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①新年互礼会を開催しました
１
１
２
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１月１８日（金）午後６時００分より、桐生グランドホテルにおいて
新年互礼会を開催しました。御来賓に石原条みどり市長をはじ
め、井野俊郎衆議院議員、石関貴史衆議院議員、須藤昭男
県議会議員など多くの御来賓にご出席いただき、総勢１１０名の盛大な新年互
礼会となりました。ご出席いただきました御来賓・本会役員・各部会役員・総代
の皆様、ありがとうございました。
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（青山会長挨拶）

（石原市長ご祝辞）

（会場の様子）

②青年部クリスマスイベントを開催しました

８
８

ハイライト:

確定申告期限
消費税の申告期限は
平成25年4月1日(月）
です。お早目に申告を
済ませましょう。
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去る１２月、毎年恒例のクリスマスイベントがあり
ました。これは、笠懸町内の保育園、幼稚園の
クリスマスイベントに商工会青年部がサンタク
ロースとして園児たちにお菓子などのプレゼントを
配ります。園児たちはサンタクロースに会えるの
が楽しみで色々な質問をしてきます。住んでいる
場所や、何故ソリは空を飛ぶのかなど、なかな
か難しい質問ですが、園児たちの夢を壊さない
ようにするには一苦労です。他には園児と触れ
合ったり写真を
撮ったりと駆け足
でイベントが進み
ます。園児たちの
反応はさまざまで
したが、全体とし
ては楽しんでいた様子です。 （担当：岩﨑）
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③各部会の新年会が開催されました
商工会の各部会では、下記のとおり新年会が開催されました。部会員同士の交流や情報交換のため、
会員の皆さんも部会事業に奮ってご参加下さい！
女性部１月２１日（月）午後６時３０分～庄屋久平、商業部会１月２３日（水）
午後６時３０分～卯波、金属部会２月１日（金）午後６時３０分～新政、繊維
部会２月１日（金）午後６時３０分～魚利、青年部２月２日（土）午後７時００分
～新政、建設部会２月８日（金）午後６時３０分～魚利、サービス部会２月８日
（金）午後６時３０分～大源、飲食部会２月１９日（火）午後６時００分～鰻屋

④中小企業金融円滑化法終了対策セミナー
１２月４日（火）午後６時３０分より、中小企業診断士の戸塚栄
三郎先生を講師に「中小企業金融円滑化法終了対策セミ
ナー」を開催しました。２１名が参加し「金融円滑化法がなくな
る」をテーマに、平成２５年３月末で金融円滑化法の終了する
中小企業の影響と、どのような対策が必要かを講演しました。
金融担当大臣は、金
融円滑化法の期限
到来後においても何
ら変わるものではな
いと談話で述べてい
るものの、金融機関
より経営改善計画書を求められ、２～３年の内に経営改善が確
実に行われない事業者には、厳しい状況も考えられるとの内容
でした。戸塚先生の説明は、とても分かりやすく、大変参考にな
る講演会となりました。

⑤青年部経営セミナーを開催しました
１２月１３日（木）午後６時３０分より、税理士の小林眞澄先生を講師に「青年
部経営セミナー」を開催しました。「事業承継と財務諸表について」をテーマに
①事業後継者に求められるもの（後継者のキャリアプラン・事業承継計画の
策定） ②経営者の意思決定バイアスについて ③損益計算書（P/L）、貸借
対照表（B/S）、キャッシュフロー計算書（C/S）を読む ④損益分岐点分析に
ついて ⑤債務超過と中小企業金融円滑化法 ⑥最新の税制についてでし
た。小林先生の分かりやすい説明で、青年部員にとって大変有意義な経営セ
ミナーとなりました。
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⑥利子補給・中退金補助受付状況
１月７日（月）～１０日（木）までの４日間、平成２４年分利子補給及び中退金補助の受付を行いました
が、申込み状況は下記のとおりです。
【利子補給】２０６事業所・金額２６，０３７千円（昨年は２０３事業所・金額２５，５８４千円でした）
【中退金】２０事業所・金額６４９千円（昨年は２１事業所・金額４８０千円でした）
＊毎年１２月、全事業所へ案内を郵送しています。申請もれのないようにお願いします。

