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慶応元年創業の宮崎屋は、六代に渡り養肝漬を造りつづけ
て参りました。現在も明治時代に製作された大型木製樽にて、
こだわりのある発酵醸造をしております。
近年では漬物の枠を超え、養肝漬を使用したドレッシング
や、ベーグルまたアイスクリーム等
の新商品を発売して、世代や市場に
合った商品開発を行っております。
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紹介させていただいています。
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市長と会頭との懇談会を開催
令和４年２月４日
（金）ハイトピア伊賀にて、岡本市長、大森副市長をお迎えし、懇談会を開催しました。
当日は、田山会頭を始め正副会頭及び専務理事出席のもと、商工業や観光業を振興するための伊賀市としての
課題について話し合いがされました。
会頭及び副会頭からは、旧上野市庁舎のPFI事業、まち中へ観光客の誘導（地下道の整備）、忍者市を進める
ための構想や戦略、人口減少や空き家
対策、南部丘陵の開発、土地利用に関
する条例の見直し、名神名阪連絡道路
早期完成の看板設置や国道368号の早
期整備などの提案があり、和やかな雰
囲気の中、懇談会が進みました。
岡本市長からは、
「観光客や市民の
まち中誘導や、南部丘陵の開発など、
全てについて思いは同じ、積極的に進
めていくと共に、今後もこのような情
報交換を行い、商工会議所との情報共
有に努めたい」と述べられました。

連合三重

市長・副市長と懇談する田山会頭他副会頭

2022春季生活闘争に関する要請について

２月21日、
連合三重伊賀地域協議会

水岡議長より「2022

春季生活闘争に関する要請」が上野商工会議所であり、当
所の田山会頭、尾登専務理事が出席いたしました。
新型コロナウイルス感染対策とともに経済を再生してい
く過程においては、雇用の確保を大前提に社会全体で雇用
を維持・創出することなど、次の３項目について要請があ
りました。
１．中小企業に対する雇用維持・賃金改善などに向けた
支援について
２．すべての労働者の立場に立った働き方の見直しにつ
いて
３．すべての人が安心して暮らせる社会の実現に向けて

水岡議長からの要請を受け取る田山会頭

田山会頭からは、
「コロナの影響で賃金を上げる余裕がない企業が増えているのは事実であるが、反面、力の
ある企業は賃金アップをお願いさせてもらう。商工会議所として事業と雇用を守ることを最重要課題とし、労働
者の仕事と私生活の両立を願っている」との発言がありました。
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伊賀学検定＆伊賀学ジュニア検定 開催
市指定無形民俗文化財『伊賀のカンジョウナワ行事』には様々な藁細工が吊り下げられていますが、この中で
吊り下げられていないものは何でしょうか？（第17回初級問題より）
①タコ ②タイ ③ウマ ④シカ
２月20日、今回で17回目となる伊賀学検定を、ハイトピア伊賀・東京・伊賀市庁舎の３会場で開催しました。
初級48名、中級38名、上級22名の合計108名の方々が受検し、初級43名、中級36名、上級１名の方が合格しました。
芭蕉や忍者、歴史から雑学にいたる幅広いジャンルに加え、冒頭の『カンジョウナワ行事』に関連した問題な
ど、時事問題も出題されました。ちなみに、冒頭の問題の答えは④シカです。

初級

中級

上級

また、本年度は神戸小学校と青山
小学校を対象に「伊賀学ジュニア検
定」を実施しました。本年度は新型
コロナウイルスの影響で中止となっ
てしまった小学校も多かったもの
の、
受検いただいた子どもたちには、
楽しく真面目に伊賀のことについて
学んでいただきました。

神戸小学校

青山小学校

今後も「伊賀学検定」事業を通し、多くの皆様に地域の歴史文化への関心を高めていただく活動に邁進して参
ります。皆さまもぜひ「伊賀学検定」にチャレンジしてみてください。

星空と灯りのえいが祭

準備編

令和４年２月20日
（日）
にロケーションナヴィゲーター伊賀が主催する「星空と灯りのえいが祭 準備編」を開
催いたしました。
映画館がなくなってしまった伊賀市において映画の面白さやロケ地としての魅力を伝えるため、
伊賀市の様々な場所での継続開催を目指します。今回はまん延防止措置の発令中ということで岩倉峡キャンプ場
にて感染症対策を徹底した上で野外上映のテストを行いました。伊賀市役所観光戦略課が運営する観光まちづく
り企画塾が企画を担当し、関係者のみで様々な実証実験を行いました。２月の夜の野外ということで雪もちらつ
く中でしたが、
焚火を囲み映画を見るとても心温まる空間となりました。是非次回以降の開催にご期待ください。

