上野 商工会議所

ニュース

UENO CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY NEWS

今月の表紙

株式会社ミヤマトータルイノベーション
（みやま観光バス）
〒518‑0031 三重県伊賀市長田3480番地の3
TEL 0595‑22‑2781 FAX 0595‑22‑2782

プラズマクラスター・換気装置車

1996年に創業し、昨年25周年を迎えました。
レンタカーから始まり、今では観光バスを主とした旅客運送業、旅行販
売業、貨物運送業、福祉事業のデイサービス、訪問介護、福祉タクシーと
幅広く事業展開しております。お客様や地域の皆様に安心・安全をお届け
いたします。これからも社員一同力を合わせて努力いたします。
今後ともご指導、ご鞭撻賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
各種送迎車輌

【ホームページリニューアルしました。】https://miyamakanko.co.jp

デイサービスセンターみやま

みやま観光バス

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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第64回新規就職者激励会＆教育セミナー開催
令和４年４月19日㈫

伊賀管内事業所に今春就職された新規就職者を対象とした『新
規就職者激励会＆教育セミナー』を4/19（火）
、上野商工会議所と
伊賀市商工会との共催、伊賀市・
（公財）日本電信電話ユーザ協会
三重支部後援により開催し、17事業所56名が出席しました。
第１部式典の激励会には、来賓に岡本市長、近森市議会議長を
お招きし、
激励のお言葉をいただきました。主催者の挨拶として、
田山会頭から「少子化の中、若い人は貴重な存在。新しい時代の
担い手ということを十分自覚して頑張ってほしい。
」
と激励のエー
ルをおくりました。その後、ケーエム精工㈱三重工場の松成志乃
田山会頭のあいさつ

岡本市長のあいさつ

さんが出席者を代表して誓いの言葉を述べました。
第２部では、オフィス成旺の中村麗香先生による教育セミナー
を開催し、『心に響くビジネスマナー ～ニューノーマルの時代を
踏まえて～』として、社会人として厳しい現実に明るく前向きに
立ち向かう精神力や考え方や、身だしなみ・敬語の使い方・電話
応対の仕方などビジネスマナーの基本を実例や実践を交えながら
研修いただきました。
参加者は、緊張しながらも熱心に受講し、『お客様への応対用
語や電話の取次ぎ方の練習が今後の業務においてとても参考に
なった』
、
『尊敬語や謙譲語の言葉遣いを間違ったまま使っていた
ので改めたいと思った』
『普段なかなか気づくことができない身
だしなみや仕事に対する考え方を改めさせられた。新社会人とし
て貢献できるよう精進します。』など、出席者各人がたくさんの
気づき・学びを得て、社会人としての一歩を踏み出しました。

近森市議会議長のあいさつ

「誓いの言葉」を述べる松成様

講義の様子

電話応対の練習
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オフィス成旺

中村麗香先生
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令和４年度伊賀市内事業所への新規就職者一覧表

＜上野商工会議所・伊賀市商工会へ回答があった事業所を集計＞

会議所の動き
交通運輸部会 「交通安全研修会」を開催

３月28日㈪

上野自動車学校に於きまして交通安全研修会を開催
しました。桂真義教習指導員様を講師に「交通のコン
プライアンス」をテーマに、見落としや思い込みの原
因と対策、交通ルールの確認、あおり運転等について
ご講義いただきました。
当日は、部会役員様９名にご参加いただき、参加者
からは「たいへん有用であった」「今後活用したい」
などの感想が聞かれ、皆様熱心に聴講され、大変有意
義な研修会となりました。

伊賀の里

研修会の様子

歴史ウォーキング ４月３日㈰

語り部さんの案内の下、街歩きを楽しむ

青年部だより ４月例会「通常総会」開催
ハイトピア伊賀３階にて通常総会（４月例会）を開
催し、すべての議案が慎重審議のうえ承認され、西尾
新会長のもと新体制となり令和４年度がスタートしま
した。また２名の新入会員の方々にも入会して頂きま
した。いまだ新型コロナウイルス感染症の影響が残る
中での活動に難しさを感じていますが、アフターコロ
ナの時代に向け、経済的発展の支えとなる青年経済人
として自覚を持ち、前を向いて新しい時代の創造に努
めてまいります。
上野商工会議所青年部では新入会員を随時募集して
います。伊賀に知り合いがいなくて困っている方、伊
賀にもっともっと仲間を増やしたい方、お気軽に事務
局までお問合せ下さい。

