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ベンガラ（鉄酸化物）は、古来から実用に供せられた赤色顔料
です。
1918年（大正７年）
、人工硫酸鉄を原料とする製造法が当社創
業者・森下元良によって開発され、創業致しました。やがてベン
ガラ生産の主流は従来の緑礬法から人工硫酸鉄法へと移行しまし
たが、森下弁柄ではその後、マルーン色等各種色調の開発、チタ
ン副生硫酸鉄の活用、焙焼ロータリーキルンの採用、活性弁柄の
発見等、業界の技術的先駆をつづけました。
明治以降の、船舶建造を始めとする重工業の発達に対応する近
代的酸化鉄製造方式の原点を確立し展開したという点において、
森下弁柄の歴史は即日本の近代ベンガラ工業史であるといえるで
しょう。
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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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選
第24期

挙

特

集

議員改選

秋の役員議員改選に向け選挙・選任日程決まる！

当所議員は、令和４年10月31日をもって任期を満了いたします。これにともなう第24期議員改選日程及び選挙
権については次のとおりです。
1号～ 3号議員の改選日程
期

内

日

容

９月１日
（木）

選挙人名簿調製開始

９月６日
（火）

１号議員選任に係る選挙人名簿縦覧期間公示

９月６日
（火）

２号議員選任に係る部会別会員名簿縦覧期間公示

９月９日
（金）～９月15日
（木）

名簿縦覧及び異議申立

９月21日
（水）

選挙人名簿確定

９月22日
（木）

選挙執行公示

９月22日
（木）

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

９月26日
（月）
～ 10月７日
（金）

各部会毎に２号議員選任期間

10月７日
（金）

２号議員の選任終了

10月７日
（金）

１号議員立候補及推薦者届出受付開始

10月13日
（木）

立候補及推薦者届出締切（午後4時）

10月13日
（木）

２号議員当選人決定通知と公示

10月17日
（月）

１号議員立候補辞退期日（午後4時）

10月18日
（火）

１号議員立候補者資格審査

10月20日
（木）

１号議員選挙投票日（開票は即日）

10月21日
（金）

１号議員当選人決定通知と公示

10月24日
（月）

１号議員当選人職務者の届出

10月26日
（水）

３号議員の選任・議員の選任通知と公示

公示の場所

選挙に関する公示は、すべて当所の掲示板に掲載します。

選

会費１口につき選挙権は１個で、最高30口まで、特定商工業者は１個の選挙権。

挙

権

部会総会を開催
商工会議所では、第24期部会代表の２号議員を選出するため、全部会において部会総会を開催します。
会員の皆様は、所属部会をご確認のうえ、表の日程にて開催する部会総会への出席をお願いします。
なお、詳細については、各所属部会担当者までご連絡をお願いします。
各部会総会日程
部 会 名

日

時

商

業

10月３日（月） 午前10時30分

工

業

10月４日（火） 午前11時

食品工業

９月29日（木） 午後２時

建設業

10月４日（火） 午後２時30分

金融理財

９月28日（水） 午前10時30分

交通運輸

９月28日（水） 午後２時

サービス

10月３日（月） 午後２時

社会文化

10月６日（木） 午後２時

観

10月４日（火） 午後７時30分

光
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開催場所

上野商工会議所

市民夏のにぎわいフェスタ開催

８月20日
（土）

商業活性化とにぎわいの創出を目的とし、市民夏のにぎわいフェスタを開催いたしました。新型コロナウイル
ス感染症対策のため、今年は例年とは形式を大きく変えて、３年ぶりの開催となりました。
中心市街地の各商店で催事を行う『楽市』『職業体験』、空き店舗や広場等を活用したワークショップ等の体験
を行う『楽座』
、伊賀市の様々な産業を担う企業が集い、事業の紹介や体験･販売を行う『伊賀の産業展』、伊賀
で活躍する子どもを中心とした団体による『ステージ』、デジタルスタンプラリーや、市内幼稚園･保育園児によ
る「夏」がテーマの絵画展示を行う『まち歩き促進企画』といった様々な企画が、各所で行われました。
コロナ禍で厳しい制限がある中、ご来場のお客様には新しい形の「市民夏のにぎわいフェスタ」をお楽しみ頂
けたことと思います。
当フェスタ開催のため尽力いただいた各種団体･商店の皆さま、ご協賛をいただきました企業の皆さま、感染
症対策にご協力いただいたご来場の皆さま、全てに深く感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。
今後とも「市民夏のにぎわいフェスタ」をよろしくお願いいたします。

