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株式会社大田酒造
〒518‑0121 三重県伊賀市上之庄1365‑1
TEL 0595‑21‑4709 FAX 0595‑21‑9686
今年創業130周年を迎える大田酒造は、伊賀のテロワー
ルを生かした酒造りを行なっております。2016年には、G7
伊勢志摩サミットワーキングディナー乾杯酒として「半蔵」
が各国首脳に振る舞われました。2019年より七代目大田
有輝が三重県最年少杜氏として若手蔵人と共に酒造りに取
り組んでいます。これからも伝統を引き継ぎながらも進化
し、お客様に愛される「半蔵」を造り続けてまいります。
このほど令和４年全国新酒鑑評会にて「金賞」受賞。
令和４年９月10日、創業130年を記念し「半蔵を楽し
む会〜七代目の想い〜」をヒルホテルサンピア伊賀にて
開催致します。詳細はHPにて。

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

会員ひろば掲載事業所募集中！！

2022.

上野商工会議所役員・議員改選のお知らせ…………… 2,3

令和４年8月5日発行 第534号

「コロナに負けるな！伊賀市市民花火大会」開催…… 4
中小企業相談所だより（新型コロナウイルス対策への支援情報掲載）… 8
会員ひろば（一般社団法人 NinjaTAG協会）………… 10

8

発行所

上野商工会議所 〒518−0873 伊賀市上野丸之内500番地
ＴＥＬ 0595−21−0527 FAX 0595−24−3857
発行人 専務理事 尾 登
誠 URL http://www.iga-ueno.or.jp/
E-mail:info@iga-ueno.or.jp

上野商工会議所役員・議員改選のお知らせ

令和４年度は３年に一度の

上野商工会議所役員・議員
改選の年です

上野商工会議所役員・議員は、令和４年10月31日をもちまして、３年間の任期が満了となります。このため、
本年９月から10月にかけて次期（令和４年11月１日～令和７年10月31日）役員・議員の選任を行います。
役員・議員は商工会議所会員の代表として、商工会議所の運営について意思決定を行う重要な役割を担ってい
ます。そこで、議員選挙・選任、役員選任の仕組みについて、わかりやすく解説します。
会員の皆様には、議員選挙・選任、役員選任が円滑に行われますよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

議員とは？

議員は、商工会議所会員の中から代表として選
ばれ、最高意思決定機関である議員総会の構成員
として、商工会議所の運営にあたる100名のこと
です。商工会議所は、地域総合経済団体ですので、
地域経済界の代表的な立場にあるといえます。

役員の選出とは？

現在の役員（会頭・副会頭・常議員・監事・専
務理事）につきまして、本年10月末日をもって
任期満了となります。新役員は11月２日に開催
する、臨時議員総会において選任されることにな
ります。
【会 頭】
議員総会において、会員のうちから選任
します。会頭は、商工会議所の代表です。
【副会頭】
議員総会の同意を得て、会頭が会員のう
ち３名を選出します。副会頭は会頭を補
佐します。
【常議員】議員総会において、議員のうちから33
名を選出します。役員として、機動的な
意思決定と商工会議所の事業運営を図り
ます。
【監 事】
議員総会において、会員のうちから３名
を選出します。監事は、商工会議所業務
や経理を監査します。
議員総会の同意を得て、会頭が選任しま
【専務理事】
す。専務理事は、会頭及び副会頭を補佐
し、事務局を統括します。

１〜３号議員とは？

◆１号議員（定数50名）
会員のうちから立候補し、会員及び会員以外の
特定商工業者の投票により、会員の中から選出さ
れる会員全体の代表です。１号議員の立候補につ
いては、会員本人が立候補する方法と他の会員を
「推薦」して立候補する方法とがあります。
選挙投票日
選挙の資格
立候補資格
立候補受付