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

JR関 西 本 線 の 利 用 促 進 の た め「 伊 賀 の 里 歴 史
ウォーキング」を開催いたしました。
「JR関西本線利用促進と電化を進める会」の会長で
ある田山雅敏様から開会のご挨拶をいただき、JR伊
賀上野駅から桜並木を通りだんじり会館、芭蕉翁生家、
上野天神宮、鎌田製菓店、伊賀上野城、俳聖殿を回り
ました。
スタッフ合わせ53名もの参加があり、いがうえの語り
部の会の方々によるガイドに耳を傾けられていました。
ちょうど桜の見ごろで満開の桜の下楽しく伊賀を学ぶ
ことができました。来年も美しい桜を望み開催できる
ことを切に願います。
４月13日㈬

新体制で伊賀地域を盛り上げてまいります！！

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

令和４年度雇用保険料率のご案内
♦「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和４年３月30日に国会で成立しました。令和４年４月１日から
令和５年３月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
令和４年４月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
令和４年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

〈令和４年度の雇用保険料率〉
令和４年４月１日〜令和４年９月30日
負担者
事業の種類

①労働者負担

（失業等給付・育児休業
給付の保険料率のみ）

②事業主負担

（枠内の下段は令和３年度の雇用保険料率）

失業等給付・育児休業
給付の保険料率

雇用保険
二事業の保険料率

①＋②
雇用保険料率

一般の事業

3/1,000

6.5/1,000

3/1,000

3.5/1,000

9.5/1,000

（３年度）

3/1,000

6/1,000

3/1,000

3/1,000

9/1,000

農林水産※・清酒製造の事業

4/1,000

7.5/1,000

4/1,000

3.5/1,000

11.5/1,000

（３年度）

4/1,000

7/1,000

4/1,000

3/1,000

11/1,000

建設の事業

4/1,000

8.5/1,000

4/1,000

4.5/1,000

12.5/1,000

（３年度）

4/1,000

8/1,000

4/1,000

4/1,000

12/1,000

失業等給付・育児休業
給付の保険料率

雇用保険
二事業の保険料率

①＋②
雇用保険料率

令和４年10月１日〜令和５年３月31日
負担者
事業の種類

①労働者負担

（失業等給付・育児休業
給付の保険料率のみ）

②事業主負担

一般の事業

5/1,000

8.5/1,000

5/1,000

3.5/1,000

13.5/1,000

農林水産※・清酒製造の事業

6/1,000

9.5/1,000

6/1,000

3.5/1,000

15.5/1,000

建設の事業

6/1,000

10.5/1,000

6/1,000

4.5/1,000

16.5/1,000

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

自動車税種別割は5月31日までに納めましょう
三重県伊賀県税事務所からのお知らせです。
自動車税種別割は、県民の方にとって最も身近な税金であり、県の貴重な財源でもあります。
金融機関や、主なコンビニエンスストアのほか、MMK 端末を設置しているスーパーやドラッグストアで
も納めていただくことができます。お仕事等で平日に自動車税種別割を納付できない方も、コンビニエンス
ストア等では、休日、夜間を問わず納付できますのでご利用ください。
なお、納付の際は、お手元に郵送されました納税通知書が必要になりますので、必ずご持参ください。
また、クレジットカードやスマートフォン決済アプリ（PayB，PayPay，モバイルレジ）でも納付するこ
とができます（クレジットカードはインターネットを利用する場合に限ります）。
納税証明書は車検時に必要でしたが、納税確認の電子化にともない、納税証明
書の提示が省略できるようになりました。

納 付 期 限：令和４年５月31日
（火）

お問合せ：三重県伊賀県税事務所（☎0595‑24‑8020）平日8：30 〜 17：00
上野商工会議所ニュース
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部会長

澤野

嘉男

新型コロナウイルス感染症の影響が続
く中、ロシアによるウクライナ侵攻が始
まり、消費が戻りそうであった市場が、
燃料の高騰などで物価が高くなり、再び
消費を鈍らせる状況が続いております。この先どのように
動いていくのか不安な日々が続きます。
しかしながら、人の動きは以前よりは出てきたようにも
思われ、まちなかにも新店舗オープンや改装なども見られ
ています。また、旧ふれあいプラザ跡や旧南庁舎跡の利用
計画も動き始めており、今後の決定に期待しております。
コロナ禍の中、商業部会は、廃業、事業縮小により会員
数が減少しています。事業継続のため行政からの補助や助
成や各種支援などの情報を共有するとともに会員相互の情
報交換を積極的に行い、会員事業所にとって有益な部会に
できればと思います。
街に人の流れが戻り、活気あるそれぞれの事業所が存続
できるように部会の枠を越えてご指導、ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

