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弊社は昭和58（1983）年11月に、旧上野市赤坂町で創業
しました。その後、平成７（1995）年に中瀬インター近く
の現在地に移転しております。各種生産工場やプラントを中
心に様々な業種のお客様に、機械やその部品及び消耗部材を
幅広く提供している機械工具商社になります。
これまで、常にお客様の立場に立ち、蓄積したノウハウで
様々な問題解決のお手伝いをして参りました。また、商社と
してカタチある商材を販売するだけでなく、付帯する工事な
ども手掛けていくため、建設業許可：機械器具設置を取得し、
工事実績を積み上げております。
これからも、お客様、社員、関係各社や地域の皆様から「い
い会社」と言って頂けるよう、精進して参りますので、何卒
よろしくお願い致します。

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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令和３年度第２回定例常議員会開催
令和３年11月29日
（月）、上野商工会議所ホールにおいて、定例常議員会を役員・常議員20名が参加し、開催い
たしました。令和４年度伊賀市への予算要望及び提言について、新入会員の承認について等の議事は、すべて承
認されました。
承認されました令和４年度予算等に関する要望書は、12月16日（木）、伊賀市長様・伊賀市議会議長様へ提出い
たします。

挨拶する田山会頭

会議の様子

第50回中経優秀経営指導員
堀

一貴

経営指導員

表彰

中小企業の育成と指導に尽力した経営指導員を表彰する「第50回中経優秀経営指導員」に、当所より堀一貴
経営指導員（相談・支援課

係長）が選出され、中部経済新聞社より表彰を受彰されました。

堀指導員は、これまでに「市民夏のにぎわいフェスタ」「伊賀の産業展」や青年部の事務局等を務め、中心市
街地の賑わい創出、会員企業の後継者育成業務等に尽力した功績が評価されました。おめでとうございます。

11月10日、中部経済新聞社様より表彰状が授与されました。
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令和４年度の政策・予算に関する三重県知事への要望

三重県商工会議所連合会

三重県商工会議所連合会（会長 種橋潤治）は、令和３年11月５日（金）三重県へ令和４年度の政策・予算に関
する要望を行いました。
当連合会からは県内の商工会議所の会頭・専務理事、16名が出席、三重県側は一見勝之知事をはじめ、島上雇
用経済部長他関係部局から13名が出席し、種橋会長が一見知事に要望書を手渡しました。

▲一見知事へ要望書を手渡す種橋会長

種橋会長は、県が感染防止対策と地域経済の再生等に尽力していただいていることに感謝を示すとともに、コ
ロナ禍にあって、
『事業と雇用を守る』そして『ポストコロナを見据えた挑戦』という観点から、令和 ４年度の
政策・予算に関して要望するとし、コロナ対策の柱は「感染拡大防止と経済活動の両立を図る」ことが重要で、
着実なワクチン接種と経済的苦境にある中小企業への強力な支援、コロナ収束が見通せる段階での観光や飲食に
おける思い切った消費喚起策を進めてほしい」と述べた。
さらに、
「ポストコロナを見据え、中小企業のビジネスモデルの転換やＤＸの推進、社会経済にとって大きな
転換となる2050 年のカーボンニュートラル実現に向けての取組支援」「コロナ禍での商工会議所の小規模事業者
等への支援体制の充実、強靭な県土づくりに資するインフラ整備の推進」などの要望を行った。
その後、一見知事から、コロナの検査体制や医療体制の充実を図ることや事業者支援にもしっかり取り組んで
いく等、きめ細かなコメントが述べられました。

▲一見知事と撮影

▲一見知事への提言・要望活動の様子
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会議所の動き
異業種交流懇談会 『視察研修』開催

10月25日㈪

異業種交流懇談会（岡田直也座長）の10月例会とし
て毎年恒例の視察研修を実施致しました。今回は多気
郡多気町の「一般財団法人ふるさと屋」へ18名が訪問
させていただきました。
「ふるさと屋」では、この地
域の丹生で江戸時代末期に活躍した西村彦左衛門さん
の生家を拠点に地域の宝物である地域資源（立梅用水
の歴史・文化・地域用水機能など）を活用した地域づ
くり事業を実践されています。当日は理事の方から当
時の様子や立梅用水が完成されるまでの歴史を紙芝居
でご説明いただきました。また、再生可能エネルギー
（小水力＋太陽光）を活用して、地域住民による「子供・
老人の見守り」や「獣害パトロール」に活用されてい
る電気自動車コムスの試乗もさせていただき、当地域
のまちづくりについて学ばせていただきました。
その後、日本最大級の商業リゾート「VISON（ヴィ
ソン）
」を見学させていただきました。また、懇親会
では「鄙茅」にて当施設が出来た経緯等のお話を聞か
せていただきながら、お食事をさせていただき、会員
一同親睦を図ることができました。
本会は企業の中心を担う若い会員が集い、毎月の例
会を通して経営感覚を高め合うことで、
「相互の連携

を強化することにより、企業経営の円滑化及び活性化
に寄与し、もって地域経済の振興に資する。」という
目的のもと活動しております。現在23名の会員が参加
しており、新規の入会も随時募集しております。入会
ご希望の方は、上野商工会議所異業種交流懇談会事務
局（TEL0595-21-0527）までお問い合わせ下さい。

