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今月の表紙

〒518‑0841 三重県伊賀市上野恵美須町1606番地
TEL 0595‑21‑0128 FAX 0595‑21‑0129

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。

今月のTopics

弊社は本年８月に創業140年を迎えることができま
した。これもひとえに、皆々様の多大なるご支援の賜
物と心より感謝申し上げます。
創業以来、SS（サービスステーション）事業、燃
料配送事業、農業関連事業を中心に展開してまいりま
した。2014年には宅配水事業をスタートさせ、コロ
ナ禍のなかで新たな需要を見出した衛生用品とあわせ
て当社の事業部門となりました。2020年には有限会
社オートプラザミヤタと同じグループとなり、車検・
車販売・自動車保険も強化しております。
本年10月から「環境にやさしいクリーン燃料」で
あるGTL燃料の取扱いを開始しました（詳細は同封
のチラシをご確認ください）。現状では重機や発電機
の利用に限られておりますが、脱炭素社会への対応も
より一層意識して取り組んでまいります。
昭和シェル石油と出光興産との経営統合に伴い、当
社SSのブランドマークは「シェル」から「アポロステー
ション」へと順次変更してまいります。今後も変化は
続くと思われますが、末永く伊賀地域の発展に貢献で
きるよう精進していく所存ですので、引き続きご愛顧
を賜りますようお願い申し上げます。
【ホームページをリニューアルしました‼】
堀川商店 http://horikawa-shouten.co.jp/
オートプラザミヤタ http://www.ap-miyata.co.jp/
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規模縮小で上野天神祭を開催しました
10月23日
（土）
・24日（日）
に上野天神祭が開催されました。今年は天候に恵ま
れたものの、新型コロナウイルスの影響で規模を縮小し、だんじり巡行と鬼行
列は中止となりましたが、各町の蔵の前、駐車場でだんじりや鬼面を展示し、
お囃子を披露するなどして多くの人が見学に訪れました。また、神輿巡行や疫
病封じ祈願が行われました。
来年こそ盛大な巡行が出来ればと願っております。

菅原神社の神輿行列

だんじり会館へ搬入に向かう様子

ひょろつき鬼

リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会臨時総会
令和３年10月７日
（木）ホテルグリーンパーク津にて、市町長、市町議会議長、県議会議員、経済団体等約100
名が参加し、令和３年度リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会の臨時総会が開催された。
三重県商工会議所連合会（リニア中央新幹線建設促進三重県経済団体）を代表して、岩佐憲治副会長（亀山商
工会議所 会頭）が出席、来賓挨拶をいたしました。
挨拶に立った岩佐副会長は「県内の経済団体はもとより、三重及び奈良、さらには、東京・大阪間のリニア沿
線の経済団体など、多くの皆様と連携し全線開業に向けた活動を展開している。特に名古屋・大阪間の整備につ
いて、三重・奈良ルートでの早期開業をめざし、亀山市を停車駅とした県内ルートの確定、リニアの効果を県内
全域に波及するための三重県交通ビジョンの策定と、ビジョンに即した交通インフラの整備促進などについて提
案・要望を行ってきた。今回、本期成同盟会において、中間駅候補地として亀山市が正式に提案されますことは、
長年リニア誘致に関わってきた地元会議所の会頭としても、「夢の実現に向けて、新たな一歩が踏みだされた」
という思いであり、非常に感慨深いとし、今後も事業推進に全面的に協力するとともに、リニアを契機とした地
方創生に向け、中長期的な展望に立った検討と、将来の三重県経済の活性化に皆様と共に取り組んでいく」と挨
拶された。
会議では、桜井亀山市長より、１月に本期
成同盟会にて、三重県内駅候補を亀山市とす
る決議を受け、３つのエリアで構成される亀
山東・南部地域の提案があった。また、三
重県からは、候補地案にかかる今後のスケ
ジュールについて、2022年夏頃に駅候補地域
を決議し、JR東海への要望をへて、最短で
2037年の開業予定となると説明があった。最
後にリニア中央新幹線の早期全線整備にむけ
挨拶をする岩佐副会長
た決議案を全会一致で採択し、
終了しました。 来賓・関係者他が参加した臨時総会の様子
（亀山商工会議所会頭）