▪工業部会

部会長

浅井

裕久

新型コロナ、半導体不足、原材料高騰、
エネルギー価格高騰、更にロシアによる
ウクライナ侵攻等々。
我々を取り巻く環境はまさに七難八苦
の中に在ります。伊賀市の製造業も一部に回復の兆しがあ
るものの、全体としては出口が見えず、残念ながら先行き
不透明感は一掃されていません。
我々製造業の皆様の企業においては厳しい環境下です
が、一度立ち止まり・考える良い機会でもあります。工業
部会会員一丸となり、“来る時に向け又未来の為に” 今で
きる、今やるべき活動を活性化したいと思います。又会員
企業では海外拠点をお持ちの企業も有ります。
他地域・海外に学ぶ事も時には必要であり、その情報が
貴重な事も多々あります。会員企業間での情報交流も重要
と考えています。
本年も地域最大課題である労働人口減少対策を行政・会
議所・企業間・皆様と共に “考え” 各種研修会・イベント
等を実施してまいります。
その為にも、
「地域と共に課題に立ち向かう部会」を目
指し、皆様と議論し研鑽し、考え、共に課題解決に積極的
に関わってまいりたいと思います。
是非とも皆様方のご意見、ご要望等を沢山頂き、活動に
反映できれば幸いです。

▪食品工業部会

部会長

▪建設業部会

部会長

伊英

コロナ禍の影響や原材料価格など、食
品工業を取り巻く環境は不透明な状態が
続くのではないかと思われます。一方で、
健康志向や小さなコミュニティシフトに
対応した展開には可能性も出てきております。一層、情報
交換を密に、取り組んでまいりたいと思います。
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実

令和４年度も新型コロナウイルス感染
症は、全国的に減少傾向にあるものの、
依然として予断を許さない状況にありま
す。そんな中での事業計画の見通しは非
常に不透明ではありますが、建設部会としましては新型コ
ロナウイルス感染症対策を十分に行った上で、視察研修等
の事業活動を開催して参りたいと思っていますので、ご理
解とご協力をよろしくお願い致します。
私達建設業は、インフラの整備・維持管理、自然災害の
復旧復興工事対応等において、最前線で市民の生命と財産
を守る「地域の守りて」として大きな役割を担っています。
人口減少時代を迎えている中、今後もその役割を果たして
いくためには、建設業に携わる方々が、安全に、かつ、安
心して働けることが重要です。2024年４月から働き方改革
関連法により、時間外労働の上限規制が適用されることと
なっています建設業においては、官民が協力して人と企業
が成長する産業にしなければなりません。そのために、伊
賀市行政への要望並びに意見交換会等を行い、公共工事の
重要性を伊賀市行政に訴えていきます。
地元建設業者の経営基盤の強化や、
担い手の確保・育成、
生産性向上、働き方改革等、克服すべき課題の解決に積極
的に取り組んで参りたいと思いますので、今後とも会員皆
様のご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
最後に、会員皆様の益々のご多幸とご健勝を心より祈念
いたしまして、挨拶とさせていただきます。

▪交通運輸部会

部会長

三山

悦史

新年度が始まり、私達交通運輸部会は
総勢100名体制で住みやすく働きやすい
地域作りを考え、新しい気持ちで今後の
事業を進めていきたいと思います。
今年度の目標と致しまして、
１．R368の４車線化の早期実現
２．名阪名神連絡道路の早期実現化を積極的に取り組む
３．伊賀地区における道路のセンターラインの引き直し事業
４．JR柘植駅から伊賀上野駅区間の電化早期実現
これらの４本柱を中心に進めて参りたいと思っております。
交通運輸部会では、皆様よりのご要望、疑問点などござ
いましたらお気軽に事務局までお問合せください。
また、新入会員を随時募集しております。よろしくお願
いいたします。

