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①第20回笠懸まつりが開催されました
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今年も8月24日（土）に笠懸運
動場にて、夏恒例の第20回笠
懸まつりが開催されました。天
気にも恵まれ、ステージ上では
様々な催しが行われ盛大に盛り
上がりました。真夏の風物詩で
ある商工会青年部による氷みこしや石原市長
も所属するツーリングチームによるバイクみこし
も登場し、会場を大いに盛り上げました。氷みこしは約700kgあり、青年部員
が「せいや、せいや」の掛け声で力強く会場を練り歩きました。人数が例年より
少なかったせいか、あまりの重さで若干顔が引きつっていた部員もいました
が…(苦笑)。バイクみこしでは、みこしの上のバイクに市長がまたがり、来場者
の歓声に手を振ってこたえていました。そして祭りのフィナーレには、500発の
花火が祭りに花を添えました。 （担当：吉田）

５

編集員コーナー

６

懸賞

８

わっしー君の足はお茶目～

ハイライト:

群馬県最低賃金

時間額７０７円
H25年10月13日
より改正になります

②商工会交流の場

（強力助っ人外国人 ボビーも登場！）

今年で8回目になりますが『商工会交流の場』を設置
しました。会員事業所を対象に午後5時～午後9時
まで生ビール・お茶の引換を行いました。飲物の無料
引換券は全会員さんへ郵送しておりますので、来年
は是非商工会テントへお立ち寄り下さい。
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③青年部○×クイズ大会
笠懸まつりにおいて恒例の○×クイズが行われました。今年の優勝賞品
は、パナソニック32型液晶テレビ。その他には任天堂Ｗｉｉ Ｕや3ＤＳ-ＬＬ、自
転車券、東京ディズニーリゾート親子チケットなどでした。子供達の人気者
○×マンもレッド・ブラックのＮｅｗ○×マンとしてペアで初登場！更に、わた
テレビとったぞー！
らせ渓谷鐡道のマスコット“わっしー君”も飛び入り参加し、大いに盛り上げて
くれました。今年の問題も例年と同じに？？・・・そして、勝ち残った子供たちはステージに上がり1対1の
じゃんけん対決。見事優勝した子供には、石原市長より32型液晶テレビが贈られました。
【出題された問題】
①わたらせ渓谷鐡道のマスコット「わっしー君」の体重は100kgより軽い。
②東京スカイツリーの高さは650メートルである。
③日本で一番多い名字は高橋である。
④野生のキリンやシマウマは、基本的に立ったままで眠る。
など、難問題の連続でした(＠_＠;)
クイズの答え
①×（101kg） ②×（634メートル） ③×（佐藤） ④○

Ｎｅｗ○×マンもペ
アで

初登場！

？
黄色のはっぴの女性は誰

石原市長に関する問題も出題

わっしー君も初
登場

④会員交流 第16回ゴルフコンペを開催しました
7月2日（火）太田双葉カントリークラブにおいて
会員交流ゴルフコンペが開催されました。当日
は天候にも恵まれ、各個人が優勝を狙って競い
合っていました。そんな中、団体の部ではサービ
ス部会が優勝しました。結果は右記のとおりで
す。入賞されました皆さん本当におめでとうござ
います。

【団体の部】 優勝：サービス部会 準優勝：青年
部 ３位：金属部会 ４位：商業部会 ５位：建設部
会 ６位：繊維部会 ７位：飲食部会 ８位：女性部
【個人の部】 優勝：川上貴広 準優勝：田部田一
生 ３位：澤口敏雄 女子優勝：小林房江 準優勝：
木暮智江子 ３位：村山ひさみ
（敬称略）
左から
①サービス部会（団体優勝）②田部田さん（個人準優勝）
③小林さん（女子優勝） 個人優勝の川上さんはドコ？
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⑤こども魚つかみ取り大会
7月21日(日)、青年部主催の恒例行事「こども魚つかみ取り大会」が行われました。場所は例年通りの、
岡登三俣分水公園『グリーントピア』です。当日の天気はあいにくの曇りで、気温は２７℃くらいでした。水
は少し冷たかったかもしれませんが、この時期にしては比較的涼しく、見学の保護者の皆さんにはちょう
ど良かったのではないでしょうか。今年もみどり市内外から、多くの子供たちに集まっていただき、会場は
大盛り上がりしました。一人でも多くの子供たちに、笠懸町での楽しい思い出を作ってもらい、彼らがまた
私たちと同じ大人になった時、その次の世代のためにこんな事をやってくれたら素敵だし、嬉しいなと思
いました。（担当：大澤）