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
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ぎゅーとらさん

会議所の動き
伊賀市商業後継者育成セミナー（第２回） 10月６日㈬
地域を支える商業者の育成を目的とする「商業後継
者育成セミナー」
（全３回）の第２回セミナーを開催
しました。
前回に引き続き、株式会社スークカンパニー
代表取締役の宇野新治様を講師にお招きし、
「人が集
まる魅力的な場のつくり方」についてご講演いただき
ました。
まず参加者には、「伊賀上野」というエリアの商圏
としての強みについて理解するため、グループで話し
合い分析を行っていただきました。歴史的・文化的価
値の高い風土や個性的な店主の人間味といった強みを
生かし、
顧客の心を豊かにする「たのしさ」
「やさしさ」
を前面に打ち出すことが商店を盛り上げるカギとなる
ことを、ワークショップを通じて学ぶことができまし
た。その上で、具体的にどのような売り場作りを目指
せば自店の魅力が多くの人に伝わるかについて、講師
から事例を交えてご説明いただきました。
次回（第３回）は11月11日
（木）19時から開催し、

人口減少やコロナ対策などの課題に対して、自店での
取り組みに加えて、街全体でどのような取り組みが必
要かについて考えていきます。

参加した商業者の皆さまによるワークショップの様子

食品工業部会 オンラインセミナー「Withコロナ時代の新しい接客術！」を開催しました

10月18日㈪

食品工業部会主催でオンラインセミナー「Withコ
ロナ時代の新しい接客術！」をZOOMと上野商工会
議所応接会議室でのハイブリット形式で開催しました。
講師に、Officeアイム代表の森川あやこ様をお招き
し、コロナ禍での接客業の表情や対応方法、顧客単価
を上げるポイントについてご講義いただきました。
当日の参加者からは、「興味、関心が持て今後に活
用できるものだった」「検温や消毒に協力して頂いた
お客様に感謝の気持ちを伝えることを改めて意識して
いきたい」などの感想が聞かれ、皆様熱心に聴講され
ました。
オンラインセミナー受講の様子

青年部だより 10月例会『補助金申請から学ぶ事業計画』開催

10月13日㈬

10月例会は「補助金申請から学ぶ事業計画」と題し、
中小企業診断士の橋本大輔様を講師にお招きし、補助
金制度の概要から申請方法、事業計画書作成の流れに
ついて講義を頂きました。
補助金はコロナ禍以前よりあるものや新たに制定さ
れたものなど多岐にわたります。補助金申請には事業
計画書は必須ですが、それに限らず企業の発展におい
ても有意なものとなります。事業の方向性の明確化や
自社の強みを意識することが重要であることを再認識
した例会となりました。

補助金申請のポイントを学び、経営力アップへ
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

「一日公庫（冬季特別相談会）」のご案内
この度、日本政策金融公庫による冬季特別相談会を下記のとおり開催させていただきます。公庫の融資担当者
が上野商工会議所に出張し、融資の相談会を実施しますので、ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
日
時
会
場
相談方法

令和３年11月22日（月）10：00 ～ 16：00（12 ～ 13時を除く）
ハイトピア伊賀３Ｆ 【上野商工会議所 応接会議室】
（三重県伊賀市上野丸之内500番地）
個別相談 【完全予約制】 参 加 費 無 料

ご紹介する融資制度の(例)
資金名
ご利用
いただける方

新型コロナウイルス感染症特別貸付

一般貸付

新型コロナウイルスの影響を受けて一時的な業況悪化を来
し、最近１ヶ月の売上高が、前年または前々年の同期と比 事業を営む方（ほとんどの業種
較して５％以上減少（注1）があり、中長期的に業況が回 の方にご利用いただけます。）
復し発展が見込まれる方

