所・支所へお申し込み
ください。

取扱店の参加資格・地域振興券利用条件など 伊賀市で事業を行う事業所であること。
・地域振興券は500円券で10枚5,000円分をマイナンバーカード所有者に配布します。
・地域振興券の種類は「共通券」と「地元店専用券」の２種類です。
・10枚の内訳は共通券４枚と地元店専用券６枚です。
・共通券は大型店（売場面積1,000㎡以上の小売店舗）と中小・飲食店ほか全ての取扱店で使用できます。
・地元店専用券は中小（大型店以外の店舗）
・飲食店ほかで使用できます。
・登録手数料：上野商工会議所、伊賀市商工会の会員事業所は無料。会員外の事業所は申込時に登録料を支払っていただく場合があります。詳しくは募集
要項をご確認ください。
・地域振興券を利用した場合の特典やサービスを、各店などにおいてぜひご検討ください。

1次締め切り

９月21日

まで

令和３年

※締切以降の申込は初回のチラシ等に掲載できませんが、随時受付し、更新していきます。
（土日・祝日は除く、平日のみ、但し伊賀市商工会島ヶ原支所は月水金曜日のみ）

※印鑑と取引金融機関（一部店舗を除く）の口座番号がわかるものをご持参のうえ、所定の申込書、契約書にご記入等いただきます。

令 和３ 年 度 マ イ ナ ン バ ーカード連携

伊賀市地域振興券

地域振興券を使用していただくことで、新型コロナウイルス感染症の影響により被害を
受けている地域経済の再生を図ります。

バーカード 連携
令和３年度 マイナン

伊賀市地域振興券

本0
見
¥50

地元店
専用券

（月）まで
上旬から令和４年２月28日
有効期間：令和３年10月

商品券有効期間

令和３年度 マイナンバーカー
ド

連携

伊賀市地域振興券

見
本0
¥50

10月上旬から令和４年２月28

令和３年

共通券

有効期間：令和３年10月
上旬から令和４年２月28日
（月）まで

●詳細につきましては下記までお問い合わせください。
伊賀市地域振興券事業実行委員会事務局
上野商工会議所
上野商工会議所

伊賀市商工会
本所
伊賀市商工会 本所

伊賀市商工会 大山田支所
大山田支所
伊賀市商工会

伊賀市商工会青山支所
青山支所
伊賀市商工会

TEL.0595-21-0527
TEL.0595-21-0527

TEL.0595-45-2210
TEL.0595-45-2210

TEL.0595-47-0321
TEL.0595-47-0321

TEL.0595-52-0438
TEL.0595-52-0438

伊賀市上野丸之内500
伊賀市上野丸之内500

伊賀市下柘植723-1
伊賀市下柘植723-1

伊賀市商工会
伊賀市商工会 阿山支所
阿山支所

伊賀市商工会
島ヶ原支所
伊賀市商工会 島ヶ原支所

TEL.0595-43-0014
TEL.0595-43-0014

TEL.0595-59-2010
TEL.0595-59-2010

伊賀市馬場1128-4
伊賀市馬場1128-4

伊賀市島ヶ原4743
伊賀市島ヶ原4743

伊賀市平田950-1
伊賀市平田950-1

伊賀市阿保570-1
伊賀市阿保570-1

（一社）
伊賀上野観光協会
（だんじり会館） （株）
（株）
まちづくり伊賀上野
（一社）
伊賀上野観光協会
（だんじり会館）
まちづくり伊賀上野
伊賀市上野丸之内122-4
伊賀市上野丸之内122-4

TEL.0595-26-7788
TEL.0595-26-7788

伊賀市上野丸之内500
伊賀市上野丸之内500

TEL.0595-51-5504
TEL.0595-51-5504
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会員 ひろば
日焼けサロン＆パーソナルジム