⑥青年部野球大会（県大会）
9月4日(水)前橋市 産業人スポーツセンターにて県青連 第46回野球大会が行われました。当青年部
も地区予選を勝抜き県大会へ出場しました。対戦相手はしぶかわ。3対1で、しぶかわ2点リードのまま
向えた最終回の7回裏。先頭の奥野さんが塁に出て、次のバッターは4番青木さん。早めのカウントでフ
ルスイング。その打球の行方は・・・なんとホームラン!
笠懸のベンチは「やったー!ホームラン、同点だ」と大
喜び。しかし審判の判定は何故か2ベース!?どうやら
三人の審判は打球を見ていなかったようです。結局、
青木さんの打球は幻のホームランに・・・その後1点を
返したものの3対2で負けてしまいました。(+_+)

⑦産学官連携による講演会を開催しました
7月23日（火）午後6時より桐生グランドホテル
おいて産学官連携による講演会を行いました。
最初に木暮広行科学技術コーディネーターより
「産学官連携の取り組みによる成功事例の紹
介」を説明していただきました。講演会では講
師の群馬大学理工学研究院 エネルギーシス
テム工学分野
石間経章教授
が行いました。
テーマは「可視化およびレーザ計測による流体の
研究について」①まずは流れを見る ②実験室で
の可視化例 ③レーザで計測できること ④位相
ドップラ法 ⑤間欠噴霧の時間分割法 ⑥可視
化 ⑦ＰＩＶ法等、専門的な内容でした。

産学官連携講演会
は部会を問わず参
加できます。ご興味
ある方は事務局へ
ご連絡下さい。
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⑧本白根山バスハイクを開催しました
9月15日（日）毎年人気のバスハイクを開催しました。参加者は職員を含め65名でし
た。今回の行き先は白根山頂を歩くコースでしたが、天候は台風通過の影響により、朝
から雨でした。草津に向かう途中、天気予報と足元の悪さ、ケガ防止のためハイキング
を 急 遽 中 止 し、白 根 レ
ス ト ハ ウ ス 近 辺（弓 池
等）の散策、草津道の駅での買い物、
ホテル櫻井での入浴・休憩・散策となり
ました。あいにくの雨模様でしたが、ノン
ビリとした一日を過ごしました。
ここで問題です♪ 雨男は誰??

（ホテル櫻井にて ＊参加者全員ではありません）

⑨11月10日（日）産業祭を開催します
第7回みどり市笠懸地区産業祭が11月10日（日）に開催されます。内容は今後の会議において
決定されますが、商工会員事業所の販売や女性部による甘酒無料配布も行われる予定です。
詳しくは、今後発行される産業祭のチラシ等をご参照下さい。

⑩11月21日（木）ボーリング大会を開催します
11月21日（木）午後6時より上毛ゴールドレーンにおいて会員交流ボーリング大会を開催し
ます。詳細は後日郵送される通知をご覧下さい。部会対抗もあります。是非ご参加下さい。

⑪台風18号に伴う災害（竜巻）により被災された方へ
今回の災害により被災された住宅の屋根等を復旧する場合、最大で25万円の補助を受けられます。
【屋根の修理】台風18号（竜巻）災害復旧事業緊急補助金で最大15万円まで補助金を受けられます。
【上記以外の修理】壁やサッシ、ガラス等の修理については、みどり市特別経済対策住宅リフォーム補助
金で最大10万円まで補助金を受けられます。【事業者支援】今回の災害により、貸家や店舗等が被災さ
れた事業者を支援するため、資金を融資します。＊詳細は、みどり市ホームページをご覧下さい。