10月20日（木）
令和４年９月１日現在の会員
会費及び特定商工業者負担金納入者
選挙権を有する会員
10月７日（金）〜10月13日（木）

◆２号議員（定数35名）
業種別に分類した９部会から、部会ごとの割当
数に基づき、選任される議員です。各部会の議員
割当数は各部会の会員数や会費額等によって決め
られます。業種別の立場の違いや、業界の共通意
見を、会議所運営に反映させるための部会（業界）
の代表です。
選 任 方 法 各部会割当の議員を選任
部会開催日 ９月26日（月）〜10月７日（金）
上野商工会議所 ９部会
商業部会
交通運輸部会
工業部会
サービス部会
食品工業部会
社会文化部会
建設業部会
観光部会
金融理財部会
常議員会で決定された割当数に従って部会総会
を開催し、選任されます。
◆３号議員（定数15名）
業種・業態・地域等のバランスを考慮し、総合
的な見地から商工会議所の組織運営上、欠かすこ
のできない議員として選任されます。
選任方法
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会頭が常議員会の同意を得て選任

議員選挙・選任の方法とは？

議員の任期は３年です。会員の代表として均衡
の取れた構成となるよう、１号議員・２号議員・
３号議員の３種類が定められ、３年ごとに選挙・
選任が行われます。
選出方法はそれぞれ異なりますが、議員の資格
に違いはありません。

会員の選挙権・選任権とは？

各号議員は、会員を代表して選挙選任されるた
め、会員には選挙選任する権利と選ばれる権利が
あります。この権利を行使する会員の資格として
◦上野商工会議所の会員で、令和４年度前期分ま
での会費を完納された方
◦特定商工業者で令和４年度特定商工業者負担金
を納入された方
が条件となります。

２号議員選出の部会開催日程
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開催日
10月 ３ 日（月）
10月 ４ 日（火）
９月 29日
（木）
10月 ４ 日（火）
９月 28日
（水）
９月 28日
（水）
10月 ３ 日（月）
10月 ６ 日（木）
10月 ４ 日（火）

時 間
午前10時30分
午前11時
午後２時
午後２時
午前10時30分
午後２時
午後２時
午後２時
午後７時30分

※会員の皆様には、それぞれ所属いただいており
ます部会毎にご案内いたします。是非ご出席く
ださい。

上野商工会議所 議 員 選 挙 並 び に 選 任 の 日 程
区

分

２号議員（35名）選任

１号議員（50名）選挙

３号議員（15名）

月

日

実

施

事

９. １
９. ６
自 ９. ９
至 ９.15
９.21
９.22
自 ９.26
至10. ７
10. ７
10.13

部会別会員名簿調製開始
部会別会員名簿縦覧期間公示
名簿縦覧及異議申立

９. １
９. ６
自 ９. ９
至 ９.15
９.21
９.22
10. ７
10.13
10.17
10.18
10.20
10.21
10.24

選挙人名簿調製開始
選挙人名簿縦覧期間公示
名簿縦覧及異議申立

10.28
10.28

項

部会名簿確定
選任議員数割当を決定し、部会長に2号議員選任方を通知
各部会ごとに2号議員選任
2号議員の選任終了
当選人決定通知と公示

選挙人名簿確定
選挙執行公示
立候補及推薦者届出受付開始
立候補及推薦者届出締切（午後４時）
立候補辞退期日（午後４時）
立候補者資格審査
選挙投票（開票は即日）
当選人決定通知と公示
当選人職務者の届出
議員の選任
議員選任通知と公示
上野商工会議所ニュース
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「コロナに負けるな！伊賀市市民花火大会」
を実施しました！
７月24日（日）コロナに負けるな！伊賀市市民花火大会を開催いたしました。
夜空に1,141発の花火が約30分間打ちあがり、お客様からは拍手や歓声が巻き起
こりました。伊賀の空に咲く大輪の花を見上げ、市民の皆さまには風情ある夏のひ
とときをお楽しみ頂けたことと思います。
ご協賛いただきました企業･団体の皆さま、大会開催に辺りご協力をいただきま
した関係団体の皆さま、そして安心･安全な花火大会開催のためにマスクの着用や
手指消毒、密の回避等、コロナ対策へ協力いただきました来場の皆さまへ、全てに
深く御礼申し上げます。
今後とも、伊賀市市民花火大会をよろしくお願いいたします。