掲載事業所募集中！
！
あなたの会社やお店をPR致します！
！

BESTA BODY

三重県伊賀市上野忍町2665 甲野屋ビル1F
TEL0595-51-4750 営業時間10：00 ～ 22：00 不定休

2021年５月１日、オープンしましたパーソナルジム&日焼けサロンBESTA BODYです。
パーソナルジムではお客様の目標に合わせたトレーニングメニューを組ませて
頂き、完全個室、マンツーマンでマシンを使ったトレーニングで安全に、一人一
人筋力向上や健康維持につながるような指導をさせて頂いております。
またペアのお客様も可能ですので、ご夫婦や友人等で楽しくトレーニングする
事も可能です。オープンから３ヶ月経った今では徐々に成果が出てきているお客
様も見え、皆様の理想のボディになって頂けるようこれからも尽くしていく所存
です。
日焼けサロ
ンの方では若
年層をターゲッ
トに伊賀市に
は今まで無かった日焼けサロンを広めようと考
えており、健康的な肌色になれる最新マシン
を二台設置しています。
もちろん、太陽の紫外線のような害はなく、
安全に小麦肌になって頂けますので、ご安心
してご来店ください。
完全個室、シャワータオル無料なので気軽
に手ぶらでご利用いただけますのでご興味あ
る方は是非ご来店ください。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和３年７月末会員数

組織率

2,618件

1,481件（内特別会員98件）

52.82%

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

いがぐりプロジェクト参加者大募集！
～栗の商品・メニュー作りませんか？～

栗の毬を指す “いがぐり” という言葉は我々にもなじみのある語感ですが、伊賀は栗の
名産地というわけではありません。栗を伊賀の特産品に磨き上げよう、そして、栗を作る
ヒト、加工するヒト、販売するヒト、食べるヒト、多様な市民がソコに関わる街作りの機
会にしよう！ そんな事業がいよいよスタートいたします。和洋菓子やパンに総菜、料理・
喫茶メニューなどなど、栗を使った商品化に取り組んでいただき、
一緒に伊賀を栗の街にして参りましょう。
※詳しくは折込チラシをご覧ください。
お問合せ
協
力

いがぐり工房（担当：小林） TEL 0595-51-8713
上野商工会議所食品工業部会

「上手な伝え方のコツ」
会話の中で、
「それは違うのでは？」と思うこと
があっても、相手に遠慮して自分の意見を言えな
かった、関係性が悪くなるのではと我慢した、とい
うことがあると思います。相手との関係性を保つた
めに配慮したはずの対応が、人間関係を悪化させる
ことがあります。それは、本当の意味で分かり合え
ていないからです。伝えないということは、相手が
こちらの意向を知る由もないということです。よっ
て、何か変えてほしいことがある状況にあっても、
変わることはありません。また、言いたいことを飲
み込むと、それだけでストレスもたまります。状況
も変わらず、相手も察してくれず、自分は我慢を強
いられる。さらにモヤモヤが増していきます。そん
な状況を打破するための伝え方について、伝えたい
と思います。
「事実」を「シンプル」に「穏やか」に伝えると
いう原則があります。この三つの基本を押さえるこ
とが最善の方法です。
まず、伝えたい「事実」を明確に話すこと。特に
マイナスの情報の場合は、自分の感情や周囲の意見
などを交えて話してしまうと、相手も感情的に受け
止めてしまい、素直に聞き入れにくくなります。感
情論から入ると「言い訳やわがまま」に聞こえます。
事実関係から入ると「説明」として認識されやすい
ので、まずは、事実を伝えましょう。気持ちを伝え
たいときはその後で。次に、シンプルに簡潔に話す
ことです。回りくどい言い方や余計な情報を入れず

に伝えることで、伝えたい内容がクリアになります。
率直に伝えることが失礼だと思ったり、相手を傷つ
けてしまうのではないかと考えて遠慮したりすると、
遠回しなやんわりとした言い方に陥りがちですので
注意しましょう。最後に、穏やかに伝えることです。
責めるような表情や口調では、言われている方も感
情的になり、言いたいことが伝わらないどころか、
反発心から対立してしまうこともあります。
伝えるのが苦手な人は、まずは、自分が何にモヤ
モヤしているのかを明確にしましょう。それが明ら
かになると、相手に「伝えるべき事実」がはっきり
してくると思います。そして、違和感が小さなうち
に伝えるようにしたいですね。気持ちの余裕がある
うちに伝えることも重要です。
また、これらを実行するためには、普段から自分
の思いや考えを簡潔に言葉で伝えることを心掛けま
しょう。言葉にする機会をたくさん持つことで、伝
える力が自然と上達します。
日本メンタルアップ支援機構 代表理事
大野 萌子
◇大野 萌子／おおの・もえこ
法政大学卒。一般社団法人日本メンタル
アップ支援機構（メンタルアップマネー
ジャ資格認定機関）代表理事、産業カウン
セラー、２級キャリアコンサルティング技能士。企業内
健康管理室カウンセラーとしての長年の現場経験を生か
した、人間関係改善に必須のコミュニケーション、スト
レスマネジメントなどの分野を得意とする。現在は防衛
省、文部科学省などの官公庁をはじめ、大手企業、大学、
医療機関などで年間120件以上の講演・研修を行い、机
上の空論ではない「生きたメンタルヘルス対策」を提供
している。著書に『よけいなひと言を好かれるセリフに
変える言いかえ図鑑』
（サンマーク出版）ほか多数。
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事業活動における賠償リスク、
事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補償します｡