巨大スクリーンに投影

NAVIGA 宮嵜慶一会長と市内在住映画監督 塩崎祥平さん
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会議所の動き
青年部だより ２月例会「令和３年度第２回臨時総会 及び 令和４年度出向者激励会」
第２回臨時総会及び、令和4年度三重県商工会議所
青年部連合会、東海ブロック青年部連合会、出向者激
励会を開催いたしました。
青年部規約の改定に伴い、臨時総会を招集しました。
内容としては委員会構成を変更し次代へ対応、より一
丸となれる体制作りに向けての思いで、無事に満場一
致で採決されました。
令和４年度は上野商工会議所青年部が三重県商工会
議所青年部連合会を主管します。それに伴い、会長と
して樋口信吾君、専務理事として廣田篤是君、魁塾委
員長として森川徹君が出向致します。東海ブロック青
年部連合会には志賀一鉄君が理事として、また樋口
君においては、日本YEGに三重県連代表理事として、
東海ブロック青年部連合会に副会長としてそれぞれ出
向致します。

２月10日㈭

出向者が決意表明をし、会員の共感を得、一丸とな
るために激励会を開催する事が出来ました。

次年度の抱負を述べる樋口県連会長予定者ら

令和３年度第２回三重県商工会議所連合会通常会員総会を開催
令和４年２月22日（火）

～令和４年度事業計画・収支予算を承認～

三重県商工会議所連合会（会長：種橋潤治）は、令和４年２月22日（火）都ホテル四日市にて、県内12商工会
議所の会頭・専務理事の出席のもと「令和３年度第２回通常会員総会」を開催し、令和４年度事業計画および収
支予算について審議し、満場一致で原案どおり承認されました。
種橋会長は、挨拶の中で、『まん延防止等重点措置』要請に際し、『取れるべき措置は期
間を集中して思い切って打ち出す、区域指定は生活圏の一体性に留意すること、地域経済
への影響を最小限に留めるために飲食店はもとより、幅広い分野の事業者への支援と協力
金の迅速な支給、着実なワクチン接種の推進』について強く要望したと述べ、さらに、今
後の中小・小規模事業者に対しては、事業継続の支援とともに、新型コロナが一定落ち着
いた状況で、飲食や観光関連事業者等の売上の確保・向上に向けた思い切った需要喚起策
が必要である。一方、ポストコロナを見据え、中小企業のデジタル化による生産性の向上
や事業再構築等の推進、さらに、社会経済にとっ
て大きな転換となる2050年カーボンニュートラ
ルの実現について、「ものづくり産業」
、「石油
化学系産業」にとって、産業構造の変革が求め
られるなどの影響が想定され、こうした動きを
将来に向けたチャンスとするためにも、他の地
域に先駆けて官民挙げて果敢にチャレンジして
いくことが大切、また、地域経済を支える道路、
港湾等の社会基盤整備を着実に進めていくことも重要で、特に、リニア中央新幹線については、一日も早い全線
開通に向けて積極的に要望活動を行っていきたいとし、令和４年度は「コロナ禍での事業と雇用を守る」そして
「ポストコロナを見据えた挑戦」の年、こうした時こそ、時代の変化を先取りし、様々な組織や人が連携し、知識・
技術を繫ぎ、世代を繫ぎ次代を担う若者に未来を繫いでいくため
の礎を構築する必要があると述べました。
総会終了後は、各副会頭もリモート参加し、経済産業省 産業
技術環境局 エネルギー・環境イノベーション戦略室長補佐 金子
周平氏を講師にテーマ『グリーン成長戦略について』の講演会を
開催しました。
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2021年全国そろばんコンクールを実施〈令和３年12月19日（日）〉
～全国の頂点を目指して～

2021年全国そろばんコンクール（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、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・教室において開催しまし
た。コンクールでは、小学校１年生の部から一般の部
までの121名が参加し、全国一を目指して大いに健闘
しました。
今回の上野地区最高得点者は、緑ケ丘中学校１年生
西村聡旭さんでした。おめでとうございます。
～各部門金賞１位のみなさん～
（写真左から）
☆小学校２年生の部 猪田彩月さん
☆小学校１年生の部 横山愛恵さん
☆小学校５年生の部 藤本桃百さん
☆小学校３年生の部