※新型コロナウイルスの感染拡大により、内容を変更、中止となる場合がありますので最新の情報をご確認下さい。
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伊賀市内の事業所の皆さまへ

伊賀流
プレミアム付お買いもの券

©いが☆グリオ実行委員会

１次締め切り 令和４年

まで

伊賀流プレミアム付お買いもの券で買い物などができる事業所（店舗）を募集します。
(※画像はイメージです）

取り扱いを希望される場合は、上野商工会議所または、伊賀市商工会 本所・支所へお申込みください。

令和４年 １０月３日(月) ～ 令和５年 １月３１日(火)
※締切以降の申込は初回のチラシ等に掲載できませんが、随時受付し、更新していきます。
※印鑑と取引金融機関（一部店舗を除く）の口座番号がわかるものをご持参のうえ、所定の申込書、契約書にご記入いただきます。
・お買いもの券の種類は共通券と地元店専用券の２種類です。
共通券は大型店（売場面積1,000㎡超の小売店舗）と中小・飲食店ほか全ての店舗で使用できます。
地元店専用券は一般商店（大型店以外の店舗）・飲食店ほかで使用できます。
・事前に購入申込された方に、1冊8,000円分のお買いもの券を5,000円で販売。 発行総数：50,000冊 (総額４億円）
・登録手数料：上野商工会議所、伊賀市商工会の会員事業所は無料。 会員外の事業所は申込時に登録料を支払っていただきます。
①非会員で、小売りの売場面積1,000㎡以上： 50,000円
②非会員で、小売の売場面積1,000㎡未満または小売業以外： 30,000円
（※②のみ免除あり： 伊賀市内に本所を置く事業所または2022年４月以降の任意月の売上を、2019～2021年の同月売上と比較して30%以上が減少した事業所）
・各店におきまして、プレミアム付お買いもの券を利用した場合の特典やサービスの実施をぜひご検討ください！

●取扱い申込場所

（土・日・祝日は除く。 平日のみ、但し 伊賀市商工会島ヶ原支所は月水金曜日のみ）

上野商工会議所

伊賀市商工会

伊賀市上野丸之内５００

伊賀市下柘植７２３－１

伊賀市平田９５０－１

TEL： ０５９５－２１－０５２７

TEL： ０５９５－４５－２２１０

TEL： ０５９５－４７－０３２１

伊賀市商工会

伊賀市商工会

伊賀市商工会

阿山支所

本所

伊賀市商工会

島ヶ原支所

大山田支所

青山支所

伊賀市馬場１１２８－４

伊賀市島ヶ原４７４３

伊賀市阿保５７０－１

TEL： ０５９５－４３－００１４

TEL： ０５９５－５９－２０１０

TEL： ０５９５－５２－０４３８

お問合せ先

伊賀市内地域経済活性化事業実行委員会

上野商工会議所 (TEL：0595-21-0527)
伊賀市商工会
(TEL：0595-45-2210)
上野商工会議所ニュース
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会議所の動き
2022年全国あんざんコンクール開催～珠算能力向上を目指して～ ６月19日㈰
2022年全国あんざんコンクール（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、昨年度に引き続き今回も、
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
において開催することになりました。コンクールでは、
小学２年生の部から高校生の部までの111名が参加し、
出題されたかけ暗算、わり暗算、みとり暗算を真剣に
取り組み、日頃の練習の成果が発揮されたのではない
のでしょうか。
今年の上野地区最高得点者は、西山紗菜さんでした。
賞状と盾を授与させていただきました。おめでとうご
ざいました。
各部門金賞１位賞者の方は、以下のとおりです。
【金賞】
小学校２年生の部
市耒 逢奏さん（壬生野小）
小学校３年生の部
猪田 彩月さん（友生小）

