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昭和47年11月に創業し、来年で50周年を迎えます。当社
は工業用・医療用ガスと溶接材料から商売を始めさせて頂き、
現在では伊賀・名張を主な営業エリアとして「モノづくり」
の盛んなこの地で高圧ガス・溶材関係・機械工具・工場設備
などお客様の生産に関
わる様々な商品をお届
けしております。
オリジナル商品とし
て工業用潤滑剤「ナック
ルーセン」を企画・販売
しており製造現場で長く
ご愛顧頂いております。
「伊 賀 か ら の 情 報 発
信」としてお客様の生産性・利便性を高める情報や商材を提
案し、ますます地域に特化した商品・サービスを提供させて
頂きます。
これからも社員一同、皆様のお力になれるよう精進して参
りますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、宜し
くお願い申し上げます。

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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上野商工会議所・伊賀市商工会
新型コロナワクチン職域接種を開始
上野商工会議所と伊賀市商工会は、会員事業所・会員事業所のご家族の方を対象に新型コロナワクチン職域接
種を上野フレックスホテルで実施し、第１回目接種（9月18、19、25日の３日間）で1,356名の方が接種されました。
当初８月中旬からの接種を予定しておりましたが、国からのワクチン配分が遅れ、９月中旬からの接種へと変
更になりました。また、接種希望者が想定数より少なかったため２次募集をさせていただきましたが、当初予定
していた接種回数を減らしての実施となりました。会員事業所の皆様には、日時等の指定についてご協力を賜り
厚くお礼申し上げます。
ワクチンは武田／モデルナ製で２回目は第１回目接種日から４週間後の同時間となります。お申込みいただき
ました事業所様、接種者の皆様は何卒よろしくお願い申し上げます。
ワクチン接種日
第１回目接種日 第２回目
9/18（土） 10/16（土）
9/19（日） 10/17（日）
9/25（土） 10/23（土）

挨拶する田山会頭

伊賀上野まち百貨店

次回令和３年11月６日
（土）開催！
！

城下町として栄えた三重県・伊賀上野。史
跡や歴史的な建物が現存し、長年の暮らしの
中で培われてきた街並みや商店、そして、そ
こに暮らす人々。
そんな伊賀上野のオリジナリティーに富ん
だお店、店主が開催する、月に一度のイベン
ト「伊賀上野 まち百貨店」。
まち全体を “百貨店” に見立て、毎月第一
土曜日を中心に、あっちこっちのお店が会場と
なり、いつもより少し特別なことが行われます。
お店ごとに企画する、イベント限定のメ
ニューやワークショップ、小さなマーケット
や工場見学など。ぜひ、店主との会話を愉し
みながら、お店を巡り、まちを歩く楽しさや、
伊賀上野の魅力を発見してみてください。
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接種の順番を待つ参加者の様子

伊賀市限定

おひとり様５，０００円分の

新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受けている市内経済の活性化と、今後のデジタル社会で便利に使える
マイナンバーカードの普及促進のため、以下の対象者に市内で使える地域振興券（1人につき5,000円分）を
先着50,000人にプレゼントします。

対象者

対象者
対象者
対象者

マイナンバーカードを
7月31日時点で
すでにお持ちの方
※転入した方は継続利用手
続きが必要です。

申込不要
申込不要
申込不要
申込不要

地域振興券
地域振興券
地域振興券
受取方法
受取方法
地域振興券
受取方法
受取方法

マイナンバーカードを12月28日までに
⃝市窓口で受け取られる方
⃝下記の申請方法③で申請される方
8月1日~10月10日（予定）まで
に上記の手続きをされる方

10月11日（予定）以降
に上記の手続をされる方

11月上旬に引換券(圧着ハガキ)を発送

11月15日（予定）～ 12月19日に地域振興券引換場所（上
野商工会議所、伊賀市商工会本所･各支所､一般社団法人伊賀
上野観光協会）で受け取り
※詳しくは引換券(圧着ハガキ)をご覧ください。

あとは
あとは
使うだけ♪
使うだけ♪
あとは
あとは
使うだけ♪
使うだけ♪

マイナンバーカード手続
きの時に窓口で受け取り

使用期限：令和４年２月28日
取扱店については、地域振興券の受け取りの際に一覧表をお渡しします。

マイナンバーカードの〈申請方法〉
①お手持ちの交付申請書を使ってスマホ・パソコン・
証明写真機･郵便でご自身で申請
②ショッピングセンターなどで開催する出張申請
サポート会場で申請
③本庁･支所などで開催する特設申請会場で申請に
必要な持ち物をそろえて申請