▪サービス部会
中村

奥井

部会長

嶋

忠彦

つい先日コロナに対する蔓延防止等重
点措置が解除され、ウイズコロナと言う
ことで国や県が様々なキャンペーンを打
ち出してきました。
まだまだコロナの患者数は減って来てはいませんし、い
つ終息するとかは誰も経験がなく明確な答えを出せません
が、自粛されていた結婚式・葬式・旅行・祭等全ての行事
もそろそろ例年通りに復活して来るのじゃないかと我々
サービス部会も、大いに期待しています。
その日がまもなく来ることを期待して本年度は特に楽し
い視察研修や部活動を企画して実行をしたいと思います。

令和４年度の各部会長等の抱負

▪商業部会

令和４年度の各部会長等の抱負

▪金融理財部会

部会長

山本

英司

2021年７月より金融理財部会の部会長を拝命
致しました山本です。よろしくお願い致します。
昨年度も新型コロナに翻弄された１年となり、
未だに収束の兆しが見えない中、今年度はロシ
アによるウクライナ侵攻の問題も発生し、その影響による各種原材
料の高騰や物流の停滞等もあり、世界経済全体として先行きの見通
しが難しい状況となってきております。
その様な環境下の中、地域経済においては人口減少や少子高齢
化に伴うマーケットの縮小、人手不足と言った構造的な問題から、
経済の成熟化に伴う後継者・事業承継問題、技術継承問題と言っ
た経営課題も増々深刻になりつつあります。
当部会としては外部環境、地域情勢厳しい中、金融サービスを通
じて地元の企業さまをしっかりと支え続け、更なる成長に繋がるご提
案、ご協力をさせていただく事が使命であると考えております。
これからも部会全体での自己研鑽に励み、皆さまと綿密な情報交
換等行いつつ、皆さまの良き相談相手となり、皆さまに満足いただけ
る情報提供やご提案ができる様に努めて参りますので、引き続きご
指導、ご協力の程よろしくお願い致します。

▪社会文化部会

部会長

藤川

直紀

コロナに加えて世界情勢不安定の昨今です
が、昨年度、無事に部会行事開催ができまし
たこと大変ありがたく、感謝を申し上げます。
さて、近くに芭蕉生家があり、２年間の改
修中、毎日芭蕉生家の写真を撮り続けました。続けていて気づい
たことがありました。江戸時代からの建物がまた長らく建ち続け
るというすばらしい改修工事ももちろんですが、芭蕉生家の庭に
ある植物や鳥、虫や自然のその季節に伴う移ろいが毎年あったの
だ、ということでした。
私が言いたいのは、芭蕉生家の宣伝ではなく、例えば、昔か
ら永く続いてきた事業には、幾多の苦難困難があったと思います。
それを変わらぬ自然の流れの中で、変えてきたものや乗り越えて
来た歴史、商品、作品、サービスなどこそ、人が交流し合うことで、
よく知り、伝え合うことが社会文化として、大事なのではないかな、
と書いていて当たり前のことだと思いましたが、それをしっかりや
ることを心して、今年度の抱負とさせていただきます。

▪観光部会

部会長

宮嵜

慶一

新型コロナウイルス感染症について第七
波、第八波はおそらく来ますが、その対
策として接種の４回目や飲み薬などの研究
が進む中で、免疫ができパンデミックから
エンデミックへ向かっています。
また、ロシアのウクライナ侵攻による原材料の高騰により
サプライチェーンへのダメージは大きく移動にもコストがかか
ります。依然海外の移動は凍結されており、観光としてはマ
イクロツーリズムの考え方が大切になってくると考えています。
観光部会としてはマイクロツーリズムの強化のためNAVIGA
のえいが祭のパッケージ化、秋のイベントの開催、伊賀上野
DMOを核とした教育旅行を計画しています。足元に目を向け
る一方でネット上での情報発信も同時に行なっていく必要が
あり、個々のネットでの発信強化するためグーグルビジネスプ
ロフィールの講座なども開催予定です。
今年度も皆様の益々の発展のため取組を進めて参りますの
でどうぞよろしくお願いいたします。

▪異業種交流懇談会
座長

岡田

直也

異業種交流懇談会は、22社の会員で構
成されており、その名のとおり異業種・
異分野の連携により、経営問題の改善や
地域振興の促進といったことをテーマ
（地域、行政、経済、教育、IT等）として月に一度の例会・
懇談会を開催し、活発な意見交換をしております。また、
２～３年に一度のオープンセミナー、４～５年に一度の海
外研修を開催し、会員のスキルアップと会員相互の連携を
深めております。各会員が飛躍できる一助となる勉強会を
目指したいと考えております。

