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①第３６回通常総代会開催

目次：

通常総代会
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平成２５年度通常総代会が５月２３日（木）午後６時２２分か
ら商工会館で開催され、下記の議案全てが満場一致にて
承認されました。
第１号議案 平成２４年度事業報告承認の件
第２号議案 平成２４年度一般会計決算書承認の件
監査報告
第３号議案 平成２５年度事業計画（案）承認の件
第４号議案 平成２５年度一般会計予算書（案）承認の件
第５号議案 役員補充選任の件（理事 青年部長の変更）

（青山会長 挨拶）

（西村副会長 開会）

３
４
４
５

②永年勤続従業員表彰が開催されました
平成２５年度永年勤続従業員表彰が総代会前の午後６時００分から商工会館
で行われ１１名の方が表彰されました。受賞者の皆さん、おめでとうございます。

６
編集員コーナー
懸賞＆発表

７

表彰者名

８

坂口 純雄

ハイライト:

笠懸まつりの日程
が決まりました。
今年より荒天の場
合予備日がなくな
り中止となりま
す。

事業所名
㈲桐栄ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ

表彰年数

表彰者名

事業所名

表彰年数

３０年 木暮 靖晃

㈲桐栄ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ

１０年

根岸八重子 ウエスタン塗装㈱

３０年 今泉 淳

ウエスタン塗装㈱

１０年

山口晴市郎 ウエスタン塗装㈱

２０年 尾池 一男

ウエスタン塗装㈱

１０年

石河 二夫

丹羽新精機㈱

２０年 新井 健児

金子総業

１０年

難波 規之

㈱稲垣工業

２０年 太田 裕之

㈱ｽﾘｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

植木 久雄

㈲桐栄ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ

２０年

順不同・敬称略

５年

８月２４日（土）
笠懸運動場

（永年勤続従業員表彰の様子。３０・２０年は石原市長より、１０・５年は青山会長より表彰状が手渡されました）
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③平成２５年度予算概要
＜収 入 の 部＞
科

＜支 出 の 部＞

目

金額（万円）

構成比（％）

科

目

金額（万円）

構成比（％）

補助金

３，５４０

５６．８

経改事業費

３，４４１

５５．２

会費手数料等

２，２２４

３５．７

一般事業費

１，２９６

２０．８

４７０

７．５

管理費

１，４２２

２２．８

７５

１．２

６，２３４

１００．０

繰越金

資産取得費・予備費
合

計

６，２３４

合

１００．０

計

④制度融資の斡旋状況（平成２４年度貸付ベース）
＊今回総代会で承認された事業報告の中から、制度融資の斡旋状況を一部紹介いたします。
制 度 名

件数（件）

日本政策金融公庫（普通貸付）

金額（万円）

対前年度比（％）

２０

１１，０４５

１４５．９

７

３，２６０

－

県・市制度融資

８１

５５，１７７

１０７．８

商工貯蓄共済

１３

８，６００

２５８．２

０

０

１２１

７８，０８２

日本政策金融公庫（マル経）

その他
合

計

１２５．７

⑤平成２５年度の振興委員が決まりました
本年度の振興委員が決まり、年２回の委員会が行われます。この委員会での意見は、今後の会運営に
役立てていきたいと思います。振興委員のメンバーは、正副商工会長・各部会推薦の委員で構成されて
います。（任期：１年）
氏名

事業所名

業 種

部 会

高野靖子

ｼｬﾙﾚ代理店ﾋﾟｭｱﾀｶﾉ 衣服小売業

商業

大沢敏明

㈲大源

飲食業（寿司店）

飲食

田部田一生

㈲Ｋ－ＴＥＣ

電気通信工事業

サービス

前原直之

㈲コア

道路工事業

建設

清水 栄

㈲キヨミズ製作所

プレス製品製造業

金属

津田隆志

㈲イング

外衣製造業

繊維
（敬称略）

夏号
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⑥日本政策金融公庫による「一日公庫」のご案内
商工会では、夏期の資金需要を控え、事業者を対象に日本政策金融公庫による「一日公庫融資
相談会」を開催します。個別相談会ですので、お気軽にご相談下さい。
日 時 平成２５年７月１８日（木） 午前１０時から正午まで
場 所 笠懸町商工会館
予 約 事前予約が必要です。
必要書類は商工会へお問い合わせ下さい。