③の特設申請会場での申請に必要な持ち物のご案内と、申請
予約はこちら

申請コールセンター 0595-41-2355
（平日 午前８時30分～午後５時）

インターネット予約サイト
https://tmnc.task-asp.net/cu/242161/mnr

⃝新型コロナウィルス感染症対策のため、申請方法③特設申請会場と、マイナンバーセンター窓口（ハイトピア）での申請受付
を予約制とします｡
⃝申請予約は申請コールセンターへお電話いただくか､インターネット予約サイトから行ってください｡
⃝申請方法②出張申請サポート及び③特設申請会場の開設日程については、別途ホームページ、ケーブルテレビ等でお知らせし
ます｡
⃝特設申請会場の開設期間中は、本庁戸籍住民課での顔写真無料撮影サービスを中止します。
⃝申請方法①で申請される場合はカードの受取までに約１～２ヶ月を要するため、おおむね10月末までを目途に申請してください。

マイナンバーカードに関する問合せ
申請コールセンター

☎0595-41-2355

地域振興券に関する問合せ
伊賀市役所

商工労働課

☎0595-22-9669
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会議所の動き
金融理財部会 オンラインセミナーを開催

８月26日㈭

当所金融理財部会・東京海上日動火災保険
（株）の主
催により、
「３大ハラスメント防止～パワハラ・セク
ハラ・マタハラのリスクマネジメント～」をテーマに、
東京海上日動火災保険
（株）
本店広域法人部シニアマイ
スターの横山昌彦様を講師にお招きし、オンラインセ
ミナーを開催しました。

講師のハラスメント防止コンサルタント

横山昌彦様

近年、精神障害による労災請求件数が過去最高水準
を更新する中、最も多い原因はパワハラを含む対人関
係です。令和２年に労働施策総合推進法、男女雇用機
会均等法、育児・介護休業法等が改正され、セクハラ・
マタハラに関する対策強化と併せて、事業主に令和２
年６月（中小企業は令和４年３月末まで努力義務）よ
り、パワハラ防止の措置義務が課されています。
今回、コロナ禍においても安全・安心に実施できる
部会事業をということで、初めてオンラインでのセミ
ナーを企画いたしました。当日は、Zoomを活用して
講師に東京より配信いただき、会員事業所様を中心に
35事業所38名の方にオンラインにて各事業所で受講い
ただきました。具体的な事例等をあげて分かりやすく
解説いただくことにより、３大ハラスメントについて
の理解を深め、具体的な対策方法等について学んでい
ただくことができました。

青年部だより ９月例会『YES！ウェルネス～健康の原点は免疫力とメンタル～』開催

９月８日㈬

オンラインにて株式会社BESTS（ベスツ）様より
佐藤浩様をお招きし、９月例会『YES ！ウェルネス
～健康の原点は免疫力とメンタル～』を開催しました。
大学の駅伝選手やオリンピック選手にメンタル指導
されている佐藤様に、健康を保つための免疫力を高め
る方法として、運動・栄養・睡眠等のバランスの重要
性や、強いメンタルを持つための呼吸法や集中力の

向上のコツ等をレクチャー頂きました。学んだことを
活かし健康の維持と業務効率を図っていきたいと思い
ます。
今回はオンラインでは初めて一般参加者も募り、青
年部活動を知って頂く機会ともなりました。コロナ禍
で困難は多いですが、試行錯誤しながら地域活性化の
ためにも青年部活動を継続していきます。