「ふるさと屋」にて

伊賀市商業後継者育成セミナー（第３回） 11月11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３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。
前回の講座では個店としてできる事を考え、本講座
サービス部会 『視察研修』開催

11月15日㈪

サービス部会では、２年ぶりに鳥羽市、多気町への
視察研修を開催し、30名の方にご参加いただきました。
最初に鳥羽市相差にある女性の願いを一つ叶えてく

「海女小屋はちまんかまど」にて
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ではまち全体として何ができるかについて、事例を交
えてご説明頂きました。グループワーク等も交えなが
ら、伊賀上野というまちとして価値を創出していくた
めにどんな取り組みが必要か、また阪急うめだに伊賀
上野として催事を出した場合どのような点が強みにな
るかも話し合い、今後の行動につながる鋭い投げかけ
となりました。

れるという神明神社（石神さん）参拝後、『海女小屋
はちまんかまど』で伊勢エビ・アワビなどの海鮮を現
役の海女さんたちに目の前で焼いていただきました。
陽気な海女のみなさんの普段の漁のお話や、かまどを
囲んでの踊りの披露などでおもてなしをいただき、楽
しいひと時をすごさせていただきました。
そ の 後、 今 年 ７ 月20日 に グ ラ ン ド オ ー プ ン し た
「VISON（ヴィソン）」を見学しました。東京ドーム
24個分の広大な敷地に、ホテル、日本最大級の産直市
場、薬草で有名な多気町にちなんだ薬草湯、地域食材
を生かした飲食店舗、オーガニック農園など、全68店
舗が集結するこれまでにない大型複合商業施設を快晴
のお天気の中散策しました。
久しぶりの視察研修という事で、部会員の皆様は顔
を合わせ楽しくお話することができ、有意義な一日と
なりました。

女性会だより 全国商工会議所女性会連合会第53回オンライン総会に参加
第53回全国商工会議所女性会連合会オンライン総会
が開催されました。全国356女性会から約3,800名が参
加され、当所女性会からも８名が上野商工会議所ホー
ルにて参加視聴しました。
今年度の全国大会は福島にて開催予定でしたが、新
型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、感
染拡大防止と会員の健康、安全面を第一に考慮いただ
き、
福島大会は次年度に延期されることとなりました。

「出席女性会紹介」を受ける参加メンバー

10月22日㈮

今回のオンライン総会では、初めての試みとして双
方向配信による「出席女性会紹介」や少数グループで
の「オンライン交流会」など参加型のプログラムが盛
り込まれており、出席女性会紹介では、参加女性会す
べての皆さまのお顔を順に拝見することができ、さら
にオンライン交流会では、江別・佐久・宇部・武雄の
女性会の皆さまと交流し、各女性会の活動を報告し合
うことができました。慣れないことで手探りながらも、
画面を通じて全国の皆さまとお会いしてパワーをいた
だき、有意義な時間を過ごすことができました。
記念プログラムでは、女性起業家大賞20周年記念受
講者講演、渋沢栄一に学ぶ「渋沢栄一POWER ！」の
記念講演、最後に「女性活躍・男女共同参画の重点方
針2021」と各地女性会への期待のメッセージをいただ
きました。
来年度の全国大会は、10/7-8に福島で開催される予
定となっております。コロナが一日も早く終息し、来
年こそ福島の地に全国の女性会が賑やかに集えますよ
う心より願っております。

青年部だより 11月例会「すごろくを作って学ぼうSDGs」開催！

11月10日㈬

Zoomによるオンラインにて、11月例会「すごろく
を作って学ぼうSDGs」を開催しました。
上野YEG会員のSDGsの取組みの最初のきっかけと
して、コロナ禍でも開催が左右されないオンライン
ワークショップの形式からSDGsの本質を体感しまし
た。SDGsの17の目標についてディスカッションを行
い、オリジナルのすごろくゲームを制作しました。
制作したすごろくはWeb上で公開されるので、社
内研修や地域コミュニティ、家庭での子供とのコミュ
ニケーションとしてSDGsを楽しく学んでいきたいと
思います。
オンラインにてSDGsすごろくを進行する担当委員

『日本商工会議所青年部 第34回東海ブロック大会 豊田大会』に参加！ 11月11日㈭・12日㈮ 於：スカイホール豊田他
愛知県豊田市にて「第34回東海ブロック大会 豊田
大会」が開催されました。今年度は、来場者全員を対
象に抗原検査を実施するなど入念なコロナ感染対策を

記念式典の様子

講じた上での開催となりました。上野YEGからは西
出会長をはじめ、オンラインも含め16名が参加いたし
ました。
まず11日の会員総会において、次年度の東海ブロッ
ク役員案が承認されました。上野YEGより樋口信吾
君が副会長、志賀一鉄君が理事に選任され、翌日の記
念式典では両名が壇上にて紹介を受けました。
大会ではSDGsの理念の発信・普及をコンセプトに
掲げ、SDGsに関連した講演会や産業展のほか、各単
会の代表者によるグループディスカッションなどが実
施され、地域の持続的な発展に向けて企業人としてど
う取り組むべきかについて考えるための良いきっかけ
作りとなりました。
上野商工会議所ニュース
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交通についてのアンケート調査結果
交通運輸部会
交通運輸部会では、毎年旧上野市の道路状況について改善・要望していくことを目的に、今年度は令和３年５
月に部会員様・議員様等に「交通についてのアンケート調査」を実施致しました。
この結果を踏まえ、10月18日に交通環境の改善を要望するべく、国土交通省・警察・県・市のご担当者をお
招きして当部会員との懇談会を開催致しました。
※アンケートにて問題改善要望のあがった主な回答を列記します。
①小田町
→上野運動公園付近のセンターラインや横断
歩道の白線が薄いので危険な為、白線等引き
直して欲しい。
三重県伊賀警察署：
オレンジ色の線は今年度塗りなおしを予
定しています。横断歩道の薄い所も計画し
ています。
伊賀市建設部：
本年度第４四半期以降に予定する舗装修
繕事業に合わせて、区画線の標示復元を行
います。