開会式での中井実施委員長の挨拶

ステージイベント

「楽市」物販の様子

キレイアートフェスタ

伊賀の産業展

MONO FEST.
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会議所の動き
三重県商工会議所連合会

令和４年度第１回通常会員総会を開催 ７月29日㈮

三重県商工会議所連合会（会長：種橋潤治）は、令
和４年７月29日（金）ホテル津センターパレス（津市）
にて、
「令和４年度第１回通常会員総会」を開催し、
県内12商工会議所の会頭・専務理事等出席のもと、令
和３年度事業報告および収支決算等について審議し、
満場一致で原案どおり承認されました。また、退任す
る吉仲専務理事の後任として喜多正幸氏が専務理事に
選任されました。
種橋会長は、総会挨拶の中で、各会議所がコロナ禍
において地域経済の再生・活性化に尽力していること
に謝意を述べました。会長は、
「観光関連産業におい
ては、賑わいを取り戻してきた感があるが、第７波に
より、感染者数が急増しており、今後の観光客の動向
が大変気になる」
、「ロシアのウクライナ侵攻、原材料
不足・原材料高、急激な円安等による物価高など、先
行き不透明な厳しい経営環境にある」としました。
一方、活動報告として、昨年11月、三重県知事に対
して、新型コロナ対策関連を始めとする各種要望と各
会頭からの地域課題等に対する要望を行い、12月には、
一見三重県知事、亀山商工会議所岩佐会頭とともに、
JR東海の金子社長はじめ関係役員に直接面談し、リ
ニア中央新幹線の一日も早い全線開通に向けて要望活
動を行い、大阪で開催された三重・奈良・大阪リニア
中央新幹線建設促進大会において、三重県・奈良県経
済団体連合協議会の会長として、
「関係自治体及び経
済団体が一丸となり取組を進めていく」という大会決
議を行ったと述べました。加えて、今後の産業界にとっ
て大きな影響が予想されるカーボンニュートラル、エ
ネルギー問題に対応していくため、勉強会や職員の認
識を高めるための研修会を実施したと述べました。

総会終了後は、独立行政法人日本貿易振興機構 三
重貿易情報センターの後援のもと、独立行政法人日本
貿易振興機構ジェトロ海外調査部 主幹 下社学氏か
ら「ロシア・ウクライナ情勢をめぐる海外ビジネスへ
の影響」と題して、ロシア・ウクライナの概要やロシ
ア進出日系企業への影響について、世界の主要な企業
の対応事例などを踏まえた内容のお話をいただきました。

総会の様子

挨拶をする種橋会長

退任した吉仲専務

選任された喜多氏

リモートによる講演会の様子

『伊賀市にぎわい忍者回廊整備（忍者体験施設等整備）に関するPFI事業』の早期進展に係る要望 ８月５日㈮
上野商工会議所は、伊賀市が官民連携のPFI方式を
採用し、中心市街地に残る旧市役所庁舎の複合施設化
や成瀬平馬家屋敷跡敷地に建設予定の忍者体験型施設

正副会頭による市長並びに市議会議長副議長への要望書提出
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の建設を盛り込んだ「にぎわい忍者回廊整備事業」に
ついて、岡本栄市長と近森正利市議会議長に早期進展
を求める要望書を提出しました。
本事業は、平成30年12月以降、約３年半にわたって
空き家状態となっている市指定有形文化財旧上野市庁舎
の図書館及び観光施設等への再生・利活用に加え、伊
賀流忍者発祥の地「忍者市」にふさわしく、新たな伊
賀市における観光まちづくりの顔となる忍者体験施設の
新設が盛り込まれたもので、中心市街地のにぎわい創出、
市内全域へのにぎわいの波及効果が期待されます。
本年５月には優先交渉権者が決定し、現在契約締結
に向けた協議が進められていますが、１日も早い施設
の完成や効果の実感が市民からも待ち望まれる中、９
月に予定されている契約締結議案の議会議決への憂慮
を示し、事業の早期進展につなげていただくよう強く
要望させていただきました。