ご融資額
8,000万円以内（別枠）
（うち運転資金）

4,800万円以内

ご返済期間
設備 20年（５年）以内
（うち据置期間） 運転 15年（５年）以内

設備 10年（２年）以内
運転 7年（１年）以内

利率（年）

基準利率 ただし、6,000万円を限度として融資後3年
目までは基準利率－0.9％（注2）、4年目以降は基準利率

基準利率

＊
（注１） 業歴が３ヶ月以上１年１ヶ月未満の場合は、別途基準がありますのでご相談ください。
＊
（注２） 一部の対象者については、基準利率－0.9％の部分に対して中小企業基盤整備機構から利子補給を受
けることにより、当初の３年間が実質無利子となります。
お問い合わせ

上野商工会議所

中小企業相談所

TEL：21-0527

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11月19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 11月15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12月17日（金）
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伊賀連携フィールド2021年度
2021年度前期市民講座第５回「ここまでわかった忍者の文学史」８月28日㈯配信
「ここまでわかった忍者の文学史」要旨
三重大学人文学部教授 吉丸雄哉
2020・2021年には戦国の忍者研究が大きく進展
し、平山優『戦国の忍び』（2020・9）、岩田明広「戦
国の忍びを追う」（『埼玉県立史跡の博物館紀要』14
号、2021・3）
、和田裕弘『天正伊賀の乱』（2021・
5）といった優れた論考が登場した。戦国研究の専
門家によるこれらの論考は一次史料や信頼性の高い
二次史料のみをつかって考察する態度をとっている
のが特徴である。軍記・軍談・武辺話といった戦国
の記録はかならずしも事実を伝えているとは限らな
い。今まで忍者研究において事実だと認定されてい
た多くの二次史料が軍記（物語・小説）という扱い
をされて、厳しい目で検討されるようになった。こ
れに従って文学が扱う忍者の対象が広くなった。講
演では『太平記評判秘伝理尽鈔』から『太平記』に
描かれない楠木正成・恩地左近を紹介し、風魔小太

郎が軍記や随筆で認識されていたことを紹介した。
また、真田幸村が難波戦記物の実録体小説で大いに
活躍したことや、真田十勇士というくくりは立川文
庫よりあとの大正期に登場したことを説明した。
『太
平記評判秘伝理尽鈔』にもとづいて認識されていた
楠木正成像、『北条五代記』といった近世軍記で具
体的に認識されていた風魔小太郎、難波戦記物など
にもとづいて認識されていた真田幸村像、そして楠
木正成や真田幸村が駆使する忍者。これらは創作と
いってよいが、それが世間に広く受け入れられてい
たことも重
視すべきだ
ろう。

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。今日は「キン
肉マンと忍者と私」の話です。またわけの分からな
いことを書いていますが、キン肉マンです。キン肉
マンというマンガを知っている方は多いでしょう
が、まだ続いているのはご存じでしょうか？キン肉
マンの息子が活躍する「キン肉マン二世」のことで
はなく、1979年～ 1989年に連載されていた初代「キ
ン肉マン」が2011年から再開されており、画力もぐ
んと上がって週刊誌に連載されています。キン肉マ
ンの話だけでこれだけ字数を使ってしまいました。
では「忍者と私」はなんなんだというと、
「キン肉
マン」で闘う超人は、読者の応募で作られているの

がほとんどです。今でも「君の考えた
超人を大募集！」とあり、いい年した
私は、官製はがきに「伊賀出身の忍者
超人レスラー」を描いて送っています。
郷土愛です。しかしまったく採用され
ません。すでに「ザ・ニンジャ」というキャラクター
はいるのですが、彼は甲賀忍者です。
「サタンクロス」
という忍術を使う超人もいるのですが、「西洋忍術」
というちょっとよく分からない世界です。なんとし
ても伊賀忍者超人レスラーを登場させたい私は、夜
な夜な採用されない超人を書いては集英社に送って
いる、ただそれだけの話でした。

業務部
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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！
！