▪女性会

会長

樋口

優子

本年度も昨年同様新型コロナウィルス
の感染状況により、予定事業はその開催
を大きく左右され、予測のつきにくい状
況が続きそうです。あわせて物価上昇は
すべての物がといっていいほどに及び、事業に生活にと厳
しさが予見されます。
女性会では研修・まちづくり・親睦の各委員会があり
★ビジネスやパーソナル面に役だつ情報・スキルの勉強
★市行事の参加や要請によるお手伝い
★視察や会員相互の親睦
等を軸に、それぞれの委員会の目的に沿った事業を展開し
ていきます。
事業のありかたは社会情勢に応じた工夫が必要であり、
ますます臨機応変な対応が要求される時代であると思って
います。
まずは会員様お一人お一人が健康にすごされますことを
祈念して抱負といたします。

▪青年部

会長

西尾

浩司

青年部会長を務めます西尾浩司と申し
ます。
平素は青年部活動にご理解ご協力いた
だき誠にありがとうございます。
本年度は上野商工会議所青年部が三重県商工会議所青年
部連合会を主管いたします。
令和５年２月には来賓の皆様、
県内各地の青年部会員など多数の方を伊賀市にお招きし三
重県連大会の開催も予定しています。コロナ禍はまだまだ
予断を許さない状況ですが、オンライン開催ではなく対面
開催にこだわり、何とか方法を模索してまいりたいと思い
ます。
また、青年部らしく若者らしい切り口で地域の活性化、
事業所の発展に取り組んでいきたいと思います。会員拡大
にも注力していくつもりですので、皆様の事業所の45歳以
下の方にぜひ青年部入会をお勧めいただければと思います。
本年度も青年部をどうぞよろしくお願いいたします。

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

ご活用いただける支援金・補助金
事業復活支援金

5月31日㈫まで！！

⃝給付対象／新型コロナウイルスの影響で、対象月（2021年11月～ 2022年３月のいずれかの月）の売上高が、
基準期間（2018年11月～ 2019年３月、2019年11月～ 2020年３月、2020年11月～ 2021年３月のいずれかの
期間）の任意の同じ月の売上高と比べて、30%以上～ 50%未満または50%以上減少している事業所
⃝算出式／ 給付額＝
（基準期間の売上高）－（対象月の売上高）×５ヶ月分

⃝給付上限額／法人：最大250万円
個人事業主：最大50万円
⃝申請方法／登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金ホームページから申請してください。
※会員事業所の方は、当所にて「事前確認」の対応が可能です。
※過去に一次支援金または月次支援金を受給している場合は、事前確認を受ける必要はありません。
〆切間近はサイトの混雑が予想されます。お早めの申請をお願いします！

小規模事業者持続化補助金
⃝持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化
の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助します。
◦看板を新しくして新規のお客様を呼びたい！
◦ホームページを作成してPRしたい！
◦新たなサービスをチラシや広告で宣伝したい！ ◦新商品開発のための機械を導入したい！
◦ECサイトを作成してWEB販売に取り組みたい！
…など、販路開拓のための様々な事業に利用いただけます。
今年度は新たに賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠・インボイス枠といった環境変化に関する
取組への支援が新たに設けられました。
類

型

通常枠

賃金引上げ枠

卒業枠

後継者支援枠

創業枠

インボイス枠

補 助 率

2/3

2/3
（赤字事業者は3/4）

2/3

2/3

2/3

2/3

補助上限

50万円

200万円

200万円

200万円

200万円

100万円

⃝申請方法／電子申請または郵送による提出となります。申請には、商工会議所の交付する事業支援計画書
の添付が必要となります。申請をお考えの方は、まずは上野商工会議所までご相談ください。
⃝８回目受付〆切分提出期限／６月３日㈮ ※事業支援計画書交付の受付〆切は５月27日㈮まで