小学校４年生の部
小学校５年生の部
小学校６年生の部
中学１年生の部
中学２年生の部
中学３年生の部
高校生の部

上野地区最高得点者

辻本 詩乃さん（柘植小）
西山 誠剛さん（上野東小）
藤本 桃百さん（上野西小）
西山 紗菜さん（緑ヶ丘中）
西村 聡旭さん（緑ヶ丘中）
田尾 泉澄さん（霊峰中）
福永 有彩さん（高田高３年）

各部門上位入賞者

珠算能力検定試験１級合格おめでとうございます！ ６月26日㈰
令和４年２月13日に開催された第224回珠算能力検
定試験において、福谷太陽さん（上野東小６年）、工
藤凜さん（上野東小５年）
、澤野心春さん（上野東小
５年）
（学年は検定実施日令和４年２月13日時点）が
小学生で見事１級に合格されました。
合格された皆さんには、日本珠算連盟上野支部より
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。
１級合格のみなさん

サービス部会 総会・研修会『芭蕉翁生家』見学

芭蕉生家について説明を受ける様子
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７月11日㈪
サービス部会総会を16名の方にご出席いただき、令
和３年度事業報告・収支決算報告及び令和４年度事業
計画（案）・収支予算（案）について上程され、満場一
致で承認されました。 その後、建物の調査や改修の
ため、2018年度から休館し、市の保存改修工事が完了
した４月１日から４年ぶりに一般公開されている、上
野赤坂町の芭蕉翁生家を見学しました。29歳までこの
生家で過ごし、ここで処女句集『貝おほひ』を執筆し
た書斎「釣月軒」を見学したり、以前は見学できるだ
けだった主屋の座敷にも上がることができたので、江
戸時代の生活様式にふれ、当時の芭蕉さんの生活を偲
びました。
部会員一同、近くにいながら、中々訪れる機会がな
い史跡を見学し、見聞を深める事ができました。

社会文化部会 視察研修

７月12日㈫

早朝７時、城北駐車場に研修参加者10名、第２名神
集中工事の渋滞を避けて、国道163号線南山城村を通
り、木津川市から北上して京都市内に入りました。今
回の視察研修の目的は、OSKで活躍している地元伊
賀出身の団員、椿りょうさん出演の『OSK日本歌劇
団創立100周年記念公演』歌劇・レビュー in Kyotoの
視察鑑賞と、椿りょうさんの応援です。
鑑賞前に、１部歌劇『陰陽師』の活躍した千年前の
安倍晴明ゆかりの屋敷跡に建立された、上京区にある
「晴明神社」にお参りをして、旅の安全と関係者の皆
さんの厄除けを祈願して、祇園の南座にて昼公演の鑑
賞に向かいました。
第１部の夢枕獏原作の、歌劇『陰陽師』では、平
安衣装をイメージした出演者の豪華絢爛なスペク
タルな歌劇で夢幻の世界を表現、休憩の後、第２部
はOSKの100年の名曲に合わせての得意のレビュー
『INFINITY』
（無限）を鑑賞、南座の伝統的な劇場機

構（セリや回り舞台等）を生かし、裏方と演技者のア
ンサンブルの取れた舞台に、また伊賀出身の椿りょ
うさんの舞台の笑顔にもコロナ禍も忘れて堪能しました。
終演の後、八坂円山公園の北側にある京料理「志ぐ
れ」にて昼食をいただき、帰路は渋滞を避けて瀬田東
ICから芭蕉も歩いたお茶の里朝宮や信楽の里では狸
に出会い、丸
柱、三田と抜
けて事故なく
17時半に帰着
しました。
参加者一同
見 聞 を 広 げ、
親睦を深める
ことができた
有意義な視察
晴明神社にて
研修となりました。
副部会長 西出 實

青年部だより ７月例会「掴もうぜ！ビジネスチャンス！！」開催

７月13日㈬

ハイトピア伊賀にて、７月例会「掴もうぜ！ビジネ
スチャンス！
！」
を開催しました。本例会では、エレベー
タートークというショートプレゼンテーション技法を
利用し、お題に沿った内容のトークを考えました。
限られた時間の中で簡潔に話を伝え、興味を惹きつけ
る技法を学んだことで、自分自身や自分のアイデアを
効率良く売り込む力を向上させる例会となりました。
お題に沿ったトークのシナリオを作成する様子