ビジネス総合保険制度
ここがおすすめ

●会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブ
リを解消し、一本化して加入可能
●賠償責任（PL、
リコール、情報漏えい、サイバー、施設・事業
遂行等）
リスクを総合的に補償
●事業休業補償により災害に遭った際の事業継続のための資
金を確保
●全国商工会議所のスケールメリットによる割安な保険料水準
●保険会社の早期災害復旧支援により事業継続を後押し
●保健所等指示による新型コロナウイルスの消毒費用および
消毒に伴う営業休止にかかる損失を補償
商工会議所の
保険制度HP

https://hoken.jcci.or.jp

制 度 運 営

日本商工会議所

お問い合わせ先

各地商工会議所

従来の
保険契約

保工
険事

険

PL保

商工会議所名簿

●本募集広告は概要を示したものです。補償の内容、対象業種、補償開始日は引受保険会社によって異なります。
ご加入にあたっては必ず
「重要事項説明書」
をよくお読みください。
●お見積り、
ご加入手続き、保険内容のご不明点は、
お近くの代理店または引受保険会社までご連絡ください。

補償

全国商工会議所

休
業
補
償

施設賠
償
責任保
険

モレやダブリが
ないか不安
・
ご契約手続きが
保険ごとに必要

ロナ
新型コ スも
ル
ウイ

機械保険

合
動産総
保険

財産補償

引受損害保険会社

ビジネス
総合保険制度

スッキリ!
・
補償の
重複がない!
・
ご契約手続きを
一本化!

東京海上日動火災保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社
三井住友海上火災保険株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
大同火災海上保険株式会社

商工会議所では、
本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、
お近くの商工会議所にお問い合わせください。
本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

さとみめもりー
（さとみ ななもり。・リットーミュージック・2,200円）

天正伊賀の乱
（和田裕弘・中央公論新社・968円）

推し、燃ゆ
（宇佐見りん・河出書房新社・1,540円）

兇人邸の殺人
（今村昌弘・東京創元社・1,870円）

変な家
（雨穴・飛鳥新社・1,400円）

12｜上野商工会議所ニュース 2021.9.5
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今月のおすすめの１冊
『災害とたたかう大名たち』

藤田達生著

KADOKAWA

定価1,870円
（税込）

地震、火事、水害、干魃、疫病。度重なる危機
に大名たちはどう立ち向かったのか。藤堂藩の記
録を中心に、その対応を読み解いていく。中でも
1854年の「安政伊賀地震」の迅速な対応の数々
には注目である。地震発生当日から藩領復旧に向
けて積極的に動いた藤堂藩、さすが我らがお殿様
と自慢したくなる話である。著者は、三重大副学
長藤田達生教育学部教授。「藩とは
何か」の続編にあたるこの新著は、
新型コロナウィルスの脅威に直面
する現代においても、生き抜くヒン
トを与えてくれている。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）
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月主な事務局行事

令和３年８月期

29 27 24 22 21 18 17

９・

（コミック・文庫除く）
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９月
７日・専務理事会議
８日・青年部例会（オンライン講演会）
日・記帳継続指導相談会
・青年部役員会
日・日商通常会員総会
・上野天神祭地域振興運営委員会
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
日・新型コロナワクチン職域接種開始
日・プレミアム付食事券 会議
日・生活習慣病健診
日・伊賀上野ＤＭＯ 推進ＰＴ会議
日・異業種交流懇談会
日・金融理財部会役員会

ベストセラー紹介

月
６日・商業後継者育成セミナー（第２回）
８日・専務理事会議
日・伊賀税務連絡協議会
日・青年部例会
日・東海ブロック中小企業相談所長会議
日・行政と交通運輸部会員との懇談会
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
～ 日・上野天神祭
日・異業種交流懇談会
日・県連ゴルフ大会

社会保険相談会

日
日

15 17

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

９月１日・
月６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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