そろばん体験講座 ７月30日㈯・８月７日㈰
今年で10年目の開催となる『そろばん体験講座』を
開催し、小学１年生から４年生の26名の方が参加しま
した。日珠連上野支部の先生方によるマンツーマンの
指導により、
参加者ははじめてそろばんに触れ、フラッ
シュあんざん等を楽しく体験していただきました。
そろばんを使うと数字に強くなり計算が早くなる、
右脳が鍛えられ、集中力・記憶力・判断力・忍耐力な
どがつき、脳のトレーニングになります。この体験講
座をきっかけに、たくさんの子どもさんが珠算・あん
ざんに興味をもち、楽しく学んでいただければと思っ
ています。

楽しくそろばん体験

夏休み親子思い出サポート講座開催『木工教室』 ８月６日㈯
小学生を対象にした「夏休み親子おもいでサポート
講座」を開催し、馬場建具店の馬場幸次さんを講師に
迎え、『えんぴつ立て』づくりを９名の方に体験して
いただきました。参加者たちは、先生の説明を聞き、
一つずつ色とりどりの小さい木片を順番に組み合わせ
真剣な表情で作品を完成させていました。夏休みの思
い出作品が一つ出来上がり、夏休みの楽しいひととき
を過ごしていただきました。
パーツを組み合わせ世界に１つだけの作品を作成

夏休み親子思い出サポート講座開催『プログラミング講座』 ８月７日㈰
㈱Akanooの大仲敦さんを講師に迎え、小学生から
中学生対象にしたプログラミング教室を今年度初め
て開催し、５名が参加しました。最初にプログラミ
ングについてやキーボードの使い方の説明の後、コ
ンピューター言語の一種であるスクリプトを使って、
コンピューターが決めた１～ 100までの数字を当てる
ゲームのプログラムを作成しました。スタートさせて
数字を５回打ち込み、５回間違えると終了というもの
で、５つのプログラムを打ち込み終了しました。参加
者たちは本格的なプログラムに苦戦しながらも、先生
の丁寧な指導の元、熱心に取り組んでいました。

熱心にプログラミングを作成する様子

青年部だより ８月例会「マイクロソフトの面接試験に挑戦しよう！」開催

委員会ごとに様々な角度から答えを推定

８月10日㈬

ハイトピア伊賀にて８月例会「マイクロソフトの面
接試験に挑戦しよう！」を開催しました。フェルミ推
定という方法を用いて、担当委員会が考えたお題「現
在・2035年の伊賀市における自家用自動車のレギュ
ラーガソリンの1か月あたりの消費量」について各チー
ムに分かれて討論しました。
フェルミ推定の内容は難しいですが、事業や私生活
において使うことができる内容であるため、今後の事
業の発展や私生活の向上に活かせる例会となりました。
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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

令和４年度 伊賀市起業・事業承継促進事業補助金

労

務

経

営

〆切：９月16日㈮
〆切間近！！

市内における新たな事業主体の創出及び市内事業者の事業の改善を促進し地域経済の維持・発展を図るため、
改修費・付帯設備費および広告宣伝費や商品開発などに要する経費の一部を補助します。
★補助対象経費：改装･改築費、備品費、商品開発費、広告宣伝費
★補助率：１／２
※原則、伊賀市内の業者を利用すること
※店舗を改装･改築する場合・特に新たな事業を行う場合には、新型コロナウイルス対策を万全に行うこと

①地域と連携した起業支援事業
市外の者（申請時点で、市内に移住して３年を経過していない者を含む）が市内にある空き家・空き店舗を利
用し、市内の団体等（※１）と 協働（※２）で新たな事業を創出する取り組みを支援します。

補助額50万円（下限）～ 300万円（上限）
※１：市内の団体等：規約を有する組織（例 自治組織・商店街組織）や非営利法人（例：NPO 法人）
※２：協働：連携する目的・内容・役割及び開設事業所等の所在地域への貢献について、具体的に明記された協
定書を締結して事業を行うこと。（協定書の様式は任意です）