会報広告掲載のご案内
当所会報『上野商工会議所ニュース』は、会員をはじめ関係
機関、団体等に毎月約1,800部を発行します。
広告掲載につきましては、下記のとおり随時募集しております
ので、貴社のPRにご活用ください。
【会報紙面広告】
⃝白黒印刷 ⃝サイズ 4.5cm×17.5cm ⃝価格 8,000円（１回）
【チラシ折込サービス】 A4版 20,000円
B4、A3 30,000円
会報発行日 毎月５日発刊・発行（１月号は除く）
詳細はお問合せ下さい。 総務課 ☎︎21-0527

上野商工会議所 facebook フォローお待ちしております！
上野商工会議所のFacebookページでは
◦補助金、支援金、セミナー、相談会、検定などの役立ち
情報
◦市内イベント情報（上野天神祭、にぎわいフェスタ、花火
大会など）
等を積極的に発信しています！
たくさんのいいね＆フォローよろしくお願い
いたします！
https://www.facebook.com/100120984793593/

業務部

059−354−9971
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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補助事業をご紹介します！

生産性革命推進事業

ものづくり補助金

IT導入補助金

新製品・サービス・生産プロセス等の改善に必要
な設備投資等を支援します。
【一般型】
＊
補助上限：750万円～ 2,000万円 補助率：1/2
【回復型賃上げ・雇用拡大枠】
補助上限：750万円～ 1,250万円 補助率：2/3
【デジタル枠】
補助上限：750万円～ 1,250万円 補助率：2/3
【グリーン枠】
補助上限：1,000万円～ 2,000万円 補助率：2/3
＊小規模・再生事業者は2/3

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路
開拓等の取組を支援します。
【通常枠】 補助上限：50万円 補助率：2/3
【特別枠】 補助上限：200万円 補助率：2/3
（賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠）
（※賃金引上げ枠のうち、赤字事業者は補助率3/4）
【インボイス枠】 補助上限：100万円 補助率：2/3

ITツール導入による業務効率化等を支援します。
【通常枠】
補助上限：30万円～ 450万円 補助率：1/2
【デジタル化基盤導入枠】
■デジタル化基盤導入類型
＜ITツール＞
補助上限：５万円～ 350万円 補助率：最大3/4
＜PC等＞
補助上限：10万円 補助率：1/2
＜レジ等＞
補助上限：20万円 補助率：1/2
※複数社連携IT導入類型については補助上限3,000万円

事業承継・引継ぎ補助
事業承継・引継ぎ後の設備投資等の新たな取組や
事業引継ぎ時の専門家活用費用等を支援します。
補助上限：150万円～ 600万円 補助率：1/2 ～ 2/3
詳細は中小企業基盤整備機構のポータルサイト
からご確認ください。
https://seisansei.smrj.go.jp/

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４年９月10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
⃝令和４年10月８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
＊完全予約制（１人当たり30分程度）

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

【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

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

伊賀連携フィールド2022年度
2022年度前期市民講座第２回「徳川幕府伊賀者再考」５月21日㈯
「徳川幕府伊賀者再考」要旨
三重大学人文学部准教授 高尾善希
この講義では、近世初期の徳川家中における伊賀
者の動向について、３つの論点を述べた。１つめは、
天正10年（1582）、徳川家康による尾張国鳴海にお
ける伊賀者召し抱えの問題である。これにどれだけ
信憑性があるか不明だが、永禄３年（1560）、鳴海
城の今川方の武将岡部元信が、伊賀者を活動させて
いた例もあるため、鳴海という土地と伊賀者との関
係は、まったく無ではないことを指摘した。つま
り、鳴海召し抱えは非史実と断言するのには躊躇が
ある。２つめは、徳川家康江戸入部時における伊賀
者の軍事的役割の問題である。伊賀者の知行地が屋
敷としても使われていたことを指摘し、そのうえで、
江戸防備における伊賀者の軍事的役割も指摘した。
３つめは、
役職「伊賀者」の成立の問題である。「黒
鍬組」などと同じように、幕府の役職のひとつとし