伊賀市上神戸4560-926
TEL 080-4225-1959

THUDOU
はじめまして。
「THUDOU」
（ツドウ）の
タチバナと申します。
大阪出身の身ですが、23年前にこの地（伊
賀）にて生活を始めました。こちらは空気も
キレイで人が住む所としてはとても良い地域
だと思い、残りの人生をこの地で…と思う今
日この頃です。
48年前にこの職種（カバン関係）に身を置
き、これからも生涯現役で働きたいと思って
います。現在、月曜から木曜は東大阪の「株
式会社ハーヴェスト」という会社に勤め、週
の後半を伊賀での活動という日々です。
自宅前にSHOPと作業場が有り、鞄教室や
「いがぶら」のパートナーとしての参加、ハ
イトピア３階にて月に一度「ワンコイン講座」
も開催させて頂いています。また「PLANT」
さんの駐車場で第一日曜に「いがコミ」にも
出店していますので、お気軽にお声を掛けて
頂ければと思います。

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和３年９月末会員数

組織率

2,618件

1,483件（内特別会員98件）

52.9%

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

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、消費税等の誤りやすい事例をはじめ実務
に役立つ情報を分かりやすく説明します。
日

会
内

時

令和３年12月２日（木）14：00 ～ 16：00（予定）

場 名張産業振興センター アスピア ４階 会議室D（〒518-0729
容 「わかりやすい会社の決算・申告の実務」について

講 師
受講料

名張市南町822-2）

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

事前に申し込みが必要です。
申込先 （一社）伊賀法人会 TEL 24-5774

FAX 24-5796

「聞き疲れを起こさないためのコツ」
相談業務をしている私は、よく「悩みごとを聞い
て、辛くなりませんか？」という質問を受けます。
その答えは「NO」です。もちろん、集中して相手
の話を聴くので、身体的にはとても疲れます。しか
し、心の内をうかがうことによって気をもらったり、
生きる本質を真剣に見つめ直すことができたりと
いったプラス面の方が圧倒的に多いので、“辛くな
る” ということはありません。
私に「辛くなりませんか？」と尋ねた人は、きっ
と相談を受けて身体的だけではなく、心も疲れてし
まうことがあるのでしょう。相手のために、問題解
決に向かうアドバイスを一生懸命に考えるからかも
しれません。誠実であればあるほど、苦しくなった
り、辛くなったりするのも当然です。
人から相談を受けて苦しくなるのは、悩みや苦し
さをあたかも「自分のこと」として捉えてしまうか
らです。これを「同感」といいます。「わかる、わ
かる。私もそう思う」という感覚です。例えば、仕
事で失敗して落ち込んでいるという話を聞き、自分
が仕事で失敗して落ち込んだときの感情を重ね合わ
せて反応します。相手のエピソードを通して、過去
の自分の感情をよみがえらせ、一緒になって感情の
波にのまれることになります。しかし、実際には同
じ気持ちであるはずはなく、建設的な関わり方では
ありません。さらに、自分の経験や知識の下に相談
してきた相手にアドバイスをしたくなるのです。
「成
長してほしいと願えばこそ」
「相談される頼れる上
司でありたいからこそ」気持ちも入ってしまい自分

目線になりがちです。例えるなら、川で溺れている
人を助けようと川に飛び込んで一緒に溺れてしまう
……というような状況です。お互い疲れ果ててしま
います。
では、どうしたらよいのかというと、「同感」せ
ずに「共感」すればいいのです。同感が「私もそう
思う」と聞き手主体になってしまうのに対し、共感
は「あなたはそう思うんだね」
「そうしたことがあっ
たんだね」と相手主体になります。共感の場合は、
聞き手の気持ちは基本無視です。人間なので、全く
感情が動かないということはありませんが、それで
も、自分だったら……とか、こうすればいいのに
……という気持ちは封じ、相手が何を訴えているか
に気持ちを集中させます。一見冷たい対応に思える
かもしれませんが、これこそが、相手を尊重する関
わり方なのです。
しっかりと純粋に相手の思いを受け止めるための
集中力は必要ですが、自分の気持ちと切り離してい
るので、引きずられて心が疲れることはありません。
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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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
随時取扱店を募集しています。要項・申込書・誓約書を上野商工会議所ホームページより
ダウンロードの上、お申込みください。
事業概要 マイナンバーカード普及促進のための取組として、マイナンバーカード取得者に地域振興券を発行し、
その地域振興券をご使用していただくことで地域経済の再生を図ります。