令和４年度第１回「三重県新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金」
⃝新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等が、コロナ禍の現状のみならず「アフター・コロナ」
を見据えたビジョンを持って、生産性向上や業態転換に取り組むことを支援します。
（補助対象となる事業の例）
◦生産性向上のためのDX導入 ◦生産性向上を推進する取組 ◦需要が見込める分野への事業再構築
◦新商品・新サービスの開発 ◦新事業の立ち上げ ◦既存商品のブランド力強化
◦新たな顧客層の掘り起こしのための取組
◦サプライチェーンの強靭化のための部素材の内製化、製造工程の再構築
……など、生産性向上・業態転換のための様々な事業に利用いただけます。
⃝補助率／補助対象経費の２分の１ ⃝補助限度額／ 50万円（下限）～ 200万円（上限）
⃝申請方法／郵送による提出
⃝公募期間／４月20日㈬ ～ ５月20日㈮まで ※消印有効
⃝問合せ先／ 059-253-1281 ※詳細は三重県ホームページをご覧ください。
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伊賀連携フィールド2022年度
2021年度後期市民講座第１回「甲賀郡中惣と戦国の傭兵」10月30日㈯配信
「甲賀郡中惣と戦国の傭兵」要旨
福井大学教育学部教授 長谷川裕子
本甲賀や伊賀の忍者って、中世社会ではどんな活
動していたんだろう。江戸時代には、忍者として認
知され、忍術書も発行されていた甲賀・伊賀の忍者
ですが、彼らの前史としての中世社会での活動につ
いてはあまり知られていないのではないでしょうか。
中世社会では、特に「鈎の陣」と呼ばれる室町幕
府将軍足利義尚による守護六角氏征伐の際、甲賀の
人びとは六角氏方として参加し、その功績のあった
人びとが甲賀53家や21家と呼ばれるようになりまし
た。また、さらにその後に発生した応仁・文明の乱
による上級権力の不在によって、甲賀地域における
紛争解決のための「横」の連合組織を作りようにな
りました。
中世後期における度重なる戦乱の中で、領域平和
を実現するため、紛争解決のために作られていた連

合組織が郡規模に拡大し、さらに領域外から侵入し
てくる敵に対して、各領域権力と対立しないような
「中立」地帯を作り出すため、各地に「傭兵」や戦
国大名・国衆「被官」となるべき人員を送り出して
いました。戦場が日常な世の中で作られた「中立」
地帯でしたが、日本列島の統一国家を作りだそうと
する領域権力は、こうした「惣国一揆」権力を「縦」
に編成しようとし、最終的には織田・豊臣政権によ
る全国統一の動きの中で、甲賀郡中惣や伊賀惣国一
揆は解体されてし
まいます。しかし、
紛争解決を主要な
目的としたまとま
りは、江戸時代以
降も維持されて
いったことを明ら
かにしました。

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。ご存じかと思
いますが、今年の３月いっぱいで名阪上野ドライブ
インが閉店となってしまいました。皆様も、何かし
らの思い出がある場所ではないでしょうか。私は、
小学生の頃、たった一度だけ「優勝」というものを
したことがあります。正式な名称は忘れましたが、
上野市少年サッカー大会の「３部」みたいなもので
す。そう、優勝といっても旧上野市の小学生のサッ
カーリーグの、
「３部」、いわゆる「一番弱いチーム
たちによる戦い」です。私の小学校は５、６年生の
レギュラーをフル動員した先鋭チーム（と言っても
人数がいないので全員出場していただけです）なの

44の巻

に対し、他の出場チームには「〇〇
小学校Bチーム」とかいう、補欠や
６年生以下のチームとかもありまし
た。そんなリーグでも僕らは必死の
パッチでなんとか優勝決定戦まで勝
ち進み、４年生すら出ていた相手チ
ームになんとか僅差で勝って「３部優勝」という栄
誉を手にしたのです。中学・高校では「３部優勝」
はけっこう馬鹿にされました。それでも、優勝のご
褒美の「名阪上野ドライブインで好きなものを食べ
ていい」という監督のはからいも含めて、良い思い
出です。
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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本町1709-2
TEL 0595-28-0085

ｍｉｃｈｉ
はじめまして、緑ヶ丘本町でレストラン「michi」を営
む今山と申します。昨年、津市より移転して参りました。
兼ねてより生活基盤のあったこの地域の食材、まちの商
店の個性、
それらを支える地域の方々の熱意に惹かれて「い
つか伊賀で」とぼんやり考えてきましたが、
ありがたい縁で緑ヶ丘の古い民家と出逢いがあり、８ヶ月
のリノベーションを経てオープンし、１年が経ちました。
前店から引き続き「枠に囚われない発想でお皿にあしら
う料理」
を軸に、
完全予約制で時間をかけながら召し上がっ
ていただくコース料理も定着してきました。
レストランでの食事提供にとどまらず、
「豊かな食」の
きっかけ作りができるよう、努めて参ります。
lunch 11：00 ～ 13：00（L.O.）
dinner 18：00 ～ 20：00（L.O.）
close 不定休（完全ご予約制）