この区間が特に薄い

①周辺図

②上野農人町
→上野農人町郵便局前、
時間帯指定標識 標識
管理番号（17-C03-002）標識が壊れている為、
標識を修理して欲しい。
三重県伊賀警察署：
警察本部から修理不可と回答があった
為、標識は撤去済です。

Ａ

②周辺図

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

③山出
→依那具山出線（県道688）勝因寺付近の坂
道の頂上。スクールバスの運行ルートでこの
区間大型車両との対向が出来なく危険である
為、子供の安全確保の為にもカーブミラーの
設置をして欲しい。
三重県伊賀建設事務所：
当該箇所のカーブは緩く、カーブミラー
を設置したとしても見通し確保は、困難で
あることから、付近の樹木伐採により見通
しの向上に努めています。

至 伊賀市街
対向が困難

R368

Ａ

至 名張市

③周辺図

④長田
→高倉方面へ下ってくると、左側から来る車
両が見えない為、危険である。Ｔ路の突き当
りにカーブミラーがあるが、修繕をしてほしい。
伊賀市建設部：
カーブミラーの鏡像調整及び周辺清掃を
実施しました。

至 岩倉大橋

Ａ

至 高倉大橋

カーブミラーはあるが、左側からくる車が見えない

至 R163長田交差点

④周辺図

⑤神戸
→国道422号線から分岐し新設された県道上
野名張線、浅野整形外科内科付近の交差点。
交差点の見通しが悪く、一旦停止しない車が
多い。事故も多く危険である為、点滅信号を
設置して欲しい。
三重県伊賀警察署：
交通量の観点や交差点に一時停止規制が
設置されていることから、点滅信号機の設
置はできません。神戸駐在所に情報共有致
します。

感知式に変更

見通しが悪く、一旦停止しない車両が多い

⑤周辺図
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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（10月分）のご案内

三重県リバウンド阻止重点期間による、飲食店への時短要請や消費者の外出控え等の影響により、売上が減少した県内の中
小法人・個人事業者等を対象に、県独自の支援金が支給されます。
対象事業者

★10月分は、９月末まで県の時短要請に協力いただいていた飲食店も以下の要件を満たせば支給対象となります。
（８・９月
分は支給対象外）
主な支給要件 （１）令和３年９月30日以前に、各事業を営むうえで必要な許可等を取得し、事業を営んでいること
（２）令和３年10月において、営業を行っていること
（３）令和３年10月の売上が、前年又は前々年同月比で30％以上の減少があること
※50％以上売上が減少している事業者は、国の「月次支援金」を併せて利用できます
支給金額 １事業者あたり以下の額を上限に、売上減少額（※）を支給。

中小法人等：10万円 ／ 個人事業者等：５万円

申請受付

※国の月次支援金の給付を受けた場合、国の月次支援金の給付額を控除した額

令和４年１月14日（金）まで

支援金に関するお問い合わせ

三重県地域経済応援支援金事務局 電話番号：059-224-2838
受付時間：平日の９時から17時 ※土日祝日、12月29日～１月３日を除く

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12月10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 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
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償却資産（固定資産税）申告のお願い
償却資産とは、工場や商店の経営者や駐車場・ア
パートを賃貸している人が事業のために使用する土
地・建物以外の有形資産をいいます。事業をしてい
る法人・個人に申告義務があります。
【対象者】 伊賀市内で事業を行っているすべての法
人・個人
【申告書の入手方法】 12月上旬に伊賀市課税課から
発送します。届かない場合はご連絡ください。
申告書と申告の手引きは伊賀市ホームページから
もダウンロードできます。
【提出方法等】 申告書に必要事項を記入の上、受付

「ノンアル、ローアル飲料がもたらす変化」
コロナ禍の緊急事態宣言によって全国の広いエリ
アの飲食店で、酒類の提供自粛が求められたことか
ら、酒類の代替えとしてノンアルコール飲料が売れ
ました。宣言は解除になりましたが、ノンアルコー
ルとローアルコール飲料の定着と拡大はこの先も続
きそうです。
アサヒビールが発売したアルコール0.5％の「ビ
アリー」は今年３月に地域限定で販売された後、６
月から全国の主要コンビニエンスストアやスーパー
で売られるようになり、新しいジャンルをつくった
ヒット商品となりました。従来のノンアルコール
ビールは、その製造過程にアルコールが介在しませ
んが、これは通常のビールと同じように酵母で麦芽
を発酵させた後、アルコール分を除去しているそう
です。
実は、こうしたノンアル、ローアル飲料のヒット
は米国では先駆けて起きています。ハイネケンやバ
ドワイザーのブランドで知られるビール会社アンハ
イザー・ブッシュ・インベブがノンアル、ローアル
飲料を発売し、売り上げを大きく伸ばしています。
消費者の健康志向の高まりや、そもそも酔うこと自
体が格好悪いとされる価値観が広まっていることな
どが背景にあります。
これまでノンアルやローアル飲料は、車の運転や
アレルギーの対策など、本当は飲みたいのに飲めな
くて仕方なく選ぶものでした。しかし製法の進化で
各段に味が良くなったことで、積極的に選んでもお
かしくない選択肢に変わったことも大きな要因です。
私も自宅でのオンライン飲み会など、時間制限の
ない会ではノンアルやローアル飲料を選ぶことが多