一人あたり１セット5,000円分配布（先着50,000人にプレゼント） 発行総額25,000万円（予定）
対 象 者

⃝伊賀市民でマイナンバーカードの交付を受けた人（すでにお持ちの方）
※転入された方は継続利用手続きが必要です。
⃝令和３年12月末までに申請された人
※マイナンバーカードに関する問合せについては伊賀市戸籍住民課 ☎︎0595-22-9645
地域振興券の配布額 １セット（商品券1枚500円10枚5,000円分）を配布（引換）
地域振興券の種類 １セット（10枚）には、２種類の券が入っています。
⃝共通券（４枚）
：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（６枚）：中小（大型店以外の店舗）・飲食店ほかで
使用できます。
引換・使用の流れ
【マイナンバーカードをすでにお持ちの方・10月10日までにマイナンバーカード申請手続きをされた方】
１．マイナンバー取得者へ「地域振興券 引換券」が届きます
発送時期（予定） 令和3年11月上旬
発送方法 所有者宛に郵送します
※10月11日以降にマイナンバーカードの申請をされる方は、地域振興券の受け取りは伊賀市役所窓口になります。
２．引換券を下記の引換場所へご持参ください
◆引換場所
上野商工会議所
伊賀市上野丸之内500 ハイトピア伊賀3Ｆ ☎0595-21-0527
伊賀市商工会【本所】
伊賀市下柘植723-1
☎0595-45-2210
伊賀市商工会【島ケ原支所】
伊賀市島ケ原4743
☎0595-59-2010
伊賀市商工会【阿山支所】
伊賀市馬場1128-4
☎0595-43-0014
伊賀市商工会【大山田支所】
伊賀市平田 950-1
☎0595-47-0321
伊賀市商工会【青山支所】
伊賀市阿保 570-1
☎0595-52-0438
一般社団法人伊賀上野観光協会 伊賀市上野丸之内122-4（だんじり会館内） ☎0595-26-7788
３．取扱店での地域振興券の利用期間 令和３年10月11日～令和４年３月31日【利用期限が延長されました】
※使用できる店舗には、ポスターやのぼりが、掲示してあります。
問い合わせ先

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

☎0595-21-0527

観光客向けマップ作成への掲載店募集

伊賀市中心市街地活性化協議会事業の一環として、観光客向けのマップを作成いたします。掲載を希望さ
れる事業所は、上野商工会議所「まちづくり課」（☎︎21-0527）までお申し込みください。
参加資格 下記項目全て該当する事業所
◦伊賀市中心市街地エリアで事業を営む ◦ホームページ等Webサイトを開設し定期的に更新している
◦電話等の連絡先を公開してもよい
参加費用 無料
参加締切 令和３年11月19日（金）
※応募多数の場合は、参加店舗を選定させていただきます。予めご了承ください。
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無料税務相談会のご案内
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。
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。

2023年版「企業ガイドブック」
掲載事業所募集！
昭和60年度から毎年発行しております「企業ガイド
ブック」を本年度も引き続き製作することになりまし
た。地元企業のPRと求人情報の提供による優秀な人
材の確保のため、是非ご掲載について検討賜りますよ
うご案内お願い申し上げます。
対

象

2023年春卒業予定の新規学卒者、伊賀地域
での就職希望者
発行部数 3,000部
配 布 先 近隣大学・短大生キャリアセンター、高校
生・高校進路課、2022年度伊賀市成人式等
発行予定 2022年３月上旬
掲載料（税込）
25,000円（１ペ－ジ Ａ４版）
8,000円（４分の１ページはがきサイズ）
※掲載の申込につきましては諸
準 備 の 都 合 上、12月10日
（金）迄に事務局までご一報下
さい。（TEL0595-21-0527）
写真は2022年版の冊子です