講師の佐藤浩様

病は気から！心の健康を保つ秘訣を学ぶ

業務部
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059−354−9971

伊賀連携フィールド2021年度
2021年度前期市民講座第４回「藤堂藩伊賀者貝野家文書の研究」７月31日㈯配信
「藤堂藩伊賀者貝野家文書の研究」要旨
三重大学国際忍者研究センター准教授 高尾善希
この講座では、伊賀国伊賀郡才良村（ざいりょう
むら）の貝野家文書の内容を紹介した。同家文書
は、三重大学国際忍者研究センター、および、三重
大学大学院人文社会科学研究科地域文化論専攻の忍
者学コースの大学院生とともに調査を実施した。貝
野家は代々藤堂藩伊賀者を拝命し続けた家であり、
その歴史は、慶長期から幕末・明治期にまで及ぶ。
同藩の伊賀者は家が定まらず出入りが頻繁であり、
貝野家のように途切れることなく勤め続けた家は珍
しい。いっぽう、貝野家の家系を調べてみると、伊
賀国山田郡喰代村（ほうじろむら）などの忍者とし
ての由緒の家、豊味（見）家・田中家・長（永）井
家・百地家などと家系が結びついていることがわか
る。貝野家には由緒書類が複数残っている。とりわ

け「伊賀忍流儀伝来由緒」という書類を藩に提出し
ており、伊賀国全体の忍者の由緒と貝野家の由緒と
を関連付けて述べている。このように、職歴といい、
家系といい、そして、由緒の古さといい、貝野家は
藤堂藩伊賀者の中において特別な家であったのでは
ないか、と考えられる。今後は、藤堂藩伊賀者の中
での家の個別性の検討、あるいは、他藩などとの比
較において、藤堂藩伊賀者の理解を深めていきたい。

三重大学国際忍者研究センターだより

38の巻

三重大学国際忍者研究センターの高尾善希です。 （ZOOM）で聞き取りをして、その編
今回は、大学教員らしく、本（拙著）の紹介をいた
集者の方がそれをもとに文章にする、
しましょう。
という形式で書かれました。その編集
私含めて六人で書いた『新説の日本史』
（SB新書） 者の方に、ZOOMという便利なシステム
という新書です。SB新書というのはSB（ソフトバ
をお教えしたのは、他ならぬ私です。
ンク）クリエイティブ株式会社の出している新書で
その編集者の方は優秀な方でしたので、聞き取り
す。題名で「新説」と派手に謳っていますけれども、 だけで、しっかりとした文章にしていただきました。
「前から言われているけれども一般には知られてい
優秀な編集者の方がいれば、の話ですが、こういう
ない説」
「研究者として個人で考えている説」も含
形式での「執筆」も便利ですね。
みます。
古代から近現代まで、各時代の章立てになっ
私の担当は「江戸」の章です。都市江戸の成り立
ており、通史形式になっています。
ちや、徳川時代の身分制度の話を書いています。書
この本は、著者たちが実際に筆をとって書いたの
店や図書館でぜひ手にとって御覧いただければと思
ではありません。編集者の方が各研究者にオンライン
います（ほんのすこし、忍者の話も出てきます）。

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

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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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

三重県地域経済応援支援金（８・９月分）のご案内

令和３年８月の三重県まん延防止等重点措置および三重県緊急事態宣言発出に伴う飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の
要請に伴い、特に厳しい状況にある県内の中小法人・個人事業者等の事業継続を支援するため、支援金を支給します。
対象事業者

三重県内に本店又は主たる事業所を有する中小法人・個人事業者等であること

（注）三重県による休業・時短要請の対象となる飲食店や大規模集客施設及びそのテナント等は対象外。
主な支給要件

令和３年８月・９月、それぞれの売上が、前年又は前々年同月比で30％以上の減少があること

支給金額

令和３年８月・９月、それぞれの月において、売上減少率に応じて１事業者あたり以下の額を上限に、各月の売上
※
減少額から国の月次支援金の給付額を控除した 金額を支給。
※売上減少率50％以上で、国の月次支援金の給付を受けた場合

申請受付

令和３年10月上旬

開始予定
※本制度の最新情報については、三重県ホームページをご確認ください。

間もなく締切！

令和３年度
伊賀市事業継続応援給付金
申請受付中

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前々
年（2019年）同月比で30％以上減少している従業員数が
20名以下の事業者を対象に応援給付金を支給します。
令和２年度伊賀市事業継続応援給付金、持続化給付
金（国）
、三重県飲食店･取引事業者等事業継続支援金
を受給された方も申請可能です。
給 付 額 20万円（定額）※１事業者につき一回限り
申請期間 令和３年10月29日
（金）
まで
※当日消印有効
申請方法 郵送での申請（原則）商工労働課まで 申
請書は伊賀市ホームページからダウンロー
ドしてください。
主な要件⃝2019年３月以前から事業による事業収入
（申請対象月の前々年同月の売上高が20万
円以上あること）を得ており、今後も事業
継続する意思があること。
⃝令和３年３月～９月のいずれかの月の売上が、
前々年同月比で30％以上減少していること。
⃝確定申告等を行っていること。
詳細については、伊賀市ホーム
ページをご覧ください。
⇒「応援給付金」と検索
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伊賀市店舗改装促進事業補助金をご活用ください