窓口に持参または郵送してください。
詳しくは伊賀市ホームページに掲載されている償
却資産申告の手引きをご覧ください。
URL：http://www.city.iga.lg.jp/0000004890.html
【提出期限】 １月31日（月）
【問い合わせ・提出先】
〒518-8501 伊賀市四十九町3184
伊賀市役所財務部課税課資産税係
☎22-9614 FAX22-9618
※締め切り間際は申告が集中するため、早めの申告
をお願いします。

いです。引き続き仕事もできるし、翌日のコンディ
ションも悪くならないからです。
さて、ノンアル、ローアル飲料のニーズが定着す
ると、世の中の消費スタイルはどのような変化が起
きるのでしょうか。まず飲食店はこれまでのお客さ
んに加えて「飲まない人」に対するメニューやサー
ビスの充実を迫られるでしょう。ノンアル、ローア
ル飲料も味が良くなったことで、お酒の代用品とい
う扱いから、一つの商品としてのジャンルへと変わ
るでしょう。「酒場」の在り方も、アルコールを摂
取するという目的は薄らぎ、よりコミュニケーショ
ンやグルメを追求する場へと変貌しそうです。
また「飲み」のシーン自体も広がりを見せるで
しょう。車の運転前もそうですが、スポーツの前や
最中、やや背徳感（はいとくかん）があった休日の
「朝飲み」「昼飲み」などが、癒やしの状況として注
目されそうです。また、社員食堂や学食といったこ
れまでアルコールがそぐわない場所でも状況によっ
ては許されるようになるかもしれません。
一方で、これまでは「酔った勢い」ということで
社会が許容していたことが許されなくなります。飲
み会では、飲まない人が混在していても楽しめる
ルールとマナーが形成されそうです。ノンアル、ロー
アル飲料の選択肢が普通になれば、飲み会嫌いの
職場の若者も参加してくれるようになるかもしれません。
日経BP総合研究所 上席研究員
渡辺 和博
◇渡辺 和博／わたなべ・かずひろ
日経BP総合研究所 上席研究員。1986年
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
分野、コンシューマ分野の専門誌編集部を経て現職。全
国の自治体・商工会議所などで地域活性化や名産品開発
のコンサルティング、講演を実施。消費者起点をテーマ
にヒット商品育成を支援している。著書に『地方発ヒッ
トを生む 逆算発想のものづくり』
（日経BP社）
。
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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６回「尾張藩の忍者」９月25日㈯配信
「尾張藩の忍者」要旨
三重大学大学院人文社会科学研究科修士課程 郷原 匠
本発表では、尾張藩に仕えた忍びについて検討を
行っている。特に「甲賀五人」と呼ばれた甲賀出身
の忍びに焦点を当て、先行研究を踏まえつつ、その
出自、設置期間、構成員、支配頭、給禄と格式、担っ
た職務といった制度面・職掌面からの考察を行った。
甲賀五人は延宝７年（1689）に、初代木村奥之助
の取り次ぎによって「御鉄砲打」として召し抱えら
れた。江戸期を通して、毎年甲賀から名古屋へ出仕
し、鉄砲稽古と年中行事「矢田河原鳥銃惣放」の職
務を担っていたとされる。享保８年（1723）には、
大和郡山藩への隠密業務も行っていた。
そして「御土居下忍び」
、
「和田孫八」
、
「柘植家」
といった尾張藩の他の忍びとの比較も行った。御土
居下忍びは門番や名古屋城の警備、和田孫八や柘植
家は参勤交代の御供を務めていたことが分かった。

これらの職務は江戸期における忍びの一般的な職務
であったことが、現在の定説となっている。
したがって鉄砲関係の職務のみに従事していた甲
賀五人は、尾張藩において一種の儀礼・象徴的存在
であり、あまり忍びらしい活躍は期待されていな
かったと思われる。近世忍者史においても特殊な位
置付けが可能となるから、今後も甲賀五人に注目し
ていきたい。

三重大学国際忍者研究センターだより
三重大学国際忍者研究センターの高尾善希です。
最近、四日市市生桑町の自宅から最寄り駅（近鉄四
日市駅）までの通勤手段を、バスから自転車にかえ
ました。理由のひとつは時間。バスで30分ほど、自
転車で20分ほどかかります。バスは駅までの行程が
大回りであるため、時間がかかるのです。自転車で
は近道の田圃道を通ります。もうひとつは風景。自
転車であれば、ときどき自転車をとめて、周囲の風
景をみることができます。晴れた日には田圃道から
青い鈴鹿山脈を眺めることができます。バスであれ
ば、住宅街をまわるので、あまり山脈が顔を出しま
せん。もうひとつの理由は匂い。季節によって田圃