②起業支援事業
市内にある空き家・空き店舗を利用し、新たな事業を創出する取り組みを支援します。

補助額20万円（下限）～ 100万円（上限）

③事業承継支援事業
市内の者が行う、世代交代を含めた経営革新や事業改善の取り組みを支援します。

補助額20万円（下限）～ 40万円（上限）
採択方法：応募〆切後、9月下旬～ 10月上旬ごろに審査会を行い、補助事業者を決定します。
（審査会では、応募申請に基づき、プレゼンテーションを行っていただきます）
詳細は伊賀市商工労働課までお願いいたします。
◆ホームページ：https://www.city.iga.lg.jp/0000009047.html
◆電話：0595-22-9669

FAX：0595-22-9695
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令和4年1月～ 6月期

上野地区景況調査結果

～コロナ禍とウクライナ情勢の影響で前期より悪化～

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４年１月～６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96事業所から回答
◦調査期間：令和４年６月21日
（火）～令和４年７月５日
（火）
現

状
令和４年１～６月の業況は、
「良い・やや良い」が
13.5%（前期13.0%）、「やや悪い・悪い」が54.2%（前
期46.3%）となった。DI値は▲40.7（前期▲33.3）となり、
前期調査時に比べ7.4ポイント悪化する結果となった。
業種別では前期DI値と比較して、卸売業・飲食業・
サービス業・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、建設業がプラスからマイナスに転
じて大幅に悪化し、製造業・小売業も悪化した。
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10.4%、
「やや悪い・悪い」との回答は40.7%、
ＤＩ値は▲30.3となった。
現状のDI値（▲40.7）と比較すると、10.4ポイント
業況の改善を見通している。
業種別のＤＩ値を見ると製造業が▲34.6・建設業
が▲43.8・卸売業が▲40.0・小売業が▲35.7・飲食業
が▲25.0・サービス業が▲22.2・交通運輸業が33.3と
なった。
業種別に現状のDI値と比較すると、製造業が10.2ポ
イント、小売業が28.7ポイント、飲食業が12.5ポイント、
サービス業が5.5ポイント、交通運輸業が33.3ポイント
改善を見通すほか、建設業・卸売業が0.0ポイントと
現在の水準で推移する見通しである。

19.8%（前期27.6%）であった。前期と比較して7.8ポ
イント減少した。
業種別では、製造業が17.2%（前期24.0%）、建設業
が12.5%（ 前 期19.0%）、 卸 売 業 が20.0%（ 前 期0.0%）、
小 売 業 が0.0%（ 前 期23.1%）、 飲 食 業 が25.0%（ 前 期
53.8%）、サービス業が38.9%（前期24.0%）、交通運輸
業が66.7%（前期80.0%）となった。業種別では、サー
ビス業が７社と最も多かった。
表１

DI値

上野地区
三重県内
今期 前期 対比 今期 前期 対比
現 状 ▲40.7 ▲33.3 ▲7.4 ▲32.9 ▲36.4 3.5
見通し ▲30.3 ▲29.2 ▲1.1 ▲27.8 ▲30.9 3.1
表２
全体
製造業
建設業

1.0
12.5

32.3

17.2
12.5

卸売業

29.2

20.7

37.9

31.3

25.0

サービス業 5.6 5.6
12.5

25.0
24.1
31.3

60.0

小売業 7.1

飲食業

現状について（業種別）

20.0

21.4

42.9

28.6

50.0
37.5

20.0

22.2
25.0

16.7
25.0

目立った変化等
33.3
33.3
33.3
その他
【経営課題】
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経営上困っている問題について、
「売上・受注の停
■良い ■やや良い ■変わらない ■やや悪い ■悪い
滞減少」が最も多く61.5%（前期59.3%）、「原材料高及
び不足」が38.5%（前期30.9%）、
「競争激化」が25.0%（前
総 括
期25.2%）と上位を占めた。
上野商工会議所地区においては、現状では、業況が
また、業種別では、製造業・卸売業・小売業・サー 「やや悪い・悪い」との回答が54.2％（前期46.3％）と
ビス業で「売上・受注の停滞減少」が最も多く、建設
なっており、現状のDI値が▲40.7と前期と比べ7.4ポイ
業・飲食業では「原材料高及び不足」が最も多く、交
ント悪化する結果となった。経営課題では「売上・受
通運輸業では「人件費以外の経費増加」「競争激化」 注の停滞減少」が最も多くあがっている。
が最も多かった。
今後の見通しのDI値については▲30.3となり、現状
【設備投資】
より10.4ポイントの業況の改善が見られるが、引き続
設備投資について、設備投資を実施した企業は19社
き厳しく見通す結果となった。
伊賀市では昨年に比べて国内観光客の客足が戻りつつあり、コロナ禍で打撃を受けた飲食業・交通運輸業
の改善が見られた。一方で、コロナの影響による輸出入制限に加えて、ロシアのウクライナ侵攻による原材
料高及び不足が問題となり、建設業をはじめとする全業種が大きな影響を受けている。
令和４年上期は比較的感染状況が落ち着いたため、コロナ前同様とはいかないものの客足は戻りつつあっ
たが、６月末からの第7波の影響による外出自粛、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、業況の悪化はさらに進んでいくことが懸念される。
上野商工会議所ニュース
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Let s try !