店舗に訪れる市民や観光の皆さまが、安心して利用できるよう、新型コロナウイルス
感染症の「新しい生活様式」に対応するために実施する店舗の改装工事等の一部を補助し
ます。
補助対象者 主な補助金の交付対象者の条件
⃝市内に事業所等を有する個人又は法人。
⃝宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業（理容・美容・浴場業等）・娯楽業を
営む来店型の店舗で、マスクを外さないとサービスを受けることができないと想定さ
れる店舗を有する者。
⃝フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。
補助対象事業 新型コロナウイルス感染予防等を目的とし、「新しい生活様式」に対応す
るために実施する工事等で施工業者又は販売事業者に発注して実施する事業。
⃝衛生環境を整備するための改装工事 ⃝外気との換気を向上させるための改装工事
⃝密集や接触を回避させるための改装工事
⃝備品等の設置、市長が必要と認める工事
例）客間の間仕切り工事、つい立設置工事、換気扇の新設及び増設、トイレ洗面台の
自動水栓化、手指の消毒設備、網戸設置、キャッシュレス機器の設置、Wi-Fi環
境の整備、テイクアウト・デリバリー等店舗内改装工事など
補助内容 《補助率》 補助対象経費の４/ ５
《補助限度額》 30万円（上限）
《応募期限》令和3年10月29日（金）まで
申請方法 郵送での申請 商工労働課まで（〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地）
申請書類は伊賀市のホームぺージからダウンロードできるほか、市役所、上
野支所を除く各支所、上野商工会議所、伊賀市商工会でも配布しています。
※詳細については、伊賀市ホームページをご覧ください。⇒「店舗改装」と検索

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」
事業主の皆様へ 労働保険の成立手続きはおすみですか？
１人でも労働者を雇ったら、労働保険の加入が必要です

厚生労働省では、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」として全国で集中的に取組み、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（
「労災保険」と「雇用保険」の総称）は政府が管理し、運営する強制保険です。
農林水産業の一部を除き、労働者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ら
ず加入が法律で義務づけられています。
労災保険（労働者災害補償保険）とは、労働者が業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通
勤が原因で負傷、病気になった場合や死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な給付を行い
ます。また、社会復帰促進などの事業も行っています。
雇用保険とは、労働者の失業や雇用の継続が困難となった場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、
再就職を促進するため必要な給付を行います。また、労働者の能力の開発や向上等の事業も行っています。
労働保険の加入手続きを怠っていると
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）。
【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。

消費税インボイス制度 10月1日から登録申請受付開始！
令和５年10月１日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。適格請求書発行事業者（登
録事業者）のみが適格請求書（インボイス）を交付することができます。
「インボイス制度」ってナニ？
▪売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付しな
ければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。
▪買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事業者から交付を受け
たインボイスの保存等が必要となります。
インボイスってナニ？
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」
に「登録番号」
、
「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
【インボイスの記載事項】
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④税率ごとに区分して合計した対価の額
（税抜き又は税込み）及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
お問合せ
⃝インボイス制度に関する一般的なご相談は、軽減・インボイスコールセンターで受け付けております。
【専用ダイヤル】0120-205-553（無料）【受付時間】9：00 ～ 17：00（土日祝除く）
⃝インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ（https://www.nta.
go.jp）の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
上野商工会議所ニュース

2021.10.5｜7

会員 ひろば
HANABI苑

たばりき

掲載事業所募集中！
！
あなたの会社やお店をPR致します！
！

伊賀市上野丸之内38-23 共同ビル1F
TEL0595-51-8815
営業時間 8：00 ～ 14：00 17：00 ～ 22：00
定休日 水曜日

ハイトピアから図書館に向かう途中に2021年３月、オープンしたHANABI苑です。
HANABI苑では㈱MITの代理店として、PHMB除菌液の販売、除菌、抗菌施工空
間除菌の相談を賜っております。伊賀市の補助金を利用したコロナ対策の抗菌施工も
多数実施してます。ちょっとした？をユーザー様と一緒に解決出来る様努力してます。
たばりきでは、8：00よりモーニングセット 名古屋コーチンの卵かけご飯、トース
トモーニング￥400、11：00よりランチサービス￥650
緊急事態宣言の解除を待ってメニューを増やしてお待ちしてます。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和３年８月末会員数