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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⑫プレミアム付き商品券を販売します
みどり市笠懸町、大間々町、東町の3商工会では、昨年に引き続きプレミアム付き「はっぴい商品券」を
販売します。販売内容は下記のとおりです。20％のプレミアム付きですので、是非ご利用下さい。
日
時：平成25年11月23日（祝） 午前9時より販売
場所場所：笠懸町・大間々町・東町の各商工会
金
額：1セット10,000円（500円券×24枚 額面12,000円）
＊お1人様3セットまで購入可（中学生以上）
販売数量：合計2,000セット（笠懸町900、大間々町800、東町300）
使用期限：平成25年11月23日（祝）～平成26年1月31日（金）
（昨年の様子）

笠懸地区では、71店舗がご利用できます。取扱店は、販売時にお渡しするチラシをご覧下さい。

⑬事業所のご紹介（新規加入）
会員事業所をご紹介します。なお、新規加入事業所に関わらず、掲載希望の事業所は事務局まで
ご連絡下さい。掲載料は無料です。

㈱介護サービスけやき
住所：みどり市笠懸町阿左美3314-1 TEL：
0277-32-3888 FAX：0277-32-3883
営業時間：24時間 定休日：なし
事業内容：訪問介護サービス、介護タクシー
サービス、有償運送サービス、介護保険適
用外の自費のサービス、障害福祉サービス
セールスポイント：2月にオープンした訪問介護事業所です。24時間365日
営業し、ご利用者様のあらゆるニーズにお応えするべく頑張っています！明るく元気な介護員が安心、
きめ細やかなサービスをご提供いたします。（取材：今泉）

こばやし鍼灸接骨院
住所：みどり市笠懸町阿左美1956-5 TEL：
0277-76-1263 FAX：0277-76-1290
営業時間：09：00～13：00、15：00～19：
00 定休日：木・日・祝 事業内容：鍼灸接
骨院 ホームページ：http://koba-hari.com
セールスポイント：骨接・脱臼・打撲・捻挫の
治療。交通事故・労災保険・スポーツ保険・各種保険取扱い。鍼・お灸によ
る腰痛疾患・肩こり・自律神経疾患も治療します。柔道整復師・鍼灸師による安心・安全な施術です。骨
盤の調整・美容鍼等の体のメンテナンスも行いますので、お気軽にご相談下さい。
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山口運送㈱
住所：伊勢崎市間野谷町93-4 TEL：0270-62-8550 FAX：027062-8668 Mail：y-unso@brown.plala.or.jp 事業内容：工作機械・重量一
般物輸送及び据付け、工場内レイアウト変
更 セールスポイント：大型トラックの他、大
型フォークも用意し、工作機械・専用機械
等、工場で使うものは何でも運びます。10
トンクレーン付きの倉庫もありますので、機
械の預かりもお任せください。お客様のニーズに合わせた仕事をモットー
としております。どんな事でもお気軽にお問合わせ下さい。（取材：大澤）

⑭東京漫歩（連載コラム）
「東京漫歩」も回を重ねると紹介する所に悩むところです。今回は、渋谷区恵比寿の“恵比寿ガーデンプ
レイス”に行って見ましょう。
ここは三つ星レストランなど注目スポットが集まる他、ショッピングからカル
チャーまで多彩で魅力的な施設が揃う。特にココが注目！テレビドラマのロケ
地として有名で「花より男子」のロケもココ。他には、エビスビールの記念館など
もあるよ。オープン・スペースでのクリスマス・イルミネーションもすごい。巾3m
のバカラのシャンデリアが光輝く。出掛けて見てはいかが？（担当：怪鳥）

⑮編集員コーナー
こんにちは、編集委員の新井です。みなさん如
何お過ごしでしょうか？9月も中旬にさしかかり過
ごしやすい毎日を送っていますか？私は日差し
があり得ないほど強く一歩外に踏み出したら汗だ
くになるような残暑を過ごしながらこの原稿を仕
上げています。
今回は、妻とその友人達が企
画した『夏休み島根、鳥取1泊2
日出雲大社で縁結びツアー』に
なぜか男１人で同行することに
なった、私の旅行記を書きたいと
思います。
『縁結びツアー』からもわかる
と思いますが、妻の友人達は未婚な上、彼氏が
いません。もちろん私には立候補権はありません
が、もし良いのであれば私も立候補したくなるよう
な可愛い方々です。読んでくれている男性陣に
はわかると思いますが、妻がいなければ天国のよ