（写真右から）
☆小学校４年生の部
☆小学校６年生の部

西山誠剛さん
西山紗菜さん

☆中学校１年生の部

西村聡旭さん

☆中学校２年生の部

田尾泉澄さん

☆中学校３年生の部

山本陽菜乃さん

辻本詩乃さん

☆高校生・一般Ⅰの部
☆一般Ⅱの部

珠算能力検定試験

福永沙梨菜さん
宮本由紀江さん

１級合格おめでとうございます。

令和３年10月24日
（日）に開催された第223回珠算能
力検定試験において、上野東小学校４年生の西村昊原
さんが小学生で見事１級に合格されました。
これまで一生懸命磨かれたそろばん技術が発揮され
ました。
合格された西村さんには、日本珠算連盟上野支部支
部長北山先生より表彰状と記念品が伝達されました。
今後もさらなる技術の向上を目指して頑張ってください。

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

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…
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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6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、「三重県まん延防止等重点措置」に基づく営業時間の
短縮等への協力要請に応じて、令和４年１月21日から令和４年３月６日に要請対象となる飲食店の時短営業
等に全面的にご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４年１月21日㈮から３月６日㈰まで

主な支給要件
１ 対象地域内の飲食店であり、要請内容を遵守していること
２ 要請の期間中、対象地域内の全店舗において時短営業等に全面的に協力すること
※全面的に協力とは、要請の期間中、対象地域内の全店舗において、営業時間を20時（「あんしん み
えリア」認証店が21時までの時短営業を選択する場合は21時）までとしていただく（お客様にお帰り
いただく）等、全ての要請に応じていただくことをいいます。
３ 令和４年１月20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
４ 令和４年１月７日の時点で、通常の営業終了時間が20時（「あんしん みえリア」認証店が21時までの
時短営業を選択する場合は21時）を越えていること
５ 同一グループの同一テーブルでの利用を原則４人以下とすること
６ 【
「あんしん みえリア」非認証店の場合、又は認証店が20時までの時短とする場合】終日、酒類の提供
を行わないこと（持込含む）
支給金額 令和３年又は２年の１月～３月の１日当たりの売上高を元に算定
【中小企業】〈あんしん みえリア 非認証店〉
◦20時まで かつ 酒類提供なし…売上高に応じて３万円〜10万円／日
〈あんしん みえリア 認証店〉※あんしん みえリア 認証店はどちらかを選択
◦21時まで（酒類提供可能）………売上高に応じて2.5万円〜7.5万円／日
◦20時まで かつ 酒類提供なし…売上高に応じて３万円〜10万円／日
【大 企 業】 １日あたり売上高減少額×0.4（上限あり） ※中小企業もこの方式を選択可
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。
◦協力金の申請時には、時短営業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
写真が必要となりますので、ご準備をお願い致します。
★２月28日時点で公表されている情報を掲載しております。最新の情報は三重県HPをご確認ください。

「事業復活支援金」のご案内

新型コロナの影響で、2021年11月～ 2022年３月のいずれかの月の売上高が30%以上減少した事業者が対
象となります。昨年に一時支援金・月次支援金を受給されていない方は、申請時に登録確認機関による確認
が必要です。上野商工会議所では会員事業所を対象に確認を行っていますので、ご相談ください。
申請期限

令和４年５月31日
（火）

給 付 額 【中小法人等】 上限最大250万円

【個人事業者等】上限最大50万円

申請の流れ
① 事業復活支援金事務局ホームページから、アカウントの申請・登録（申請ID発番）
② 必要書類の準備（確定申告書、対象月の売上に係る帳簿、履歴事項全部証明書【法人】、本人確認書類【個
人】
、通帳、宣誓・同意書）
③ 事前確認の実施
④ ①で作成したアカウントにてマイページにアクセス
⑤ 必要事項入力、必要書類添付の上、申請
※一時支援金・月次支援金の既受給者は、改めての事前確認は不要です。以前の申請時に作成したアカウン
トにて、申請を始めることができます。
★詳しくは、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。
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https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