⑦会員交流ゴルフコンペが開催されます
毎年、商工会では会員交流事業としてゴルフコンペを開催しています。
会員の親睦を深めることと情報交換を行うのを目的として、本年で１６回
目を迎えます。大勢のご参加をお願いします。
日 時 平成２５年７月２日（火）
場 所 太田双葉カントリークラブ *表彰式は桐生グランドホテル
競技方法 新ペリア方式個人戦（上位４名による部会対抗あり）
昨年、優勝したサービス部会の皆さ
ん。今年の栄冠は、どの部会に？？

この広報誌が配布される頃はコンペ近くだと思います。
結果については次号の広報誌で発表します。

⑧東京漫歩
前回の続きで、今回は国立西洋美術館を散策してみよう！ＪＲ上野駅から一番近い美術館で１９世
紀から２０世紀初頭のフランス彫刻などが多いモネ、ゴッホ、ルノアールなど、馴染みの濃い作品が２０
０点近く展示してある。私が好きなのはクロードモネの「舟あそび」、他にはここをおさえるべし！
前庭にはロダンの「考える人」他、何点か世界的な彫刻がさりげなく置いてあるので、庭園を散歩して見
るのもいいかも。（筆者：怪鳥）

太田商工会議所／群馬県地域ジョブ・カードサポートセンターより－お知らせ－

ジョブ・カード制度

をご活用ください！

人材確保・育成を目指す経営者の皆様へ、
更に使いやすくなった職業訓練制度（厚生労働省／キャリアアップ助成金）の活用を
ご提案いたします！
笠懸町商工会 又は 太田商工会議所／群馬県地域ジョブ・カードサポートセンター ＴＥＬ０２７６－４５－２１２１

参考 http://www.jc-center.jp/ ジョブ・カード事業HP
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⑨こども魚つかみ取り大会を開催します
青年部では「こども魚つかみ取り大会」を開催します。地域の子供達を対象とした
イベントで当日の受付だけで参加できます。お気軽にご参加下さい。
日 時 平成２５年７月２１日（日） 雨天決行
受付：午前８時３０分 開始：午前９時１５分
場 所 グリーントピア（岡登三俣分水公園）
対 象 幼児・小学生・中学生

⑩笠懸まつりが開催されます
本年度の笠懸まつりは、８月２４日（土）笠懸運動場
で開催します。詳細は、笠懸まつり実行委員会で協
議・決定されますが、今年は、第２０回記念事業とし
て、みどり市指定重要無形民俗文化財“横町太々
神楽”が行われる予定です。ちなみに商工会関係で
は、“会員交流の場”において会員向けの飲物サー
ビス、商業部会による“笠懸まつり協賛売出し抽選会”、青年部による“○×ク
イズ大会”や“氷みこしパレード”、女性部による“踊りパレード”、商業・飲食部
会関係者による出店販売等、いろいろなイベントが予定されています。また建
設部会では、会場の設営等の協力も行っております。詳しくは、みどり市の広
報や笠懸まつりプログラム等でご確認下さい。今年の○×クイズの賞品は・・・
豪華賞品かも （＾ｖ＾）

（青年部 氷みこし）

（恒例○×クイズ大会）

⑪新広報委員のお知らせ
この度、広報委員をさせていただく事になりました今泉健司です。
青年部に入会させていただいてまだ１年程ですので右も左もわかりませんが
皆様の所にお伺いさせていただいた際には色々と教えてくださいませ。
頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。

⑫新任職員（人事異動）のお知らせ
平成２５年４月１日付で、職員の人事異動がありました。
転入者 ●経営指導員 松嶋康浩（太田市新田商工会より）
転出者 ●経営指導員研修生 柳田拓良（明和町商工会へ）
今年の４月に太田市新田商工会より異動しお世話になっています松嶋です。今までの
勤務地は藪塚本町・新田町・尾島町で、今回笠懸町に勤務することになり、旧新田郡
に縁があると感じています。まだ会員さんや職員に教えてもらうことが多いのですが、今
までの経験を活かし、会員事業所の発展、地域の振興、商工会のスムーズな運営に少
しでも役に立てるよう頑張りたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。