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和４年３月末会員数

組織率

2,618件

1,506件（内特別会員97件）

53.82%

上野商工会議所会員募集中

会議所に入会するとこんなにオトク！！

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

新入職員紹介
総務課 小林

⃝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

４月１日付で入所しました。よろしくお願いいたします。

愛佳

商工会議所の職員として、皆様の
お役に立てるよう精一杯尽力したい
と考えておりますので、どうぞ宜し
くお願い致します。
10｜上野商工会議所ニュース 2022.5.5

総務課 吉岡

里紗

商工会議所という立場から皆様の
サポートができるよう一生懸命頑張
りますので、どうぞ宜しくお願い致
します。

商工会議所会費

口座振替は6月10日（金）です

令和４年度前期分会費の納付をお願いする時期となりました。
会員事業所の皆様には、５月下旬に「会費口座振替」のお知らせを送付させていただき、６月

10日
（金）にご指定の預金口座から引き落としさせていただきます。
「口座振替」の手続きを済まされていない会員事業所の皆様には、従来通り納付書

〈振込み用紙〉を送付させていただきますので、６月30日
（木）までに最寄の金融機
関（納付書に記載）からお振込みいただくか、
当所窓口での納付をお願いいたします。
口座や事業所登録に変更がある場合、５月31日（火）までにご連絡をお願いします。

会費の納付は、便利な口座振替を！！！

「口座振替」の手続きがまだお済みでない方は、お振込みいただく際の手間と手数
料のご負担をなくすため、お早めにお申し込みください。
お問合せ 上野商工会議所 総務課 TEL21－0527 FAX24－3857

てしまっては社会的な立場が危うくなります。しか
し、心の中で「むかつく、むかつく」と思っている
だけなら、誰にも迷惑を掛けません。嫌な記憶はな
くなりませんが、本来の気持ちと向き合うことで
「ま、いいかな」と、気持ちを受け入れられる回復
「セルフコントロールは自分と向き合うことから」 状態への早道にもなります。大切なのは、恐れずに
「自分のことは、自分が一番分かっている」。本当
自分の気持ちと対峙（たいじ）することです。
にそうでしょうか。実は自分の気持ちほど、つかみ
日常生活で実践できる簡単なトレーニングとして
にくいものはありません。その原因の一つは、「他
は、うれしいことがあれば「あ、今自分は、うれし
者優先」の考え方です。おそらく多くの人が小さい
い気持ちになっている」、悲しいことがあれば「自
頃から「人に迷惑を掛けてはいけない」という言葉
分は、悲しい気持ちにどう対処していいか分からな
を何度となく言われ続けてきたのではと思います。 い」というように、自分で自分の気持ちを意識して
「自分さえ我慢すれば」という場面が多ければ多い
把握することです。この繰り返しによって自分の心
ほど、自分の気持ちにふたをする機会も増えます。
の動きが徐々につかめるようになってきます。
自分の抱いた感情を相手に伝えずに我慢したり、自
隙間時間には、スマートフォンの画面ばかり見ず
分でその感情を抑えようと繰り返したりするうちに、 に、自分の心を見る時間もつくっていただけたらと
自分の欲求や気持ちがだんだんとつかみづらくなっ
思います。
ていくのです。
日本メンタルアップ支援機構 代表理事
例えば、友達と「何か食べに行こう」となったと
大野 萌子
きに「なんでもいいよ。決めて」が通例になってし
◇大野 萌子／おおの・もえこ
まっているような人は自分の気持ちを見ない癖が付
法政大学卒。一般社団法人日本メンタル
いてしまっているかもしれません。
アップ支援機構（メンタルアップマネー
では、見失っている自分の気持ちを取り戻すため
ジャ資格認定機関）代表理事、公認心理士
にどうすればいいのでしょうか。まずは、湧き上がっ
師、産業カウンセラー、２級キャリアコンサルティング
てきた気持ちを否定しないことです。
「嫌なら嫌」
「好
技能士。企業内健康管理室カウンセラーとしての長年の
きなら好き」と感じた気持ちをそのまま受け止める
現場経験を生かした、人間関係改善に必須のコミュニ
こと。
「こんな気持ちになってはいけない」「こんな
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。防衛省、文部科学省などの官公庁をはじめ、大手
ことを考えてはいけない」
「こんな気持ち早く忘れ
企業、大学、医療機関などで５万人以上を対象に講演・
てしまいたい」
。このような気持ちは、さらに自分
研修を行い、机上の空論ではない「生きたメンタルヘル
の気持ちを抑え込み、ますますその感情を抑え込む
ス対策」を提供している。著書に『よけいなひと言を好
ことにとらわれる「強化」という状況を引き起こす
かれるセリフに変える言いかえ図鑑』
（サンマーク出版）
危険性があります。
ほか多数。
とはいえ感情の赴くままに腹が立つ相手を罵倒し
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福利厚生制度にご活用いただけます！是非この機会にご加入を！
もしもの時に・・・。お役にたちます！是非この機会にご加入を！
三重県商工会議所連合会 共済増強キャンペーン！！
〜商工会議所共済制度は 会員事業所の福利厚生をお手伝いします〜