協会けんぽ三重支部の加入者・事業主の皆様へ

令和４年３月分（４月納付分）から協会けんぽの保険料率がかわります
三重支部の健康保険料率は令和3年度よりも引き上げ、介護保険料率（全国一律）は、引き下げとなります。
※任意継続被保険者の方は、本年４月分の保険料率から改定されます。

現行（令和３年度）

健康保険料率

令和４年３月分〜

現行（令和３年度）

介護保険料率

令和４年３月分〜

9.81%
1.80%

9.91%
1.64%

TEL059-225-3317（企画総務グループ）
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

「ヒット商品が生まれる鍵は『日常』から『非日常体験』へ」
年末に発表される「日経トレンディ」のヒット商
品ランキングを見ると、どうしてこのようなものが
ヒットしたのかと感じるものが少なからず取り上げ
られています。地域発ヒットの中には、地元では当
たり前で珍しくもないと思われていたものも結構あ
ります。
2021年の例では、静岡県富士市の「岳南電車」の「夜
景電車・ナイトビュープレミアムトレイン」が面白
いと思いました。岳南電車は富士山の麓にある富士
市を走るローカル鉄道で、もともとそのエリアに密
集している製紙工場に原料資材や、働く人を運ぶ引
き込み線として敷設されたものでした。昭和の高度
成長期に輸送量がピークを迎えたものの、現在は利
用者も減り、存続が危ぶまれる路線になっていまし
た。ここがヒット商品に化けたのは、夜に車両の照
明を消して営業運転を始め、予約制の観光列車に仕
立てたところです。工場群を縫って走る車窓から見
る夜の風景は、ライトアップされたパイプや煙を吐
く煙突など、まるで近未来のＳＦ映画のワンシーン
のようです。これが「非日常の体験」を求める人た
ちを引き付けました。地元の人からすれば、夜の工
場は「日常的」な光景でした。あえて夜中にそこを
訪れるツアーを企画することで、旅好きや新しい体
験を求める人をうならせる「非日常性」を持つ観光
商品が生まれたのです。
いろいろな地域を訪れていると、よそ者の眼には
目新しく珍しいのに、地元に暮らす人には当たり前
過ぎて何も特別感がないというものに出合います。
それが世の中の興味やニーズとマッチすると意外に
大きなヒット商品に育つことがあります。
典型的な例が、節分の風物詩としてすっかり定着し

受付時間／8：30〜17：15（土、日、祝日を除く）
〒514‑1195 津市栄町4‑255 津栄町三交ビル

た「恵方巻」です。諸説ありますが、もともとは関
西地方の一部で受け継がれていた習慣といわれてお
り、恵方を向いて巻きずしにかぶりつく行為の面白
さと、気軽に幸運を招きたいという風潮にマッチし
たことでヒットしました。コンビニエンスストアや
スーパーマーケットだけでなく、外食チェーンや有
名すし店までブームに便乗し、フードロスの問題が
取り沙汰されるようになってきました。もはやこの
先の関連市場の伸びしろは、さほど期待できないで
しょう。そうなると、消費者は次のアイテムを求め
ます。おそらくさまざまな事業者が、こうした全国
各地の知られざる食べ物や、面白い食習慣を発掘し
ようと調査していることでしょう。
では、地方の「日常（何でもないもの）」が大き
なヒット商品に化けるにはどんな要素が必要なので
しょうか。まず、それを面白いと思うよそ者に出会
うことです。次のステップが大事なのですが、面白
いと言われたときに「その面白さをもう一段進めて
みよう」と思えるかどうか。地元では当たり前なの
で、意外とそれが難しい。岳南鉄道の例で言えば、
夜景が面白いなら「車内の照明を消して夜に走らせ
てみよう」と考えた人がいたことです。そして次の
ステップは、この面白さを誰に売り込めばいいか、
失敗しても探り続けることだと思います。今の時代、
とがったモノやサービスをつくれば、必ずお客さん
がそれなりにいるからです。きっかけがつかめれば、
そこが拡散の起点となるでしょう。
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）
。

上野商工会議所ニュース

2022.3.5｜7

令和3年7月～ 12月期

上野地区景況調査結果

～前期からは改善も、コロナ禍の影響で厳しい見通し続く～

県内12商工会議所では、地区の小規模企業を対象とした景況調査を年２回実施しています。
上野商工会議所中小企業相談所では、このたび令和３年７月～ 12月期の調査結果をまとめましたので、
ご報告させていただきます。調査にご協力いただきました会員事業所の皆さま、ありがとうございました。
◎上野商工会議所地区
◦調査対象280事業所 うち123事業所から回答
◦調査期間：令和３年12月15日
（水）～令和４年１月11日
（火）
現