芭蕉路マップが設置されました！
今年度の伊賀上野灯りの城下町は新型コロナウイルス感染症の猛威と社会的情勢を鑑み中止と
いう苦渋の判断に至りました。その中で、本年15回目の開催となる「伊賀・大和街道 灯りの芭
蕉路」は長期的な視点でたくさんの方が訪れていただく準備としてイラストマップの改訂（菅原
神社から上野車坂町まで東西約１キロの範囲とその周辺にある商店や飲食店・名所・旧跡など）
と街道２箇所（上野新町の和菓子店「いせや」前・上野農人町の「イタリア料理チッタ」前）に
パネルを設置しました。令和３年10月21日
（木）には除幕式が開催され、灯りの芭蕉路実行委員会
を中心とした関係者・関係団体の方々がご参加されました。来年４月にOPEN予定となっている
芭蕉翁生家を始め、中心市街地の更なる振興につなげていきたいと存じます。
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令和３年度後期分会費納入のお願い
会員の皆様には、当所の事業運営に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
令和３年度後期分（年２回払いの事業所様）の会費につきまして、口座振替を利用されて

いる事業所様には、ご登録の金融機関より12月10日
（金）に引き落としをさせていただき
ます。

それ以外の事業所様には11月中旬より納付書振込用紙を送付させていただきますので、
期限までに納付くださいますようよろしくお願いいたします。
⃝商工会議所会費は、全額経費として損金計上できます。
⃝請求書の宛先など内容に誤り、ご不明な点などございましたら、お手数ですが下記までご
連絡ください。
お問合せ

令和３年10月期

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

伊賀学検定370問ドリル
（伊賀学検定実施委員会・上野商工会議所・1,100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）

私の見た未来

完全版

（たつき諒・飛鳥新社・1,200円）

イオンを創った男
（東海友和・プレジデント社・1,870円）

透明な螺旋
（東野圭吾・文藝春秋・1,815円）
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今月のおすすめの１冊
イオンを創った男 「人間」岡田卓也と『十章』を読む
東海友和著 プレジデント社

定価1,870円（税込）

イオンを創った岡田卓也とは、いったいどんな男な
のか。ダイエー・中内㓛氏、西友・堤清二氏につづく、
流通業界「第三の男」といわれ、そして、最後まで生
き残った岡田卓也の人間性と経営を読み解く。あまり
にも巨大であるがゆえに、もはやその全貌を知ること
が難しくさえある「イオン」
。そのイオンを創り上げ
た岡田卓也の根底にあったのは、常に変わらず、
「商
人であること」であった。大学生社長として走り回っ
た若き時代の姿から巨大企業の経営
者としての姿まで、生身の岡田卓也と
半生をともにした著者が語る。ベスト
セラー『イオンを創った女』
（影の創
業者・岡田卓也の実姉小嶋千鶴子評
伝）に相対する一冊。
（※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

（コミック・文庫除く）
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・

ベストセラー紹介

28 22 17

FAX24-3857

月
５日・県連・三重県知事への提言要望
６日・伊賀上野まち百貨店
９日・正副会頭会議
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（豊田市）
・伊賀上野ＤＭＯワーキング会議
・県連専務理事会議
日・伊賀市地域振興券引換開始（～ ／ ）
・記帳継続指導相談会
・サービス部会視察研修
日・指導員会議
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
・一日公庫
日・第４回専門スタッフ研修（オンライン）
日・常議員会

19

☎21-0527

月
３日・県連・国土交通省中部地方整備局との意見交換会
８日・青年部例会
日・ インボイス制度の概要と電子インボイス導入に向けた
実務対応講習会＆個別相談会
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・異業種交流懇談会
日・仕事納め

17

11

総務課

社会保険相談会

月 日
月１日・ 日

12

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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