組織率

2,618件

1,481件（内特別会員97件）

52.86%

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

＜生命共済制度＞ 令和２年度配当金お支払いについて
令和２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２年度利益配当金額（令和２年７月１日～令和３年６月30日）（Ａコース
保険年齢

月額掛金

配

保険年齢

月額掛金

１，４８０円

３，５６５円

72歳男性

３，９２１円

１４，６８０円

72歳女性

２，５３３円

８，４３１円

61歳~65歳男性

２，３９０円

７，７８８円

73歳男性

４，２７２円

１６，２６０円

61歳~65歳女性

１，７４４円

４，８７９円

73歳女性

２，７２５円

９，２９６円

66歳~70歳男性

３，０８７円

１０，９２５円

74歳男性

４，６５４円

１７，９８０円

66歳~70歳女性

１，９９４円

６，００５円

74歳女性

２，９３１円

１０，２２３円

71歳男性

３，６８１円

１３，５９９円

75歳男性

５，０７６円

１９，８７９円

71歳女性

２，３７９円

７，７３８円

75歳女性

３，１５０円

１１，２０９円

15歳~60歳
（男女同一）

当

金

普通死亡保険金100万円当り）
配

当

金

※上記配当金は12か月保険料をお支払い頂いた場合の金額です。
※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20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。

無料税務相談会のご案内

年末調整説明会のご案内

税金・会計のことでお悩みの人は、お気軽にご相談
ください。

上野税務署法人課税部門統括官を講師に迎え、下記
の通り開催いたします。コロナ対策及び会場の都合上、
参加人数を制限させていただきます。

開催日時・場所
⃝令和３年11月13日
（土） 13：30 ～ 16：30
名張産業振興センターアスピア４階 会議室C
（税を考える週間行事）
⃝令和３年12月11日
（土） 13：30 ～ 16：30
ハイトピア伊賀３階 セミナールームA・B
対象者

伊賀地域に在住・在勤の方
＊予約優先（1人当たり30分程度）

申込先・お問合せ先
東海税理士会上野支部
☎0595-51-0932（午前９時～午後３時）
＊水・土・日曜日・祝日を除く
ホームページ http://www.ict.ne.jp /~zei-ueno/
感染症対策
①必ずマスク着用でご来場ください。
②当日、検温とアルコール消毒を実施しますので、
ご協力の程お願い致します。
③コロナ感染症の状況により、中止する場合があり
ます。

【名張会場】
参加人数 各部50名（先着順）
日
時 令和３年11月16日（火）
午前の部10：00 ～ 12：00
午後の部14：00 ～ 16：00
会
場 名張産業振興センター アスピア１階
（名張市南町822-2）
【伊賀会場】
参加人数 各部30名（先着順）
日
時 令和３年11月18日（木）
午前の部10：00 ～ 12：00
午後の部14：00 ～ 16：00
会
場 ハイトピア伊賀３階ホール
（伊賀市上野丸之内500）
内
容 「年末調整」等について
講
師 上野税務署 法人課税部門 担当官
受 講 料 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。他の方は、
2,000円。事前に申し込みが必要です。
申 込 先 （一社）伊賀法人会
TEL 24-5774 FAX 24-5796
上野商工会議所ニュース

2021.10.5｜9

令和３年度 伊賀ブランドIGAMONO
認定品と事業者が決定しました！

伊賀ブランド推進協議会では、４品の優良な伊賀産品とその生産等に携わる４事業者を令和３年度伊賀ブラン
ドIGAMONOとして認定しました。
認定品および認定事業者は、認定を受けた証として、認定ロゴマークを表示しています。IGAMONOの認知
度向上と伊賀のイメージアップを図るため、認定品を伊賀の誇る産品として、また認定事業者を伊賀を代表する
事業者として、全国や海外へ積極的にPRし、販路拡大や商品開発など新たな事業展開の創出をめざします。
※例年行っている認定証授与式は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。