状
令和３年７～ 12月の業況は、「良い・やや良い」が
13.0%（前期4.4%）、「やや悪い・悪い」が46.3%（前期
61.9%）となった。DI値（良い割合－悪い割合）は▲
33.3（前期▲57.5）となり、前期調査時に比べ24.2ポ
イント改善する結果となった。
業種別では前期DI値と比較して、建設業でマイナ
スからプラスに転じ、製造業・建設業・卸売業・小売
業・飲食業・交通運輸業でマイナス幅が縮小し改善が
見られた。一方で、サービス業が悪化した。
見通し
今後の見通しについては、
「良い・やや良い」との
回答が12.2%、
「やや悪い・悪い」との回答は41.4%、
DI値は▲29.2となった。現状のDI値（▲33.3）と比較
すると、4.1ポイント業況の改善を見通している。

表１

上野地区
三重県内
今期 前期 対比 今期 前期 対比
現 状 ▲33.3 ▲57.5 24.2 ▲36.4 ▲48.5 12.1
見通し ▲29.2 ▲52.2 23.0 ▲30.9 ▲39.3 8.4
表２
全体

現状について（業種別）

1.6
11.4

製造業

40.7

16.0

建設業 4.8

30.9

40.0

卸売業
小売業 7.7

その他

14.3
33.3

46.2

10

12.0

23.1

30.8

42.9
20
■良い

23.1

52.0

38.5

30

42.9

40

■やや良い

9.5
16.7

23.1

28.0

14.3
0

12.0

47.6
50.0

サービス業 4.0 4.0

15.4

32.0

23.8

飲食業 7.7

目立った変化等
【経営課題】
経営上困っている問題について、
「売上・受注の
停滞減少」が最も多く59.3%（前期64.6%）、「原材料
高及び不足」が30.9%（前期13.3%）、「設備店舗の狭
小老朽化」が26.8%（前期28.3%）と上位を占めた。
また、業種別では、製造業・卸売業・小売業・飲
食業・サービス業・交通運輸業で「売上・受注の停
滞減少」が最も多く、建設業では「競争激化」が最
も多かった。
【設備投資】
設備投資について、設備投資を実施した企業は34
社 27.6%（前期25.7%）であった。前期と比較して1.9
ポイント増加した。

DI値

50

60

■変わらない

70

■やや悪い

80

90

100

■悪い

総

括
上野商工会議所地区においては、現状では、業況が
「やや悪い・悪い」との回答が46.3％（前期61.9％）と
なっており、現状のDI値が▲33.3と前期と比べ24.2ポ
イント改善を示した。経営課題では、建設業以外のす
べての業種において「売上・受注の停滞減少」が最も
多くあがっている。
今後の見通しのDI値については▲29.2となり、現状
より4.1ポイントの改善を見込むものの、引き続き厳
しく見通す結果となった。

伊賀市ではコロナ関連支援施策として、
「伊賀市プレミアム付食事券」事業（４月~10月）、「伊賀市地域
振興券」事業（10月～３月）を行い、市民の消費喚起を促しコロナ禍で売上が大きく落ち込んでいる飲食店
や小売店の支援を図っている。
また、
「伊賀市店舗改装促進事業補助金（4月～ 10月）や「伊賀市版感染防止対策実施店ステッカー交付事業」
（継続中）
、全業種を対象とした「伊賀市事業継続応援給付金」（４月～ 10月）など市独自のコロナ関連支援
施策を打ち出し、コロナ禍で経営が悪化している事業所を支援している。
感染状況が落ち着いていた11月～ 12月にかけては、コロナ前同様とはいかないものの客足は戻ってきつ
つあったもので、調査時点においてはこのような結果であったが、年明けからの急速な感染拡大による外出
自粛、濃厚接触者の自宅待機による人員不足、燃料や原材料の相次ぐ値上げ等の影響により、今後調査時よ
り業況の悪化がさらに進んでいくことが懸念される。
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伊賀連携フィールド2021年度
三重大学の教員等が2017年11月より読売新聞伊賀版・三重版に週１回連載している「三重大発！忍び学でご
ざる」が中央公論新社より『忍者学講義』として出版され、今回２冊目となる『忍者学研究』を出版するこ
ととなり、さらには国際忍者研究センター設立５周年となることとあわせて、執筆者によるシンポジウムを
オンライン開催しました。国際忍者研究センターのYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