の匂いを感じとることができま
す。私はあまり旅行をすることが
ありません。長距離移動が億劫に
感じられるということもあります
が、幼いころより、水溜まりや草
や木など、平凡なものをながい時
間眺めることがすきで、平凡というものに退屈しな
いたちなのです。アメリカのグランドキャニオンを
見物せずとも、身のまわりにも、それなりの彩りが
あり、感興があります。「うちの村にはなぁんもあ
りません」と仰る方もいますけれども、何もない地
域や人生なんてないと思います。

業務部
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40の巻

059−354−9971

令和
４年

2月20日（日）

【初級】午後1時から（検定時間は30分間）
【中級】午後2時10分から（検定時間は40分間）
【上級】午後3時30分から（検定時間は45分間）
会

場

ハイトピア伊賀5Ｆ（三重県伊賀市上野丸之内500）
ユイト
YUITO ANNEX
（アネックス
）
8Ｆ
（東京都中央区日本橋室町2-4-1 浮世小路千疋屋ビル）

第17回
申込期間

【お問い合わせ】上野商工会議所
【主催】上野商工会議所

〒518-0873 伊賀市上野丸之内500

伊賀学検定実施委員会

TEL0595-21-0527 FAX0595-24-3857

【後援】伊賀市・伊賀市教育委員会・伊賀市商工会・（一社）伊賀上野観光協会

（木）
令和４年１月６日
〜１月31日（月）

出題方法と出題範囲

四者択一
初級 50問（70％以上の正答率で合格とします。）
中級 100問（80％以上の正答率で合格とします。）
記 述 式
上級 50問（90％以上の正答率で合格とします。）

※上級問題は、漢字で明記出来るものは漢字のみを正解とします。

【出題範囲】…芭蕉・城・忍術・祭・文化財・歴史・文学・
芸術・自然・生活文化等「伊賀」に関する事柄全般
受験資格
学歴・年齢・国籍などの制限はありません。
※中級の受験者は、過去の検定の初級合格者に限る。
※上級の受験者は、過去の検定の中級合格者に限る。

受 験 料 ※受験料はすべて税込。
初級 1,500円（中学生以下は1,000円）
中級 2,000円（中学生以下は1,500円）
上級 3,000円

申 込 先

●〒518-0873 伊賀市上野丸之内500 上野商工会議所
e-mail : info@iga-ueno.or.jp
TEL.0595-21-0527 FAX.0595-24-3857
●〒519-1412 伊賀市下柘植723-1 伊賀市商工会
TEL.0595-45-2210 FAX.0595-45-5307

※必ず ①住所 ②氏名 ③年齢 ④連絡先 を明記してお申し込
み下さい。追って事務局から連絡をいたします。
※セミナー受講料、検定受験料は直接持参もしくは、銀行振込にて
下記の指定口座までお支払い下さい。振込手数料は、申込者にて
ご負担ください。

〔振込先〕銀 行 名：北伊勢上野信用金庫 上野営業部
口座番号：普通 ５２１５４９１
口 座 名：上野商工会議所
（ウエノショウコウカイギショ）

※セミナー受講料は当日までに、検定受験料は
1月31日㈪必着でお支払い下さい。
※駐車場に限りがありますので、なるべく公共
交通機関をご利用ください。

合格者の方には合格証
（賞状タイプとカードタイプの2種類）
をお渡しします。加えて、中級

合格者 合格者は1年間、上級合格者は伊賀学検定事業が継続している間、合格証を提示すると下記
特典 の11施設を無料で拝観することができます。
伊賀流忍者博物館・だんじり会館・史跡旧崇広堂・入交家住宅・旧小田小学校本館・
城之越遺跡・芭蕉翁記念館・蓑虫庵・芭蕉翁生家・伊賀上野城・伊賀市 ミュージアム青山讃頌舎
※芭蕉翁生家につきましては、令和4年3月31日（予定）まで改修工事のため拝観できません。

WEB申込はこちら

今回のみ

初級合格者にも
特典があります！
！
以下の施設を
無料で拝観することが
できます。

本検定は新型コロナウイルス感染防止対策を徹底の上、開催いたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止となる可能性がございます。

だんじり会館
芭蕉翁記念館
伊賀市 ミュージアム

青山讃頌舎

受験対策セミナー

令和４年 1 月29日
（土） 会場 ハイトピア伊賀3Ｆ（伊賀市上野丸之内500）
【初級】午後1時〜2時30分 【中級】午後3時〜4時30分

●

●

講

師 〈初級〉滝井利彰（建築家、伊賀市文化財保護審議会委員）
〈中級〉増田 雄（伊賀市議会議員・元伊賀市文化財保護審議会委員）
受講料 1,000円（初級・中級共）※税込

※セミナーにご参加の方は、1月28日㈮までにお申し込みください。
※東京会場でのセミナーの開催はございません。また、上級受験者対象のセミナーの開催はございません。

検定公式テキスト

※すべて税込

「伊賀学検定370問ドリル」
（1,100円）
●

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、及び検定申込窓口で販売しております。

●

DVD「伊賀学検定受験対策セミナー」
（1,500円）

「第12回伊賀学検定」の対策セミナー
（平成29年1月28日実施）
の模様を収録しております。購入を希望される方は、上野商工会議所までお申し込み
ください。※令和4年1月29日㈯開催のセミナーとは一部内容が異なりますので、ご了承ください。
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会員 ひろば
とも山