令和３年度 伊賀ブランドIGAMONO認定一覧
7-001

伊賀牛炙り丼

ヒルホテルサンピア伊賀

伊賀市西明寺2756-104

7-003

TEL 0595-24-7000

伊賀牛にぎり寿し

越前すし

伊賀市緑ヶ丘東町770-1

TEL 0595-24-3690

伊賀の風土と暮らしがひそかに育んだ伊
賀流産品、伊賀の匠の知恵と技が結集し
た優良な商品たち、その栽培や製造加
工、モノづくりに専心する人々を含め
て、
IGAMONO（いがもの）と呼びます。
そのIGAMONOを伊賀の誇りとして認
定し、全国へPR・推奨します。
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7-002

明日晴茶

瑞雲ファーム

伊賀市比自岐3153

7-004

TEL 070-1643-7093

伊賀 とよさ豚

とよさ

伊賀市市部2594番地

株式会社

TEL 0595-74-3410

伊賀ブランド推進協議会 事務局

⃝伊賀市商工労働課
伊賀市四十九町3184 ☎0595-22-9669
⃝上野商工会議所
伊賀市上野丸之内500 ☎0595-21-0527
⃝伊賀市商工会
伊賀市下柘植723-1 ☎0595-45-2210

公式ホームページ

「370問ドリル」改訂版を発売しました！
平成18年から実施しています「伊賀学検定」の公式テキスト「370問ドリル」
の改訂版（第六版）を10月１日に発売しました。５年ぶりとなる今回の改訂では、
問題文の一部差し換えの他、付録のエリアマップも最新の情報にアップデートさ
れました。上野商工会議所窓口の他、伊賀市内の書店（井筒屋書店・岡森書店・
コメリ書房）、だんじり会館（伊賀上野地場産買物処）でお買い求めいただけます。
（1100円・税込）
なお次回の「第17回伊賀学検定」は、来年２月の開催を予定しています。皆様
の挑戦をお待ちしております！
オレンジ色の表紙が目印です
よりもさらに高齢の「ハイシニア向け」のジャンル
が登場してきそうです。例えば「衣」の分野では、
着脱が楽で汚れやしわにも強く、軽くて扱いやすい
ものなどが必要になるでしょう。これまで作業着の
店として知られていたワークマンが若い女性向けに
「おしゃれ」を加味してヒットしたように、ハイシ
「老化制御で現実味を帯びる『人生100年時代』」
ニア向けに、機能性だけではない「何か」を加えた
世界中が新型コロナウイルス感染症に立ち向かっ
衣料も出てきそうです。
ている一方で、医療分野で注目されている動きの一
また、「食」の分野では栄養バランスはもちろん、
つに「老化制御」があります。人間の細胞レベルの
あまり硬いものやかみ切るのに苦労しないもの、飲
研究が進んだこともあり、加齢による体の老化を人
み込みやすいものが求められるでしょう。例えば、
為的に遅らせようというものです。大ざっぱにいう
調理に時間がかからず、火を使わなくてもおいしく
と、古くなって機能が低下した細胞や、さまざまな
食べられるものなどが広まるでしょう。
要因で損傷した細胞が新しく健康なものに置き換わ
「住」の分野も便利で危険のない設計であり、運
るのを促進することで若さを保つ、という考えです。 動能力が衰えないように工夫された住まいが普及す
すでにこうした機能を持つサプリメントなどが世に
るでしょう。先に挙げたITやセンシング技術、AI
出ています。また、さまざまな運動法や栄養摂取な
の進化との応用で、生活しながら健康管理の情報を
どに関する研究も進化して、徐々に世の中に知られ
住宅が吸い上げて分析し、適切なアドバイスをくれ
始めています。こうしたことにより、寿命が延びて
たり、必要な関係先に連絡をしてくれたりするよう
人生100年時代も夢ではないといわれるようになっ
になると思います。
てきました。
全体として優しく穏やかな性質を持つモノやサー
世界保健機関（ＷＨＯ）が発表した2021年版の世
ビスが求められそうですが、より高齢化が進んでい
界保健統計によると、日本の平均寿命は男女平均で
る地方からの発想による商品開発が有効だと考えま
84.3歳（男性81.5歳、女性86.9歳）と、世界で最も
す。ハイシニア向け市場は、地方の中小企業に大
長くなっています。これが今後さらに10年以上延び
きなビジネスチャンスをもたらす可能性があるでしょう。
る可能性が出てくることになります。
日経BP総合研究所 上席研究員
多くの人の寿命が100年になると、どんな世の中
渡辺 和博
になり、どんなモノやサービスが求められるように
なるのか、興味が湧いてきます。日本は、世界の中
◇渡辺 和博／わたなべ・かずひろ
で高齢化先進国なので、ここで開発された高齢者向
日経BP総合研究所 上席研究員。1986年
けのモノやサービスは、遅れて需要が高まる世界市
筑波大学大学院理工学研究科修士課程修了。
同年日本経済新聞社入社。IT分野、経営
場に広がっていく可能性があるといえます。今後テ
分野、コンシューマ分野の専門誌編集部を経て現職。全
クノロジーはますます進化するでしょう。例えば自
国の自治体・商工会議所などで地域活性化や名産品開発
動運転やドローン配送といった社会インフラ、情報
のコンサルティング、講演を実施。消費者起点をテーマ
通信ネットワークの高速化とAI（人工知能）など
にヒット商品育成を支援している。著書に『地方発ヒッ
応用範囲の拡大もあるでしょう。
トを生む 逆算発想のものづくり』
（日経BP社）
。
衣食住、それぞれの分野で従来の「シニア向け」
上野商工会議所ニュース
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上野天神祭は今年も規模を縮小して開催します
今年の上野天神祭は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、鬼行列・だんじり巡行は中止とし、規模を縮小しての
開催となります。