三重大学国際忍者研究センターだより

42の巻

三重大学国際忍者研究センターの高尾善希です。 そ「国立大学法人三重大学」とか「某
一般の方々に歴史の講義をしていて、よくご質問を
株式会社営業部」とか正式呼称とい
いただくことのひとつに、
「これは正式には何とい
うのがありますが、前近代は正式と
うのですか」ということがあります。つまり、前近
いう概念を措定しにくいのです。ま
代における一般的な言葉・人名・書名・組織など、 ず、当時あった呼称を並べ立てて、
その正式な読み方や呼称を知りたい、という類の質
「当時はこう呼ばれていました」と説明するしかな
問です。このご質問がなかなかやっかいです。まず、 くて、そのうちのどれが正式か、ということは決め
正式とはなんぞや。老中だって「御老中」だの「御
難い場合が多いのです。もっとも、「後日」は「ご
年寄衆」だの「加判」だのというし、前近代のひと
にち」と読むのだと手習塾の往来物には書いてあり、
は、
自分の名前を「次郎兵衛」とも「治郎兵衛」とも、 まったく正式がなかったわけでもないのですが、前
どっちでも書きます。現代では戸籍名こそ正式名称
近代は、正式ということをあまり気にする世の中で
であるという考えがありますけれど……。現代でこ
はなかった、とはいえそうです。

業務部

059−354−9971
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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！
！

三重県伊賀市緑ケ丘東町777-1
TEL 0595-51-5079

SAX DESIGN

当店は平成28年に開業し、本年で７年目を迎えました。Tシャツなど各アパレルや
サインボード、看板、フライヤー、チラシ、名刺、ショップカードなどのデザイン作
成を手掛ける他、伊賀市のお土産品の制作にも取り組んでおり、伊賀忍者をモチーフ
にしたグッズ（Tシャツ・トートバッグ等）は市内の観光施設にて販売いただいてお
ります。
当店が手掛けるアパレルについては素材の品質を重視し、お洒落で機能的なメー
カーを数多く取り揃え
ております。制作過程
ではお客様とのコミュニケーションを重視してお
り、お客様の好みのデザインを表現し、目の前で
IT等コンピューターを見ながら色やデザインを
一緒に作りあげております。昨年にはアメリカ製
の高性能のプリント機を導入しましたので、多様
なご要望にお応えしながら製品を提供することが
できます。
最近では商工会議所女性会様のオリジナルトート
バッグのデザイン・制作も担当させて
いただきました。今後もデザインを
通じ、皆様のビジネスをバックアッ
プできればと考えております。まず
はお気軽にお問い合わせください。 ホームページ
昨年導入したプリント機
女性会様オリジナルトートバッグ

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和４年１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（コロナ支援金など）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

第64回新規就職者激励会 ＆ 教育セミナー
この春高校・大学等を卒業して地元企業に就職する若人たちの門出を祝し、学卒地元企業
就職者激励会を開催します。
新規従業員を採用された企業のご参加をお待ちしています。
期
場
時

日
所
間

４月19日㈫
上野商工会議所（ハイトピア伊賀３階）
第１部

式

典

第２部

午前８時30分から午前９時20分
教育セミナー
午前９時30分から午後５時

※参加申込書は、同封させていただいております。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、変更となる場合があります。

相手の話を聞きながらも常にどのように対応すれば
よいかを瞬時に考えています。単なる応答の言葉選
びに加え、アドバイスする場合などは筋道を立てる
必要もあるでしょう。