令和４年度
検定試験種目

回

級

第162回

１～３級

令和4年
10月4日（火）～ 10月24日（月）
11月20日
（日）

第163回

２～３級

令和5年
1月10日（火）～ 1月30日（月）
2月26日（日）

日 商 簿 記

第226回
珠

後期分商工会議所検定試験日程

算
第227回

1 ～ 10級
段位

試

験

日

受験申込期間

受験料（税込）
１級：7,850円
２級：4,720円
３級：2,850円

令和4年
9月5日
（月）～ 9月22日
（木）
10月22日
（土）

１級：2,340円
２級：1,730円
３級：1,530円
４級〜６級：1,020円
令和5年
12月19日（月）～1月12日（木） ７～ 10級・暗算：910円
段位（珠算・暗算）：2,950円
2月12日（日）

◎詳しくは、上野商工会議所 総務課までお問い合わせください。
（TEL 0595-21-0527）
◎簿記２級・３級は、ネット試験も実施しています。ネット試験会場での随時施行となります。詳細やお申込みは日商ホームページ
をご確認下さい。https://www.kentei.ne.jp

面の明るさを抑えることも有効です。

「マイナスのリフレッシュ方法をプラスに」
ストレスを軽減するために、リフレッシュの工夫
をしているという人は多いと思います。しかし、そ
の方法が、心身の回復とならずに逆効果だったとし
たら、せっかくの取り組みも報われません。そこで、
マイナスの気分転換をプラスに変える方法をご紹介
します。
NG1．ブラックコーヒー
気持ちをリフレッシュするためにブラックコー
ヒーを飲む人は多いと思います。しかし、モチベー
ションを上げたいときは、脳に栄養を送ることが必
要です。ミルクと砂糖たっぷりのカフェオレや、甘
いチョコレートなどは、血糖値を上げると同時にリ
ラックス効果もあるので、仕事中の集中力が高まり
ます。エナジ―ドリンクの効き目を実感するのは、
カフェインと糖が多く含まれているからです。しか
し、市販の清涼飲料水は、驚くほど糖分が含まれて
いることがあるので、自分で砂糖を入れることをお
勧めします。
ちなみに角砂糖は、１個10キロカロリー
未満と実は低カロリーです。適度に甘いものを摂取
することが、リフレッシュと仕事の効率化につなが
ります。
NG2．明るい環境
目が悪くなるから疲れないように明るさを確保し
ようと作業環境をできるだけ明るくしていませんか。
実は、明るすぎる環境は、緊張やイライラの原因に
なる可能性があります。普段つけている手元のライ
トを消してみる、直射日光が入らないように窓際の
シェードを閉じてみるなど、気持ちが安定する明る
さの環境を整えてみてください。また、パソコン画
8｜上野商工会議所ニュース 2022.9.5

NG3．休みの日はひたすら寝る
体調が良くないときは、体を休ませることは必要
です。ただ、ひたすら寝ていると、ゆっくり休んだ
はずなのに、疲労感が残ったままになってしまうこ
とも。それは、脳内ホルモンのセロトニンが欠乏状
態になっている可能性があります。セロトニンが不
足するとモチベーションが下がり、気持ちが不安定
になりやすいのです。セロトニンを生成するには、
１日20分程度のリズミカルな運動が大事だといわれ
ています。部屋を掃除するのもいいですし、散歩す
る、買い物に行くなど、少し体を動かすことが必要
です。自然と気持ちもリフレッシュできて、モチベー
ションが変わってきます。
今まで、良かれと思って行っていたことがあれば、
少し視点を変えてみてください。効果的な気分転換
方法で、少しでも快適な毎日を送る一助となれば幸
いです。
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。