【開催日】 10月23日（土）、24日（日）

【関連行事】
◦だんじり展示（午前10時～午後４時）
：町のだんじり蔵付近
に、だんじりが展示されます。
◦鬼面展（午前９時～午後４時）
：上野相生町、上野紺屋町、
上野三之西町、上野徳居町にて
◦その他：お囃子の演奏、フォトコンテスト写真展示など

昨年のお囃子披露の様子

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、行事内容を変更する場合があります。最新
情報は、上野天神祭公式ホームページをご覧ください。

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

透明な螺旋
（東野圭吾・文藝春秋・1,815円）

変な家
（雨穴・飛鳥新社・1,400円）

織田信長の伊賀侵攻と伊賀衆の城館
（高橋成計・アメージング社・1,850円）

九十八歳。戦いやまず日は暮れず
（佐藤愛子・小学館・1,320円）

天正伊賀の乱
（和田裕弘・中央公論新社・968円）
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今月のおすすめの１冊
『祭時記 すばらしき三重の祭りと民俗行事』
北出正之著 月兎舎

定価2,750円（税込）

秋は、祭をイメージする季節。それは、やはり
伊賀の祭は上野天神祭の存在が大きいから。コロ
ナ禍により、全国各地で祭が自粛となり、三重県
も伊賀地域も例外ではない。
三重県生まれ・在住の著者が、郷土を愛するが
ゆえに撮り続けた祭事500以上。これらの伝統行
事を「過去のものとして置き去りにしてしまう」
ことのないように、という思いが全ての写真から
伝わってくる。神仏、自然への敬虔なる祈り。生
きていることへの高揚感、力強
さ、美しさ。脈々と続いてきた
三重の豊かな風土を、この写真
集から感じてみてください。
（※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９月期

30 26 25 23 23 20 18 16 15

・

（コミック・文庫除く）

月
５日・伊賀市プレミアム付食事券事業実行委員会 並びに
伊賀市地域振興券事業実行委員会
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・第３回専門スタッフ研修（オンライン）
・青年部例会
日・東海ブロック中小企業相談所長会議
・ 日・新型コロナワクチン職域接種
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・新型コロナワクチン職域接種
・ 日・上野天神祭ダンジリ行事
日・異業種交流懇談会
日・第３回専門スタッフ研修（オンライン）
日・県連ゴルフ大会

ベストセラー紹介

月
日・青年部例会
日・日本商工会議所青年部東海ブロック大会
日・記帳継続指導相談会
日・第４回専門スタッフ研修（オンライン）
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・異業種交流懇談会
日・第４回専門スタッフ研修（オンライン）

社会保険相談会

月６日・ 日
月３日・ 日

19 15

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）
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