⑦はっぴぃ商品券の回収状況が集計できました
１１月２３日（祝）みどり市３商工会において２０％のプレミアム付き商品券 総額
２，０００万円（額面２，４００万円）を販売しましたが、１月３１日の使用期限を迎
え、回収状況の集計が終わりましたので報告します。全体の
回収状況を比較すると、笠懸町・東町地区で販売した商品
券が大間々町地区へ流れているような結果となりました。
発行額（割合）及び換金額（割合） ＊未回収商品券５０，５００円
笠懸町商工会 発行額 １，０８０万円（４５％） ⇒ 換金額
７１６万円（２９．９％）
大間々町商工会 発行額 ９６０万円（４０％） ⇒ 換金額 １，４８１万円（６１．８％）
東町商工会 発行額
３６０万円（１５％） ⇒ 換金額
１９８万円（８．２％）

⑧カタクリさくらまつりが開催されます
３月２８日（木）～４月７日（日）の１１日間 岩宿の里においてカタクリさく
らまつりが開催されます。今年のカタクリ見ごろ予想は、３月下旬となっ
ております。まつり期間中のイベントは、３月３０日（土）大正琴演奏・華
道展、３月３１日（日）甘酒無料サービス・華道展・堅香子俳句大会・岩
宿ムラまつり・カタクリ花の茶会・ア
ンデス音楽演奏・吹奏楽演奏、４
月６日（土）吹奏楽演奏・笠響太鼓
演奏、４月７日（日）桜の茶会・抜
刀道居合の演武・ちんどんショー
等、様々なイベントがあります。商
工会関係では、女性部による甘酒
無料サービスや商業・飲食部会の
個別出店があります。
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⑨平成２４年度経済産業省関連補正予算案のご案内
平成２５年２月関東経済産業局より、上記補正予算について説明会が行われましたのでご案内します。
この補正予算の①は、中小企業の事業所でも比較的利用しやすい補助金です。ご興味ある事業所は
商工会まで是非ご連絡下さい。ご連絡頂いた事業所に、申込期日等の詳細が分かり次第、ＦＡＸまたは
郵送でご案内いたします。説明会資料は多いので要点のみ書き出しました。

①ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金 補正予算１，００７億円
【対象者】 ものづくり中小企業・小規模事業者であり、以下の要件を満たす者 (1)「中小ものづくり高度
化法」２２分野（多くの分野が該当）の技術を活用した事業であること (2)認定支援機関等に事業計画の
実効性等が確認されていること (3)顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化を行う事業であること
【対象経費】 原材料費、設備導入費、研究開発費（人件費含む）等
【補助金額】 補助上限額：１，０００万円 補助率２／３
【事業イメージ】
試作開発：他社が気づかない、または市場規模が小さいため参入しない隙間となっているニッチ分野に
ついて、町工場の高い技術力と機動力・柔軟性を活かし、試作開発を実施。
試作開発＋テスト販売：単に受注した製品を作るだけでなく、顧客の製品イメージを元に長年培った知
恵と経験を活用し、より良い製品を作るための試作開発を行い、積極的に提案。
設備投資：取引先の“特急で対応して欲しい”といったニーズに応えるため、ＩＴ関連の展示会に足を運
び、バーコードによる工程・原価管理システムを導入し、製品管理の効率化と納期短縮化を実現。

②円高・エネルギー制約対策のための先端設備等投資促進事業 補正予算 ２，０００億円
【対象者】 (1)エネルギーや原材料の効率性を高める最新設備 (2)付加価値を大幅に向上させる製品
を専用で製造する生産技術
【要件】 以下の(1)～(3)を満たすこと (1)海外展開の蓋然性が高いこと (2)
生産性を向上させる最新設備等であること (3)全国・地域への高い外部経
済性が発生すること
【事業イメージ】
エネルギーや原材料の効率性を高める最新設備
当該設備を使用して製造された製品が世界トップシェアを獲得するために必
要な世界最高水準の生産性の製造設備
付加価値を大幅に向上させる製品を専用で製造する生産技術
高付加価値なコア部品・素材を生産する製造設備
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⑩労働保険年度更新のお知らせ
商工会では、労働保険事務組合の業務を行っています。毎年４月中旬は年度
更新の時期ですので、該当事業所の方は、賃金報告及び一括有期事業報告
（建設業のみ）の準備をお願いします。なお労働保険とは“労災保険と雇用保険
とを総称した言葉で政府が管掌する強制保険制度です。労働者を一人でも雇
用していれば、加入手続きを行わなければなりません。”まだ加入手続きを行っていない事業主の方は、
４月より加入手続きが出来ますので、お早めに商工会へご連絡下さい。