掲載事業所募集中！
！
あなたの会社やお店をPR致します！
！

営業時間：11：00 ～ 14：30

伊賀市上野東町2934 TEL 080-4221-0595
17：00 ～ 20：30 定休日：火水木 ※月は昼のみ

みなさん、こんにちは。
2021年６月から天神さんのおひざ元である天神商店街で中華そば屋を営業しております「とも山」と申します。
一番の目玉である中華そばは完全に自己流です。修行の経験はなく、ネット等をフルに活用し研究を重ね、オ
リジナルの中華そばを創作いたします。昔ながらの中華そばをベースに今のテイストをプラスしており、長時間
煮込んだ鶏と豚のダブルスープや手作りのチャーシュー・メンマをお楽しみください。
こだわりはすべてのメニュー（餃子・チャーハン・唐揚げ）が手作りというところで、人気メニューは半チャー
ハンセット（中華そば＋半チャーハン）￥1,000です。今後は地元のしょうゆを使ったメニューなど幅を広げて
いきたいです。
席数は７席でカウンターのみとなります。混雑時は席が限られるのでグループの方は同時入店を３名様までと
させていただく場合がございます。店前の予約表にお名前を書いていただきお待ちいただきますようお願い申し
上げます。

外観（天神商店街の外側で社務所の向かい）

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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半チャーハンセット￥1,000 （中華そば＋半チャーハン）

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

11/6（土）周辺 「伊賀上野まち百貨店」が開催されました！
コロナ禍でなかなか大々的な開催に踏み切れていなかった同事業ですが、11月より再開いたしました。
同事業は毎月第一土曜日を中心に自店の一部や駐車場、街の空きスペースなどを活用し、おすすめ商品、その日
限定のメニューやおもてなしなど自店でできる事を行うことで、まち全体を百貨店に見立て誘客する仕組みです。
今回は新たに、岡三証券前の軒下にインフォメーションセンターを設け、まち百貨店オリジナルマップの配布
や事業の説明、楽しみ方の指南を行いました。意外にも市外からのお客様が多く、商店からも普段と違う客層の
方が来られたという声もいただきました。

インフォメーションセンター

フジヤマミニマとオリジナルマップ

サワノ楽器店

会議所の新しい仲間です（令和３年６月８日～ 11月26日）
部 会 名
商
業
商
業
商
業
商
業
商
業
工
業
サービス
サービス
社会文化
社会文化
社会文化
社会文化

事 業 所 名
㈱盛香堂石田商店三重工場
古美術 山﨑
るーにーエンターテインメント
㈱東海セイムス伊賀小田店
ホームプラザナフコ伊賀店
大栄環境㈱
ブランニューカフェ
兼本亭
温故知新㈱
山中そろばん教室
上中整体
㈲ケイ・ティ・シー

代表者名
中山 亮介
山﨑 雅也
深山 朋香
北原 直仁
信近 和成
金子 文雄
大地三智子
兼本 政一
宮本 保之
山中 優美
上中 正次
小島 健次
社会文化 （一社）NinjaTag協会
荒木
崇
社会文化 坂口書道教室
坂口 真美
社会文化 Lilly art
森田めぐみ
社会文化 リラクゼーションサロンhanahana 高宮
華
社会文化 CP salon AQUA.RINO
木下麻奈美
社会文化 水野ヨガ教室
水野
誠
観
光 DE BRITO PASTEL
ARRUDA DE BRITO GUILHERME
観
光 オリビア
東瀬 純子
観
光 茶房 都忘れ
福谷 文男
観
光 Oufti Waffle
LY ANTOINE QUANG BINH
観
光 串処SABUROKU
皆川真一郎
観
光 ダイニングスナックあや
鎌内 良恵
観
光 AcｑuA
谷口
豪
観
光 中国料理 味神館
高橋 哲也
観
光 焼肉 南芳園
菊田祐太郎
観
光 港屋珈琲 伊賀店
古山 佳史
特別会員 若戎酒造㈱
重藤 邦子
特別会員 ㈱東海セイムス伊賀青山店
北原 直仁
特別会員 NARUMMY TAKEI
SALES TAKEI NARUMMY

上野商工会議所

会員の動き

（敬称略）

住
所
業
種
香料卸売
伊賀市安場字東赤坂1459-7
古物
伊賀市八幡町3295-1
（衣服、身の回り品）ネット販売 中国輸入
伊賀市服部町2-102-6
ドラックストア
伊賀市小田町262
小売業
伊賀市上之庄1533
伊賀市予野字鉢屋4713 三重中央開発㈱内 産業廃棄物処理業
飲食業
伊賀市緑ケ丘南町4408-2
飲食業
伊賀市緑ケ丘南町4408-4
伊賀市上野玄蕃町238
伊賀市三田1987