て、役職「伊賀者」が成立する。伊賀者たちは、服
部半蔵正就追放以後も、戦陣のみならず、北関東の
盗賊狩りなどの特殊的な任務にも動員されていた。
彼らの一部は、やがて、江戸城や明屋敷などの警備
の任にあたる役職「伊賀者」に配属されていった。
松下家文書中の、松下金左衛門・遠藤与十郎の履歴
の記述から、その配属の過程を論証した。

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。怖い話、は今
でも夏の風物詩なのでしょうか。私は真夏の夜の学
校で、本当に恐ろしい体験をしたことがあります。
「本当にあった怖い話」です。学生時代、大阪某所
の中学校で守衛をしていました。今日でプールは閉
鎖、という夏の日。校長が、今日は特別に、プール
で遊んでいいよ。騒がない、汚さないなら友達も連
れてきていい。と言うではありませんか。友人ら５
人で、夜中のプールを楽しみました。真夜中のプー
ルは独特な雰囲気で、水の底もよく見えません。５
人のうちの誰がやってるのかわかりませんが、潜水
をして足首をひっかいてくるのです。あまりにしつ

47の巻

こいので、いい加減にやめろということになったの
ですが、おかしなことに、全員がプールの真ん中に
集まっているのに、「何か」がまだ足首をひっかい
てきます。
「なにかいるぞ！」と誰かが言ったや否や、
全員我先にとプールから這い出ました。ライトを照
らしてみんなで探したところ、一人が「ウミガメが
いる！」と言います。プールにウミガメなんている
わけないですよね。勇敢な我々はその謎の生物を捕
まえたのですが、いわゆる「ルンバ」のような、プ
ール用の自動掃除機でした。あら、忍者が全く出な
い話ですね。まるで、忍者のような機械でした。少
し無理がありますね。
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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！
！

一般社団法人 NinjaTAG協会

TEL 0595-51-0016

伊賀市上野愛宕町1831-8
E-mail：e-ninja@ninjatag.jp

私たちは「もっと忍者を楽しもう！」をスローガンに、伊賀から世
※
界へ笑顔をお届けする為に、世界初のレーザー手裏剣 を開発し、対
人対戦型の次世代忍者スポーツ「e-Ninja」を広める活動をしています。
「e-Ninja」は文字通り、eスポーツを意識していますが、従来型のe
スポーツのようにTVゲームソフトを使用したものでは無く、独自開
発した通信型ガジェットを使用して、実際に人が対峙し対戦を繰り
広げます。これにより、場所や年齢層・性別、さらには経験値も問
わず、誰でも楽しめるeスポーツに仕上げることが出来ました。また
「e-Ninja」は対人対戦型のeスポーツだけにとどまらず、射的を連想
させるシューティングゲームや、的を射抜くスピードを競う早撃ちな
ど、多岐にわたるアトラクション活用ができ、クライアント様におい
て、内容をオリジナルデザインして活用頂けます。さらに企業OJTや
児童教育プログラムも準備しておりますので、会員企業の皆様も、お
気軽にお声掛け頂ければと思います。伊賀を忍者で共に
盛り上げていきましょう。
ホームページ：https://www.ninjatag.jp/
ツイッター：@eNinja_jp
※レーザー手裏剣とは
◦サバイバルゲームなどで使用されているレーザー銃の手裏剣バージョン
（特許取得済）
◦手のひらでローラーを回してレーザー（赤外線）を発射し、相手や的を狙い撃ち
◦リモコンと同じ赤外線を使用していますので、目にあたっても影響ありません

上野商工会議所

会員の動き

商工業者数

令和４年６月末会員数

組織率

2,618件

1,564件（内特別会員118件）

55.23%

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

健康診断のご案内
従業員を常時雇用している事業主は年１回定期的に健康診断を受けさせなければならないことになっていま
す。本年度も福利厚生事業の一環として、法の趣旨に沿った健康診断を下記の通り実施いたしますので、是非、
この機会に受診され、健康管理にお役立てください。
実 施 日
実施会場
健診内容