夏号
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⑬新規加入事業所のご紹介
最近、加入しました会員事業所をご紹介します。また、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。なお原稿スペースや取材日程等の関係により、広報誌の掲載が多少前後する場
合がありますが、ご了承下さい <^!^>

ラウンジMÂGO
住所：群馬県みどり市笠懸町鹿1-6 TEL：0277-76-1007
営業時間：19：30～01：00 定休日：月曜日
事業内容：ラウンジパブ
セールスポイント：通常のボックス席の他に6席ほどのカウンターがあります。お一人様
のご来店でも落ち着いて飲むことができるので気軽にお立ち寄り下さい。
スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。
カラオケ設備有り。ただいまスタッフ募集中！！（取材：岩﨑）

㈱ＩＴＳ
住所：群馬県みどり市笠懸町阿左美853-1
ＴＥＬ：080-1025-2482 ＦＡＸ：0277-76-3574
営業時間：08:30～
休日：日曜日（お客様の御都合に合わせます）
事業内容：各種試作品・治具設計・機械加工・検具等の受注
製作、代理商社です。
セールスポイント：精密機械加工・試験治具・試験装置・各種検具・旋盤加工、フライス加工、板金加
工等の高精度・複雑形状の精密部品加工等、トータルサポートを遂行します。
小回りが利き、お客様の立場で考え商品を一緒に作りあげていく！是非一度、御声掛けして下さい。
宜しくお願いします。（取材：吉田）
広報委員会よりお知
らせ

サハラオート販売
住所 ：群馬県みどり市笠懸町鹿2465-1
TEL・ＦＡＸとも：0277-46-6667
営業時間：09：30～19：30
定休日：不定休
事業内容：中古車販売
セールスポイント：格安で販売させていただいておりま
す。お気軽にお立ち寄りくださいませ。（取材：今泉）

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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四季創菜

咲楽

住所：群馬県みどり市笠懸町阿左美1687-9 TEL・FAXとも：
0277-77-2088 営業時間：11：30～14：00 18：00～23：00
定休日：火曜日 事業内容：創作和食・居酒屋
セールスポイント：四季折々の旬のものの素材を生かした調理法、
味付けでお客さまに提供できるよう日々努力しています。大通りから少し入った隠れ家的な雰囲気で、
お値段はリーズナブルながらちょっと贅沢な時間を過ごしていただけると思います。ランチは1000円～
1500円。おすすめランチは前菜～デザートまでのプチ会席仕立てになっています。夜は多種お酒をそろ
えて皆様のご来店をお待ちしています。（取材：新井）

㈱大日方精密工業
住所：〒373-0015 群馬県太田市東新町482‐5
TEL：0276‐55‐3181 FAX：0276‐55‐3182 URL：
http://www.obinata-sk.co.jp/ E-MAIL：
info@obinata-sk.co.jp
事業内容：精密機器・専用機 部品加工 半導体、自動車関連部品加工 冶
具設計・製作 セールスポイント：我が社はワイヤーカット、マシニング、NC旋盤
などによる精密切削加工を行い切削加工の匠として、品質を高め顧客の信頼を得ることを最重要方針
として日々新しい挑戦を続けています。 *詳しい会社内容は当社のHPをご覧ください。

⑭中小企業退職金共済制度のご案内

*みどり市より掛金補助制度もあります。詳細は毎年１２月、商工会より郵送しています。

夏号
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⑮編集員コーナー
こんにちは、編集委員の霜村です。今回の