民俗技術の継承（衣食住の作り方による自己治癒力の蘇生）

伊賀市東高倉1064-3
伊賀市希望ヶ丘西5-4-6
伊賀市平野見能361-5
伊賀市上野鉄砲町2387-3

教養・技能教習業（書道） 小売業（美容）

そろばん教室
伊賀市服部町2-76 アブニール102 整体
コンサルタント業務
伊賀市朝日ヶ丘町171
イベント業務
伊賀市上野愛宕町1831-8
医療コンサル、講師
エステサロン
化粧品販売、フェイシャルエステ
伊賀市小田町230-1 福田ビル3F ヨガ教室
飲食（パステウ）移動販売
伊賀市千歳904-30
飲食店
伊賀市上野東町2934
喫茶
伊賀市上野忍町2470
ベルギーワッフル製造・販売
伊賀市上野車坂町680-51
飲食業
伊賀市久米町688-3
スナック
伊賀市平野清水631-13
バー
伊賀市上野東町2934
飲食店
伊賀市小田町236-1
飲食店（焼肉）
伊賀市四十九町1684-1
飲食店
伊賀市小田町256-1
清酒製造販売
伊賀市阿保1317
ドラックストア
伊賀市青山羽根200-2
通訳、翻訳
伊賀市円徳院1339-15
商工業者数

令和３年10月末会員数

組織率

2,618件

1,490件（内特別会員99件）

53.13%

上野商工会議所ニュース
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健康診断のご案内

本年も大変お世話になりました

実施期日
受付時間

令和４年２月14日
（月）
９：30〜12：00
生活習慣病健診・定期健康診断
実施会場 ゆめぽりすセンター２階大会議室
問い合わせ先 上野商工会議所
TEL 21‑0527 FAX 24‑3857
実施機関 一般財団法人 滋賀保健研究センター伊賀営業所
申込締切日 令和４年１月14日
（金）
379×168
詳細は折込チラシをご覧下さい。
全

国

商

年末業務12月28日
（火）
まで平常通り
年始業務１月４日
（火）より平常通り
（12月29日から１月３日までお休みさせていただきます。）

来年もよろしくお願いいたします
工

会

議

所

多様化・複雑化の傾向にある
「労災事故」から会員企業も従業員もお守りします。
うつ病による自殺、
過労死などによる

増加

労災認定件数が
1億円を超える

高額な賠償事例が

発生

短期間労働者、パート、
アルバイト、
派遣社員等

増加

非正規雇用労働者の
2014年
労働安全衛生法改正で

企業の安全配慮義務の

あなたの 会 社 が「業 務 災 害 補 償 プ ラン」に加 入してい れば !
会員企業には…

厳格化

資金繰りに影響を与えること無く、
高額な損害賠償金が支払い可能に!

従業員には…

パート・アルバイトを含む
全従業員を包括補償で安心!

業務災害補償プラン
●全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な保険料（一般加入と比べ約半額の掛金水準）
●労災賠償に備える
「使用者賠償責任保険」
を標準セット
●政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能

政府労災保険への加入が必要です
（使用者賠償責任保険は給付決定後の支払いになります）。

ロナ
新型コ スも
ウイル

補償

●派遣、委託作業者のほか、下請負人も補償
●政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患などの疾病（新型コロナウイルス含む）
や自殺などを補償

政府労災保険の認定を受けた場合に上乗せ補償を受けるプラン・特約に加入している場合。
なお、
厚生労働省HP(令和２年４月６日時点版)によれば、
労働者が新型コロナウイルス感染症
を発症した場合、業務または通勤に起因して発症したものであると認められれば、労災保険給付の対象となります。労災保険給付の詳細については、労働基準監督署にご確認ください。

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

商工会議所名簿

●一部の商工会議所では、
本プランを取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●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。

「部下の自主性を育てる声掛け」
「自ら考え、行動できる部下を育てたい」というのは、ど
この現場でも上に立つ人の重要な目標の一つです。そのた
めに、「あえて突き放して考えてもらう」「とにかく自信
を持ってもらうために一任する、褒める」をしがちですが、
実はどちらも逆効果になっていることが多いのです。
例えば、部下が何かを尋ねてきたときに「自分で考えろ」
との答えは、部下にしてみたら門前払いのような印象を受
けます。小さなことでも相談できることが仕事のモチベー
ションにもつながるからです。本人に考えさせるとして
も、どこまで把握できているのか、問題は何なのかを相互
理解するためのプロセスを大切にしましょう。回答が必要
な場合でも、それを明示する前に、部下がどう考えて行動
しようとしているのかを確認してからにすることです。緊
急案件でなければ、その上でヒントを与えましょう。面倒
なやり取りに思えるかもしれませんが、これを繰り返すこ
とによって自主性は育まれます。それを端折って方法だけ
を教えてしまうと、指示待ち人間が出来上がってしまいま
す。また、褒めることも大切なのですが、具体性のない賞
賛はかえって自信を無くさせてしまいます。よく新人から
相談を受けるのは、アドバイスを仰ぎたくて上司に相談し
ても「今のままでいいよ」と言われたり、自分の作成した
ものや、行ったプレゼンなどに対して「いいね」「良かった
よ」と言われたりするだけでは、かえって不安になるとい
14｜上野商工会議所ニュース 2021.12.5