加入促進キャンペーンのご案内 5/2㈪▶6/30㈭

共済制度

会員事業所の経営者・役員の皆様の保障や従業員の福利厚生制度にお役立ていただく事を主な目的として、アクサ生命保険
㈱と協力し、5月2日㈪〜6月30日㈭まで「生命共済【定期保険（団体型）】」
「福祉共済制度」加入促進キャンペーンを実施します。
商工会議所職員とアクサ生命保険㈱の担当社員がお伺いした際には、是非ご協力賜りますようお願い申し上げます。

生命共済制度

平成30年７月よりリニューアル！

平成30年７月１日より、ガンや６大生活習慣病の疾病増加に対応する「生存保障」の充実や加入年齢の引き上げといった
大幅なリニューアルが実施され保障内容が充実されました。

キャンペーン特典
お問合せ先

キャンペーン期間中に共済制度にご加入いただいた事業所の皆様に
「粗品」を進呈させていただきます。

上野商工会議所総務課 TEL 0595‑21‑0527
アクサ生命保険㈱津営業所上野分室（共済制度受託会社）TEL 0595‑24‑1724

令和４年４月期

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

同志少女よ、敵を撃て
（逢坂冬馬・早川書房・2,090円）

もう一度、歩きだすために 大人の流儀11
（伊集院 静・講談社・999円）

私が見た未来

完全版

（たつき 諒・飛鳥新社・1,200円）

三重のトリセツ
（昭文社・1,980円）

あなたの心に青空を
（瀬戸内寂聴・光文社・1,430円）
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今月のおすすめの１冊
『天正伊賀之乱

結城充孝著

光文社

焔ノ地』

定価2,035円（税込）

天正６年に始まった天正伊賀の乱を舞台にし
た新たな傑作が誕生しましたね。
誰がみてもあまりに不利な戦。伊賀軍は一致団
結して織田軍に相対するのだった。とはならず。
一体誰が味方で誰が裏切者か。織田勢の思惑、伊
賀を飲み込みたい伊勢。
権謀術数渦巻く戦略パートだけではなく、盛大な
夜戦も敵地に忍び込んでの攪乱戦
も、卑怯な手だって使うし、一対一
の剣術対決もある。読みどころ満載
です。時代小説はあまりという方にも、
是非読んでいただきたい1冊です。
（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

５・６ 月 主 な 事 務 局 行 事

（コミック・文庫除く）

５月
日・令和３年度事業並びに収支決算監査
・青年部例会
日・部会長会議
日・事業環境変化対応型支援事業「個別経営相談会」
・県連専務理事会議
日・記帳継続指導相談会
・経営計画策定セミナー
・伊賀市市民花火大会実行委員会
日・企業と高校との情報交換会
・商業部会役員会
・交通運輸部会役員会・総会
・総務財政委員会
・市民夏のにぎわいフェスタ実行委員会
日・青年部役員会
日・食品工業部会役員会・総会
〜 日・全国商工会議所専務理事・事務局長会議
日・県連ゴルフ大会
日・コロナワクチン職域接種
日・女性会総会
・異業種交流懇談会
・経営計画策定個別相談会
日・社会文化部会役員会・総会
・経営計画策定個別相談会
日・金融理財部会役員会
日・正副会頭会議
日・コロナワクチン職域接種

ベストセラー紹介

６月
７日・税連協総会
８日・常議員会
日・県連・知事懇談会
日・県連専務理事会議
日・事業環境変化対応型支援事業「個別経営相談会」
日・商業部会総会
日・通常議員総会
日・異業種交流懇談会
日・建設業部会 行政との懇談会 役員会・総会

社会保険相談会

17

20

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

５月 日
６月１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）
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