「伝えたいことは繰り返す」
伝えたはずなのに、伝わっていない。相手から

このような要因が、正確に相手の話を認識するこ
とを阻害してしまうのです。このことを理解した上
で心掛けることは、「大切なことは繰り返し伝える」

「言ったよね？」と言われ、記憶になくてモヤモヤ

「確認する」ということです。大人だから１回言え

することがある。誰にでもいつでも起こり得ること

ば分かる、何度も確認したら相手に失礼になるので

です。実は、人の話を真剣に聞いていても受け止め

はと思わずに、伝えたいことは繰り返すことでトラ

られるのは50％以下です。なぜなら相手の話を聞い

ブルを最小限に抑えられます。話の中で最後に確認

ているときにそれを阻害する要因が存在するからで

するのもよいですし、メールなどでリマインドする

す。まず、一つ目は「自分の記憶がよみがえる」こ

のも効果的です。言った言わないトラブルは信頼関

と。人の話を聞きながら、
「あ、それ知っている」「あ

係を崩壊させますので、面倒がらずに普段から丁寧

のことかな？」
「この前その場所に行った」と自分

なやりとりを心掛けましょう。

の記憶と結び付けながら話を聞きます。そうすると、

日本メンタルアップ支援機構

大野

瞬間的にではありますが、意識が相手の話からそれ
てしまうのです。
二つ目は「自分の気持ちが動く」こと。相手の話
に影響されて、気持ちがアップダウンしたり、自分
事として捉えてしまったりすることがあります。例
えば、誰かの悪口を聞き自分にも思い当たるところ
があるなと心配になったり、仕事の段取りを聞いて
いて自分も処理していない案件があったと思い出し
て焦ったりするといったように、気持ちが動くこと
で意識が自分の方に向いてしまいがちになります。
自分の気持ちに意識が向いてしまうと、しばらく上
の空になってしまうことさえあります。
最後に「相手への対応を考える」こと。私たちは、

代表理事
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。

上野商工会議所ニュース

2022.3.5｜11

伊賀市「地域振興券」の
使用期限のお知らせ

感染防止対策に
努めましょう

伊 賀 市「 地 域 振 興 券 」 の 使 用 期 限は、

５つの場面に注意

です。
令和４年３月31日
（木）

感染リスクが高まるとされる次の「５つの
場面」と、その後の自身の体調や行動に注

期限までにご

利用いただきま
すようお願いし

意してください。

ます。
※地域振興券に

１．飲酒を伴う懇親会等
２．大人数や長時間に及ぶ飲食
３．マスクなしでの会話
４．狭い空間での共同生活

は２月28日ま
でと印刷され
ていますが、期限延長により３月31日ま

５．休憩室、喫煙所、更衣室等

令和４年２月期

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

伊賀の人・松尾芭蕉
（北村純一

文藝春秋・935円）

黒牢城
（米澤穂信・KADOKAWA・1,760円）

三重のトリセツ
（昭文社・1,980円）

塞王の楯
（今村翔吾・集英社・2,200円）

伊賀百筆

VOL.31

（伊賀百筆編集委員会・1,500円）
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今月のおすすめの１冊
『日本の鬼図鑑』

八木透監修

青幻舎

定価2,420円（税込）

節分の鬼、上野天神祭の鬼…。鬼は「恐い、怖い」
存在だったとはいえ、子供の頃から親しんでき身であ
れば、こんなタイトルのこんな表紙デザインの本を見
つけてしまったからには紹介せずにはいられない。
伊賀の伝承「藤原千方の四鬼」には伊賀忍者の源流
となった説があったり、菅原道真公が怨霊となった雷
神の姿は、後の鬼のイメージの原型となったなどな
ど、室町時代以降に描かれた絵画史料とともに、代表
的な鬼たちの出自や系譜をわかりやすく解説してい
る。鬼の能力のバロメーターまで付いて
いるというあたりに、底知れない日本の
鬼への愛情を感じてしまう。
「世界鬼学会」
、このような学会がある
ことも初めて知ることができました。大
変おもしろく興味深い1冊です。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

３・４ 月 主 な 事 務 局 行 事

（コミック・文庫除く）
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３月
１日・三重大学伊賀連携フィールド運営委員会（書面会議）
２日・常議員会
・新型コロナウイルス経営個別相談会
（三重県中小企業支援ネットワーク推進事業）
４日・ＷＥＢ版合同企業説明会
７日・社会文化部会正副部会長会議
８日・県連専務理事会議
・観光部会役員会
日・金融理財部会役員会
日・青年部例会
日・青年部役員会
日・社会文化部会役員会
日・工業部会役員会・総会
日・通常議員総会
日・異業種交流懇談会
・交通運輸部会「安全講習会」

ベストセラー紹介

４月
３日・伊賀の里歴史ウォーキング
日・正副会頭会議
・共済キャンペーン進発式
・市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会
日・青年部例会（通常総会）
日・新規就職者激励会＆セミナー

社会保険相談会

日
日

15 18

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

３月２日・
４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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でご使用いただけます。