令和４年９月21日
（水） ９：15 ～ 12：00 ※昨年度に引き続き２月にも実施予定しております。
ゆめポリスセンター ２階大会議室（伊賀市ゆめが丘）
①定 期 健 康 診 断：問診、尿検査、身体計測、視力検査、聴力検査、血圧測定、内科診察、
心電図検査、胸部Ｘ線検査、血液検査
②生活習慣病健診：定期健康診断検査項目に糞便検査、眼底カメラ、胃部Ｘ線検査が加わります。
健診料金 ①定 期 健 康 診 断
（会員） 6,600円 （非会員） 8,500円
②生活習慣病健診
（会員）13,700円 （非会員）15,700円
★協会けんぽ補助使用時 （会員） 9,200円 （非会員）11,200円
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 令和４年８月19日
（金）
お問合せ 上野商工会議所 TEL 21-0527 FAX 24-3857
※今年度より35歳以上協会けんぽ加入者につきましては、協会けんぽの補助を使用して②生活習慣病健診の受診が可能となっております。補助をご希望
の方は協会けんぽの生活習慣病健診対象者一覧を添えて上野商工会議所までお申込み下さい。

「孤立・孤独を防ぐ会話のススメ」
人との関わりが変化して久しい生活の中で、孤立
感、孤独感から心身の不調に陥る人が増えています。
不安感、恐怖感、焦燥感、やる気の喪失、集中力の
欠如、気分の落ち込みなどを訴える人が多く、また、
疲れやすさや体のだるさ、睡眠障害などが顕在して
います。
少しずつ以前の生活に戻る兆しも見えますが、コ
ロナ禍で強いられた制限のある生活様式は習慣化さ
れつつあり、元に戻すことも難しいのが現実です。
この状況下では誰しもが少なからず負担を強いられ
ていますが、同じ状況下にあっても、その感じ方は
さまざまです。例えば、コップに水が半分入ってい
るのを見て、
「まだ半分ある」（から大丈夫）と感じ
る人と、
「もう半分しかない」（から大変だ）と感じ
る人がいます。言うまでもなく、前者にはゆとりが
ありますが、後者は焦りと不安が増してきます。こ
うした感じ方の違いは、日々の生活の状況や置かれ
た環境に影響されますが、根本的には個人的な価値
観が大きく左右します。後者の不安になりやすい傾
向にある人は、責任感が強くて几帳面、真面目な人
に多く見られます。
それだけでなく、不安定に陥りやすいのは、人と
の接触が極端に減っているときです。人は「話すこ
と」によって自分の気持ちをある程度整理できます。
しかし、マスクやソーシャルディスタンスが求めら
れる今は、会話は最小限で終わらせる、なるべく人
には話しかけないようにするという雰囲気があって、
気持ちを人と共有するゆとりがありません。職場で

のちょっとした集まりもほとんどなく、異動や転職
後、相手がどんな人かまるで分からず、雑談もでき
ないといいます。オンラインで画面越しにしか会わ
ない場合は、年齢すら推定でしかなく、共通の話題
を探る糸口さえ見つけられないのです。こうした状
況が続けば、気持ちはどんどんネガティブな方向に
傾いていきます。
まずは、どんな形でもよいので、人と話す機会を
増やすことです。“話すこと” で、自分の気持ちや
自分に起きた出来事をアウトプットすることが大事
です。家族や友人だけでなく、会社の同僚や仕事関
係者、また緩くつながれるコミュニティーなどでの
会話ができると効果的です。
これに加えて、気分の落ち込みが激しい人の場合
は、情報をシャットアウトすることも心掛けましょ
う。往々にして人は不安になればなるほど情報を欲
するものですが、ネガティブ情報に触れ過ぎないこ
とも大切です。
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、公認心理士
師、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。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５万人以上を対象に講演・
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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お店とまちのファンをつくる！