⑪平成２４年度を振り返って（写真コーナー）
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⑫みどり市３商工会合併研究会報告
みどり市３商工会では、平成２４年６月２１日より合併についての意見交換を行い、１０
月３日みどり市３商工会合併研究会を発足しました。今までの会議内容では、各部門
に分ける委員会の設置（総務・財務・事業）が承認されましたが、具体的な内容は、こ
れからの協議となります。合併研究会は、あくまでも３商工会の合併研究を行う会議
です。３商工会の合併には様々な協議・承認・事務手続き等を得て正式決定となりま
すので時間が掛かります。今後の合併研究会・各委員会において協議・承認されたも
のは、広報誌において報告いたします。

⑬東京漫歩（連載コラム）
毎度、食べ歩き及び買物が中心の“東京漫歩”。今回は美術館・博物館が集中し
ている上野の森へ行って見ましょう。沢山有る中から、まず「東京国立博物館」に
寄って見ましょう。所蔵する国宝８７点で全国でも最も多く国宝の有る博物館であ
る。あちら、こちらに教科書に出て来た美術品が並んでスゴイ。建物自体も重要文
化財に指定されている。見る物多い中、とりあえずコレだけは押さえておくべし。①本
館の平常展示、１階の展示は彫刻・陶磁など、分野別に日本の美術品が見学出来る。まずは説明より、
一度行って見るべし！次回は国立西洋美術館を紹介します。（筆者：怪鳥）

⑭会員事業所のご紹介
今回は新規加入事業所の原稿がありませんでしたので、当広報誌の編集員の事業所をご紹介します。

㈲霜村
住所：みどり市笠懸町西鹿田1390－3 電話：027776-9230 FAX：0277-76-9237 営業時間：08:00
～17:00 定休日：日曜・祭日 事業内容：和風～洋
風の家具・建具をオーダーメイドで対応いたします。障
子・襖などの張り替えもしております。セールスポイント：
建具および木製商品全般を企画提案・製作・アフターフォロー、そして、リフォーム
等、住空間を快適に過ごす為のお手伝いをさせて頂いており
ます。心を込め造作する事で、お客様に末永くお使いして頂
けると信じ、又、全世代のお客様のニーズに対応する為にも、
昔ながらの建具屋の堅い仕事は崩さず硬い頭を柔軟にそして
少しでも身近に感じて頂きたいと思い、創作建具・創作家具・
木製商品全般の商品開発に、力を入れ取り組んでおります。
こだわりの建具一本から、小さな木製玩具迄、お客様のご要
望にお答え出来るよう、伝統工芸を残しつつ、住空間快創提
案をさせて頂きます。宜しくお願い致します。（担当：霜村）

広報委員会よりお知
らせ
新規加入に関わら
ず、掲載希望の事
業所は事務局まで
ご連絡下さい。
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⑮編集員コーナー
こんにちは、編集委員の新井です。早いもので今
年ももう３月ですね。今年の冬は例年に比べ冬
型の気圧配置が強まった為、寒気の影響を受け
やすく全国的に非常に寒くなったそう
です。
そんな寒さを凌ぐため、皆さんはどん
な方法で暖をとっていますか？
編集委員の中には真冬でも暖房器具
はいっさい使わず己の体一つと高級
羽毛布団一枚で今年の冬を乗り切っ
たという強者 ○○君もいますが、私の
家では木材を多く取り扱っており、端
材等がたくさん出る事もあり、昔から薪
ストーブを愛用しています。今回はそ
の薪ストーブの魅力について書きたい
と思います。
薪ストーブの暖かさは、日だまりでひなたぼっこを
するときのぬくもりに似ています。それは暖められ
た薪ストーブ本体から遠赤外線が放熱され、人
や周囲のものを暖めてくれる、いわゆる『輻射熱』
によるものです。一旦部屋を暖めてしまうと、じん
わりと包み込むような暖かさで部屋全体が温まり
ます。また、物理的な暖かさだけでなく、薪を包
む炎のゆらぎ、薪の燃える香りや音、五感すべて
を使って様々なものを感じることができ、何より心
をほぐし温めてくれる存在です。
また、薪自体も環境にやさしい循環型エネル
ギーなのです。
今回の題材を書くにあた
り、私も初めて知った言
葉なのですが、皆さん
『カーボンニュートラル』
という言葉はご存知です
か？
『カーボンニュートラル』
とは、ライフサイクルの
中で二酸化炭素の排出
と吸収がプラスマイナス
ゼロになることをさす言