引受損害保険会社

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（2020年10月補償開始）

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。

う事例です。何を認めてくれているのか分からないと、本
当は自分にきちんと向き合ってもらえていないのではとい
う不安が生まれてしまうのです。
「○○の部分が良かったよ」
「言葉の選び方が分かりやすくていいね」など、どの部分を
評価したのかを明確に伝える必要があります。
また、自信を付けてもらうつもりで「任せたよ」も危険
です。経験値と自信がある部下には効果的ですが、そうし
た人材はほんのわずかです。そうでない部下にとってはプ
レッシャー以外の何ものでもなく、かえってやる気を失う
という声が多く聞かれます。何をどう任せるのかを明確に
して、さらにフォローアップの体制があることを伝えましょ
う。いずれにしても、部下の現状を聞くという場を通して、
把握と相互理解を深めるステップがあることが自主性を育
てるためには不可欠です。
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。

アクサ生命は商工会 議 所と協力して健 康 経営を推 進しています 。

〜 さ ら に 企 業 を 発 展 さ せる た め に〜

業績向上・人材確保を実現する

健 康 経 営

労 働 人口の減 少により 、今 後 の 企 業は人材の 確 保 が 困 難になる事が 想 定され 、
生 産 性向上が 求められるようになります 。

健 康 経 営はそういった経 営 課 題を解決に導く取 組みです。
健 康 経 営 を 実 践 して 得 ら れ る 主 な 効 果
生産性向上(業績向上)

リクルート効果

4年で営業利益を5倍に伸ばした

採用応募者数が倍増している

企業があります。

企業があります。

健 康 経 営 は 、ア ク サ 生 命 が サ ポ ートし ま す！
健康経営アドバイザー

健康経営優良法人

充実したサポートツール

によるサポート

認定の申請まで

WEBアンケート

〈三重県には130名〉

サポート

職域健康セミナー

「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

お問合せ先

津営業所上野分室
☎

☎0595-24-1724
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令和4年上野商工会議所新年賀詞交歓会
テーマ

新たな年の新春を寿ぐ新年賀詞交歓会を、下記によ
り開催いたします。市内各界の皆様が一堂に会する年
賀の場とさせていただきます。会員の皆様どなた様も
ご参加していただけます。名簿作成の都合上、12月15
日
（水）
までに、お申込み下さい。

誰もが自分らしく
生きられる社会に向けて

日時

令和 4 年 1 月 22 日
14：00〜15：30（受付 13：30〜）
会場 上野フレックスホテル２階 「桜の間」
定員 150 名（先着順）
講師

法学者

日

令和４年１月５日
（水）
（受付）午前10時〜
（開会）午前11時〜11時45分終了予定
※粗飯をお持ち帰りいただきます。
会 場 ヒルホテルサンピア伊賀
伊賀市西明寺2756-104 TEL 24-7000
会 費 3,000円
申込先 上野商工会議所総務課
（TEL 0595-21-0527 FAX 0595-24-3857）

谷 口 真由美氏

お申込み・お問合せ
上野商工会議所

TEL21‑0527・FAX24‑3857

※定員に達した場合抽選となります。お電話、FAX でお申込ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で開催いたします。マスク着用、
会場入り口での手指消毒、検温のご理解ご協力をお願いいたします。

令和３年11月期

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

だんじり、おに

12

28 22 21 16
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12

今月のおすすめの１冊
『K 002

特集：琵琶湖400万年のいとなみ』

Knit-K発行（自費出版誌です） 定価1,430円（税込）

京都の小さな出版社から興味深い総合誌が届きま
した。特集が「琵琶湖400万年のいとなみ」
。琵琶湖

（上野文化美術保存会・500円）

聖域
（コムドット・やまと・KADIKAWA・1,430円）

私の見た未来

13

完全版

（たつき諒・飛鳥新社・1,200円）

スマホ脳
（アンダース・ハンセン・新潮社・1,078円）

１％の努力
（西村博之・ダイヤモンド社・1,650円）
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のことをさまざまな視点から深く学べる入門書です。
その中に、昔上野高校で地学を教え、伊賀で古琵琶
湖層の研究もされていた奥山茂美先生のことが紹介
されています。30年程前、大山田の河川でワニやゾ
ウの足跡化石が発見されたことで伊
賀と琵琶湖の関係が突如クローズ
アップされ、大きなニュースになりま
した。当時の調査の様子、そして現在
の研究に繋がる奥山先生の功績を知
ることのできる、大変貴重な1冊です。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

12

・１月主な事務局行事

（コミック・文庫除く）

29 24 22 19 18 14

月
３日・国土交通省中部地方整備局との意見交換会
７日・伊賀上野ＤＭＯ情報共有懇談会
８日・交通運輸部会視察研修
・青年部例会
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・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・伊賀市へ予算要望提出
日・伊賀学ジュニア検定（神戸小学校）
日・異業種交流懇談会
日・仕事納め
・女性会フラワーアレンジメント教室

ベストセラー紹介

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で開催いたします。マス
ク着用、会場入り口での手指消毒、検温のご理解ご協力をお願いいたします。

１月
４日・仕事始め
・年末調整相談会（～７日）
５日・新年賀詞交歓会
日・県連専務理事会議
・伊賀学ジュニア検定（青山小学校）
日・青年部新年会
・名神名阪連絡道路建設促進大会
日・伊賀税務連絡協議会
日・記帳継続指導相談会
日・伊賀学ジュニア検定（府中小学校）
日・新春講演会
日・異業種交流懇談会
日・伊賀学検定セミナー
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社会保険相談会

1

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

月 日・ 日
月５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）
10

１ 12

時