まちゼミ 参加店募集のご案内
実施期間 2023年（令和５年）２月の約１ヶ月間（予定）
（この期間で参加店のご都合の良い日時、何日でもOK）
（所要時間は30 ～ 90分程度で各店舗が設定）
参加店負担金
商工会議所会員事業所：１講座（種類）につき5,000円
商工会議所非会員事業所：１講座（種類）につき10,000円
※２講座目から半額
参加対象 旧上野市内の事業所
（会員事業所は上記の範囲に限らず参加できます。
）
お申込み 申込締切 2022年９月２日まで
第１回勉強会（兼参加店説明会） ９月（予定）

「まちゼミ」とは、商店街のお店の
店主やスタッフが講師となり、各お店
の専門的な知識や技術、コツなどを無
料で紹介する少人数制のゼミナールで
す。お店の存在や特徴、店主のこだわりや人となりを知ってい
ただくとともに、お店とお客様との交流を通じ、信頼関係を築
くことで、お店のファンづくりを推進する取り組みです。お客
様にとっては、店舗に来ていただくきっかけづくり、新規顧客
やリピーターを含めたファンづくりにつながる取り組みです。
多くの皆様にご参加いただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。

お問合せ 上野商工会議所（まちゼミ担当）TEL 21-0527 FAX 24-3857
主
催 伊賀上野まちゼミの会・上野商工会議所・伊賀上野商店会連合会

令和４年７月期

①
②
③
④
⑤

提供 岡森書店 白鳳店

80歳の壁
（和田秀樹・幻冬舎・990円）

子宝船

きたきた捕物帖２

（宮部みゆき・PHP研究所・1,760円）

禁断の中国史
（百田尚樹・飛鳥新社・1,540円）

空想科学読本

Ⅰ

（柳田理科雄・KADOKAWA・1,320円）

老いの品格
（和田秀樹・PHP研究所・1,023円）
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今月のおすすめの１冊
『復活への底力 運命を受け入れ、前向きに生きる』
出口治明著

講談社

定価990円（税込）

世界がコロナ禍に入る直前に、伊賀で講演をしてくだ
さった出口さん。翌年の2021年１月に脳卒中を発症され、
右手足の麻痺と失語症に。APUの学長として、新しい学
部開設のため、ここで引退するわけにはいかない、何が何
でも復帰してみせる、と常に前を向き、その超人的意志と
行動力でついに復帰を果たす。生きていることすべてに価
値がある。生きていれば知恵が生き残る。自分が楽観的で
いられるのは、これまで学んできた知識
の力もあるからだと。高齢化社会の進展
で誰もが今後直面するであろう突然の
病気や障害にも、どのように向き合って
いくかについて考える機会になればと
述べておられる。やっぱり出口さんはす
ごいなあ。この本が復帰第一作目。
出口さん、おめでとうございます。

（※おすすめの１冊は商工会議所にもあります。
）

８・９ 月 主 な 事 務 局 行 事

（コミック・文庫除く）

28 26 22 21 15 14

８月
２日・交通運輸部会役員会
３日・令和４年度第１回伊賀税務連絡協議会
４日・県連専務理事会議
５日・第２回商工会議所専門スタッフ研修
日・青年部例会
日・青年部役員会
日・事業環境変化対応型支援事業「個別経営相談会」
日・市民夏のにぎわいフェスタ
・三重県商工会議所青年部連合会親睦事業
日・異業種交流懇談会視察研修
・ＣＣＩ＆ＡＸＡ共済増強キャンペーン表彰式
日・正副会頭会議
日・常議員会

ベストセラー紹介

９月
２〜３日・日本 商工会 議 所 青 年 部 第 回 東 海ブロック大 会
鈴鹿大会
８日・事業環境変化対応型支援事業「個別経営相談会」
９日・県連専務理事会議
日・記帳継続指導相談会
日・女性会役員会
日・生活習慣病健診
日・部会長会議
日・異業種交流懇談会
日・金融理財部会役員会・臨時総会
・交通運輸部会役員会・臨時総会
日・食品工業部会役員会・臨時総会
日・第 回電話応対コンクール

社会保険相談会

日
日

16 19

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

８月３日・
９月７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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