伊賀連携フィールド2022年度
2022年度前期市民講座第３回「越中立山衆徒の諸国での勧進布教活動」６月25日㈯
「越中立山衆徒の諸国での勧進布教活動」要旨
北陸大学国際コミュニケーション学部教授 福江 充
忍者のイメージとして、敵国に侵入し勝れた武芸で
活躍する姿が思い浮かぶ。しかし地味だが、情報収
集とその伝達も忍者の重要な役割であろう。その面で
言えば、日本の霊山の御師が諸国を廻国し勧進布教
活動を行う姿は、さながら忍者のようである。越中国
立山山麓の芦峅寺と岩峅寺の宿坊衆徒のうち、芦峅
寺衆徒は宿坊ごとに、例えば江戸や大坂、尾張国、
信濃国など、それぞれの地域に檀那場を形成し、そ
の衆徒は毎年農閑期になると自分の檀那場に赴き、立
山信仰を布教しながら護符や経帷子を頒布して廻っ
た。衆徒は様々な護符を刷っていたが、諸国での廻檀
配札活動の際には牛玉札「立山之宝」を中心に火の
用心や祈祷札、山絵図（お土産用の木版立山案内絵
地図）
、経帷子などを頒布した。また、特に女性の信
者には血盆経や月水不浄除、安産などの祈祷札を頒

布した。この他、護符に限らず、立山反魂丹や立山御
夢想丸などの薬、箸、針、楊枝、扇、元結なども頒
布して利益を得ている。さて、こうした布教活動、及
び経済活動、そしてそれを成り立たせる情報収集活
動によって、立山信仰は、特に幕末期には庶民層の
みならず、江戸幕府第13代将軍徳川家定の夫人の天
障院篤姫や、江戸幕府第14代将軍徳川家茂と夫人の
皇女和宮などの将軍家をはじめ、幕政を担う老中、
大奥女中ら、近世身分制社会の最上級のところでも
受容されていた。私は今回の講座で、芦峅寺衆徒の
活動実態を詳しく紹介させていただいたが、こうし
たことが、みなさ
んに江戸時代の忍
者をより豊かな視
点で考えていただ
ける機会になれば
と、期待している。

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。
今回は、大学の教育のことについて、お話しいたし
ましょう。私が忍者学および日本史を教えていて、
「日本史のことはあまり知りません」という学生さ
んに出くわします。たとえば、共通テストあるいは
センターテストで、
「世界史受験でした」という学
生さんは、それにあたります。どうしたらよいか？
と考えた結果、そんな学生さんに対し、漫画をすす
めることにしました。日本史に関する学習漫画です。
何と言っても、その中での老舗は、小学館の『学習
まんが 少年少女日本の歴史』シリーズでしょう。
これがとてもよく作られているのです。たとえば、

新車・車検・タイヤ・保険・鈑金

車に優しい思いやり 愛と誠実

48の巻

一場面をご紹介します。一ノ谷の
合戦のとき、源義経が平家方に奇
襲を仕掛けます（鵯越［ひよどり］
越えの逆落とし）。その時、平家
方のある一武将が、あわてて鎧を
身につけようとします。そこで、
いちいち鎧の部品の名称を言いながら、順々にそれ
らを身に着けていくわけです。折角苦労して鎧をす
べて身に着けた彼は、矢に当たってしまうのですが、
この場面は、巧みだなあ、と感じ入りました。鎧の
部品の名称を、巻末の「資料集」で解説することは
しないで、漫画中で解説しているからです。

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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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！
！