そんな選び方がお勧めです。

編集委員コーナーのテーマとして、自分の

・オールラウンド

好きなスキーの板について話したいと思い
ます。
スキーの板と言っても様々な種類がある中
から今回は FAT SKI についてです。

アウトラインの目安としてトップで 120 ㎜

FAT SKI には３つのタイプがあり、実のと

前後、センターで 90 ㎜前後のモノです。

ころカービングスキーより太いものは、す

使用シーンとしてパウダーでは中斜面のロ

べてファットスキーと呼ばれています。自

ングターンから踏み込んだショートターン

分の目的とスタイルに合った１台を探し出

まで思いのままです。
パウダー、グルーム、

すのはカンタンではないと思います。そこ

悪雪、春雪と、コブ斜面以外のほとんどす

で、私的に大きく３つのグループに分けて

べてのコンディションに対応します。

チョイスの目安を考えてみました。

・ビッグガン

よくパウダービギナーが陥る間違いに、普
段はグルームされた整地がメインだからと
言ってセミファットやミッドファットとい

アウトラインの目安としてトップ 130 ㎜以

うタイプを選んでしまう事。だけど、これ

上、センター100 ㎜以上のオーバーサイズ

は少々考え物です。なぜなら、セミファッ

です。

トのセンター80 ㎜というサイズでパウダ

使用シーンとして積りに積もったディープ

ーを滑るのはそれなりのテクニックが必要

パウダーや、ワイドオープンバーンで高速

になります。たとえ、トップとテールが太

ターンに最適です。圧倒的な浮力なので板

めでも、ブーツ位置付近の浮力に欠けるか

が沈まず、深雪の表層付近をなぞるように

ら、パウダーを滑りなれていない人にはコ

滑る事が出来るのが特徴です。

ントロールが難しくなります。そこで、私

・マウンテンフリースタイル

的にはセンター90 ㎜前後の、いわゆるファ
ットスキーをプッシュしたいと思います。
今時のファットスキーは以前と違って、そ
れなりのカービング性能は持ち合わせてい

アウトラインの目安として、トップで 120

るから、よほど太くなければ、いずれも整

㎜前後、センターで 90 ㎜を超えるツインチ

地での滑走性能も心配には及ばないと思い

ップモデルです。

ます。中にはカリカリのアイスバーンで、

使用シーンとしてパークからパウダーまで

レーシングスキー並みにカービングできる

あらゆるコンディションに対応し、山の上

ファットスキーだってありますよ。だから、

から下まで自然地形をメイクしながら滑り

ゲレンデメインの人であろうとも、まずは

降りるスタイルに最適です。

パウダーでの乗りやすさに照準を合わせ、

これらを参考に来シーズンに向けて板を購

その次のカービング性能も合わせて考える、

入してみては如何ですか？（担当：霜村）

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
Email: kouhou@kasakake.or.jp

⑯懸賞（国道５０号歩道橋）当選結果
前回の懸賞クイズ答えは『②４０年前』でした。応募総数６名の内、正解者は３名でした。
６月２０日（木）開催の広報委員会において抽選の結果、茂田年久さん（茂田製作所）が『茶寮いま泉
お食事券』を当選されました。歩道橋を見に行くと、右上のように刻まれてあったのですが・・・(^ム^)
♪問題♪

⑰懸賞
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：新井）

携帯からの
応募はこちら

今回は今年4月、林野庁より始まった『木材利用ﾎﾟｲﾝﾄ』事業から
の問題です。『木材利用ﾎﾟｲﾝﾄ』といってもピンとこない人も多いと思います。ごくごく
簡単に説明をすると、地域(国産)の木材を活用した場合に『木材利用ﾎﾟｲﾝﾄ』が発
行され、そのポイントを地域の農林水産品等と交換できる制度です。
たとえば新築住宅を購入する場合に30万ポイントが発行され、さらに内装、外装
の木質化工事で上限30万ポイント、合計で最大60万ポイント(1ポイント→1円相当)
分の商品と交換できます。この事業は地域(国産)の木材を活用することで森林の違
法伐採に歯止めをかけるとともに、地球温暖化の防止、国内の森林整備や保全の
促進、ひいては農山漁村地域の振興につなげたいという目的を持っています。
さて、長くなってしまいましたがここからが問題です。この事業の要である地域(国
産)の木材の合法性を証明するには、林野庁が作成した「ガイドライン」より、一つの
方法として森林認証マークによる証明が上げられます。下記の４つの認証マークの
内、林野庁に認められていない森林認証マークはどれでしょうか？番号で回答して
下さい。
１
２
３
４

【応募方法及び期日】
ＦＡＸ／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８月２６日（月）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ー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

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