葉です。
薪を燃やすと二酸化炭素を排出しますが、その
二酸化炭素はその木が生長する時に吸収したも
のと同じ量であり、薪を燃やしても地球
上の二酸化炭素の量は変わりませ
ん。こうした二酸化炭素の循環は数億
年前から変わる事なく今も続いていま
す。一方で石油などの化石燃料は永
い年月をかけて地下に閉じ込められ
た過去の燃料を『今』燃やしている訳
ですから、その分、地球上の二酸化
炭素量は増加してしまうのです。この
ような意味でも他の暖房器具に比べ
て環境にやさしいことがわかります。
また、一昨年の３月１１日、東日本大
震災が起きた日もまだ寒い時期だっ
たのを覚えていますか？地震直後の停電はもと
より、その後の計画停電時にも暖房器具が使え
ず寒さに震えた方も多いと思います。生活の基盤
であるライフラインが断たれる事の意味を改めて
気付かされたのも、あの大震災でした。一般の暖
房器具が使えなくなった、そんな時でも薪ストー
ブがあることが、私にとって大きな安心につながり
ました。自前のエネルギーを持つ事は大きな強
みだと思います。
もしもの時も暖をと
ることができ、お湯
が沸き、煮炊きで
きるという安心感
は計り知れないも
のです。
そして、なによりも
薪ストーブ周りに
は自然と家族や仲間が集まり、団らんや語らいを
もたらします。
人と人とのつながりが希薄になりがちな今、薪ス
トーブで暖をとってみてはいかがでしょうか？
（担当：新井）

笠懸町商工会広報委員会
ホームページもご覧下さい。
http://www.kasakake.or.jp

みどり市笠懸町
鹿３００３－１
電話 ０２７７（７６）２５０７
ＦＡＸ ０２７７（７６）７８１４

⑯懸賞（歴代内閣総理大臣）当選結果
前回の懸賞クイズの答えは『東久邇宮 稔彦王または東久邇 稔彦 １０２歳』でした。応募総数１０名の内、正解者
は１０名でした。３月１２日（火）開催の広報委員会において抽選の結果、町田のり子さん（㈱フジテック）、赤石麗恵
さん（㈱上州）が『ＱＵＯカード３，０００円分』当選されました。赤石さんは㊙回目の当選！おめでとうございます。

⑰懸賞

♪問題♪ 去る２月２日未明、国道５０号の笠懸小学校交差点、および
鹿交差点に、新しい歩道橋が掛けられました。報道によると、深夜にも関
わらず約２００名の見物人が集まったそうです。近隣の住民の方の中には、
家から見ていたという人もいらっしゃるようですので、笠懸町での注目度が
高い、一大工事イベントだったと言ってよいでしょう。さて、新しいものが生ま
れれば古いものが去ってゆくのは建設の世界でも同じのようで、長い間、笠
懸小学校前のシンボルとして親しまれた現在の歩道橋は撤去が決定して
います。それでは、もうじきその役目を終える歩道橋は、何年前に建造され
たものでしょうか？下記、三択の中から①～③の番号で答えて下さい。

今回は、選択クイズで
す。正解者の中から
抽選で２名の方に
３，０００円相当の賞
品をプレゼントします。
何が当たるかは？
(^^)v （担当：大澤）

【回答】

①３０年前

②４０年前

③５０年前

携帯からの
応募はこちら

【応募方法及び期日】
ＦＡＸ／ＴＥＬ／E-MAIL／郵送 いずれかの方法で商工会事務局へ応募して下さい。平成２５年５月２日（木）必着
ＦＡＸ ０２７７（７６）７８１４ ＴＥＬ ０２７７（７６）２５０７ E-MAIL kouhou@kasakake.or.jp 郵送〒379-2313みどり市笠懸町鹿3003-1
★下記①～④が全て記入されていないものは無効となる場合があります★

応

募

用

紙

【春号】

①答 え
②事業所名
③氏 名

（１人１回限り ただし従業員や家族の応募も可）

④住所連絡先

（

⑤アンケート（任意）

（

）

）広報の中で良かった記事や参考になった記事の番号を記入して下さい。複数選択可