伊賀市一之宮470番地 TEL 090-9128-5739
営業時間 9：00〜18：00 定休日 日曜、祝日

ヒログシクミデザイン

ヒログシクミデザインはホームページ作成、通販サイト作成、WEB広告、名刺やチラシの各種デザインを行
います。また、ブランディングデザイン、業務コンサルティング、補助金申請のコンサルティングも行います。
今やホームページやSNSを使った営業は当たり前になってきました。しかし、とにかくホームページを作れば
お客様が来るだろうと思われていたり、SNSを発信すればお客様がくると思われているお店や会社が多数見受け
られます。残念ながらそれだけでは最強の営業ツールになることはありません。どうせ運用するなら最強の営業
マンに仕上げてみませんか？
ヒログシクミデザインではターゲティングに応じ、チラシやホームページ、SNSなどを利用した運用方法を伝
えすることができます。
また、条件に合えば公的な補助金を利用した通販サイトや決済システムの作成も可能です。お気軽にご相談く
ださい。

Mail：info@hirogu.jp

HP：https://hirogu.jp/

上野商工会議所

会員の動き

Lit.Link：https://lit.link/hirogunakamura

商工業者数

令和４年７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

会

決算・申告実務研修会の日程について

場

内 容
講 師
受講料

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。
今回も、
「自主点検チェックシート」インボイス
制度の説明も行い、特別に質疑応答の時間を１時間
設けさせていただきますので、この機会に是非ご利
用ください。
日 時 ９月27日
（火） 14：00 ～ 16：00（予定）

申込先

名張産業振興センターアスピア４階 会議室D
〒518-0729 名張市南町822-2
「わかりやすい会社の決算・申告の実務」について
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。
（一社）伊賀法人会
☎︎24-5774 FAX24-5796

令 和 ４ 年 度 上 野 商工 会議 所職 員採 用試 験
募

集

要

項

職
種
応募資格

商工会議所一般業務
学校教育法による大学・短大を卒業または、令和５年３月末までに卒業見込みの人。
もしくは、上記の学歴等の要件を有し、民間企業等において実務経験を有する人。
年
齢 平成５年４月２日以降に生まれた人
採用予定人数 若干名
試 験 日 ⃝第１次試験 10月９日（日）（書類選考の上別途通知致します）一般教養試験・適正検査・作文
⃝第２次試験 11月中旬 面接
待
遇 ⃝給与及び勤務条件は、上野商工会議所規程に定めるところによります。
受付期間 ⃝令和４年９月１日
（木）～９月30日
（金）までの午前８時30分から午後５時（土・日・祝日を除く）
⃝郵送の場合は、必ず簡易書留とし、９月30日（金）の消印有効とします。
応募方法 ⃝履歴書
（写真添付）
に必要事項を記入の上、卒業見込み証明書または、卒業証明書、成績証明書
を添えて上野商工会議所まで提出して下さい。（履歴書の返却は致しません）
そ の 他 ⃝採用予定日は、令和５年４月１日です。
⃝採用内定後、職務遂行に必要な健康状態にあるか否かについての検査のため、医療機関等に
おいて検査した診断書の提出を求めます。
問合せ先 上野商工会議所総務課 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内500
TEL 0595-21-0527 FAX 0595-24-3857 Email info@iga-ueno.or.jp

会報広告掲載のご案内

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！

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

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/

99×380

全

国

商

工

会

議

所

事業活動における賠償リスク、
事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補償します｡

ビジネス総合
保 険 制 度
商工会議所の
保険制度HP

制

度

運

営

https://www.ishigakiservice.jp/

日本商工会議所

お問い合わせ先

ここがおすすめ

各地商工会議所
商工会議所名簿

●会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し、
一本化して加入可能
●賠償責任
（PL、
リコール、
情報漏えい、
サイバー、
施設・事業遂行等）
リスクを総合的に補償
●休業に関する補償により災害に遭った際の事業継続のための資金を確保
●全国商工会議所のスケールメリットによる割安な保険料水準
●早期災害復旧支援により事業継続を後押し

新 型 ルス
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ロ
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によ
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●保健所指示などによる新型コロナウイルス感染症の消毒費用および消毒に伴う営業
休止にかかる損失を補償
引受損害保険会社

休業に関する
補償

も
リスク

補償

東京海上日動火災保険株式会社[事業活動包括保険] 損害保険ジャパン株式会社[事業活動総合保険]
三井住友海上火災保険株式会社[企業総合賠償責任保険、建設業総合賠償責任保険]
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社[タフビズ賠償総合保険、タフビズ建設業総合保険] 大同火災海上保険株式会社[賠責総合保険]

●一部の商工会議所では、
一部特約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、
対象業種等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。

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。
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特定商工業者のみなさまへ

共済制度加入キャンペーン

法定台帳の作成および負担金に
ご理解とご協力をお願いします！
！

当所では商工会議所法に基づき、地区内の特定商
工業者について商工会議所法施行令で定められてい
る事項を登録した法定台帳を作成する事が義務付け
られています。該当事業所には８月に法定台帳を送
付致しましたので、記載事項をご確認頂き、訂正が
ありましたら朱書きで訂正の上、返信用封筒でご返
送下さい。訂正がない場合はそのまま、返信用封筒
またはFAXにてご返送下さい。９月末日までにご
提出を頂きますようお願い申し上げます。
◆特定商工業者とは次の①・②のいずれかに該当す
る事業者です。
①資本金額が300万円以上
②従業員数が20人（商業・サービス業は５人）以上
◆負担金について
法定台帳の作成運用管理の為の諸経費として三重
県知事の認可を得て年額2,000円のご負担をい
ただくことになっております。
問合せ先 総務課 ☎︎21-0527

5/2 ～ 6/30の2か月にわたり、共済制度加入促進キャンペー
ンを実施いたしました。
キャンペーン期間中、当所職員やアクサ生命保険㈱推進員が
訪問させていただいた際には、お忙しい中お時間を賜り、有難
うございました。多く会員事業所様に、ご協力ご加入いただき、
厚くお礼申し上げます。
商工会議所は、アクサ生命保険㈱と連携し、会員事業所様の
福利厚生制度の向上と企業経営の安定を各種共済制度でサポー
トしております。経営者・従業員の皆様の医療保障・生活保
障・財産形成など、幅広いニーズにお応えできる多彩な商品を
取り揃えております。いつでもお気軽にお問合せ下さい。
今後も、商工会議所共済制度がより良きものとなるよう努力
してまいります。引き続きご愛顧の程、宜しくお願い申し上げ
ます。

②
③
④
⑤

おいしいごはんが食べられますように
（高橋隼子・講談社・1,540円）

よって件のごとし
（宮部みゆき・KADOKAWA・2,090円）

復活の底力運命を受け入れ、前向きに生きる
（出口治明・講談社・990円）

夜に星を放つ
（窪美澄・文藝春秋・1,540円）

腹を割ったら血が出るだけさ
（住野よる・双葉社・1,650円）

12｜上野商工会議所ニュース 2022.9.5

28 26 22 21 20 16

15 14

36

35

岸宏子著

『ある開花』

発行 伊賀市

定価1,000円（税込）

伊賀市出身の放送作家、岸宏子さんの生誕100年記
念にあわせ、絶版となっていた小説『ある開花』が初
版本のデザインのまま、伊賀市が復刊した。
伝統産業「伊賀くみひも」を織る女性をめぐる人間
模様を描いた作品で、当時の上野の街の風景や話し言
葉の伊賀弁に、岸さんと同時代を生きた近しい懐かし
い人たちを思い出してしまう。テレ
ビやドラマ。映画の原作になった岸
さんの代表作だ。
一般流通ではもう岸さんの作品は
ほぼ入手できない。この度の復刊に
感謝し、岸さんを偲んで読んでみた
い。伊賀市限定の貴重な1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

①

提供 岡森書店 白鳳店
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今月のおすすめの１冊

（コミック・文庫除く）
令和４年８月期
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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・日商第１３５回通常会員総会
・女性会役員会
日・日商創立１００周年記念式典
日・三重県知事への提言・要望
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

ベストセラー紹介

月
３日・商業部会役員会・臨時総会
・サービス部会役員会・臨時総会
４日・工業部会役員会・臨時総会
・建設業部会役員会・臨時総会
・観光部会役員会・臨時総会
６日・社会文化部会役員会・臨時総会
７～８日・全女連福島全国大会
日・県連専務理事会議
日・正副会頭会議
日・行政と交通運輸部会員との懇談会
日・第２回選挙管理委員会
日・事業環境変化対応型支援事業 「個別経営相談会」
日・異業種交流懇談会
日・常議員会
日・第３回選挙管理委員会

社会保険相談会

日
日

21 16

健康保険・厚生年金の
ご相談に応じています

９月７日・
月５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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～ご加入有難うございました～