うな旅行です。旅行の前の晩、隣で眠る妻にどう
か体調不慮で旅行に行けなくなりますようにと
願ってしまう気持ち、分かりますよね？
まぁ現実は、朝4時から元気な妻、逆にやや体
調不良の私、妻の友人2人、計４人で羽田空港
に向かう高速バスに乗り込みまし
た。私は前の晩からの寝不足も
あり、バスではすぐに眠ってしま
いました。ふと目が覚めると窓越
しに東京スカイツリー。数分間、
朝の陽ざしをうけるスカイツリー
胴体部曲線の美しさに目を奪わ
れてしまいました。ふと妻の方に
目をやると、怖い顔をして携帯電話とにらめっこ。
聞くと羽田発7：35の飛行機に乗る予定だが、7：
00現在首都高両国JCT手前で渋滞にはまって
いるとのこと。それはスカイツリーが良く見えるは
ずです。（次ページへ続く）
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⑮編集員コーナー（続き）
結局バスが着いたのは、乗るはずの便が既に
飛び立った後でした。フロントで事情を説明すると
すぐに次の便を手配してくれました。ただ空いてい
る席が、2席のみで残りの2席はキャンセル待ちor
午後の便になってしまうとのこと。席のキャンセル
が確定するのは出発5分前、発表される直前の
数分間はこの旅最大級のテンションの上がりよう
でした。
結果、何とかキャンセル空きに恵まれ、無事４
人で出雲へと向かった私たち。旅行の予定は大
幅な変更を余儀なくされてしまいましたが、今回
の旅で一番の目的地ともいえる出雲大社にまず
向かいました。
出雲大社は60年ぶりの『大遷宮』。5年の歳月
をかけた御本
殿修造が今
年終わったば
かりで、新たに
生まれ変わっ
た神々しいた
たずまいを見
ることができま
した。学生時代に建築を専攻していた私には、日
本最古の社寺建築様式である大社造りの本殿、
約70万枚もの膨大な檜皮（ひわだ）が敷き詰め
られた大屋根、見るものすべてに圧倒されまし
た。
そんな中、女性陣たちは目的の縁結び願掛を
達成。参道付近で名物の出雲そばに出雲ぜんざ
いとおなかも満たし大満足だったようです。ちなみ
にぜんざいは出雲が発祥の地だそうで近くに『日
本ぜんざい学会 壱号店』なる怪しい店もありまし
た。
出遅れた分もあり初日はそのまま松江の宿に
向かい一泊、途中で見た宍道湖越しに見る夕日
はとてもきれいでした。
二日目、まず向かったのが隣県である鳥取は
境港。高校生の頃通学途中でまっくろくろすけを
見て以来信じている妖怪たちの生みの親『水木し
げるロード』がある街です。

駅のホームには鬼太郎
電車、町の街灯やタク
シーの表示灯は目玉の
おやじ、商店街沿いには
153体の妖怪ブロンズ
像、街全てが水木しげる
色に染まりどこか古くて
新しい素晴らしい場所で
した。私のお気に入りは
ガシャドクロのブロンズ像
で携帯の待ち受けにしています。予想以上に楽し
かった為、お昼過ぎまで遊んでしまい二日目の予
定もだいぶ変更、続いて足立美術館に向かいま
した。
その道中車内で夢中になったのが高校野球の
決勝戦。我が群馬県代表の前橋育英高校が大
健闘、車内のボルテージがMAXに上がったところ
で美術館に到着。横山大観や榊原紫峰など日
本近代画壇の巨匠たちの作品や、日本庭園ラン
キング10年連続1位の素晴らしい風景など見どこ
ろ満載でしたが、如何せん高校野球が気になりそ
れほど記憶に残すことができませんでした。その
後車内で前橋育英高校の初出場初優勝を聞い
て全員で大興奮。キャンセル空きがでたとき並み
でした。
そんなこんなで空港に戻り群馬に向かって帰
宅。短い時間でしたが楽しい旅行でした。ただ、
最高に盛り上がった瞬間が『キャンセル空き』と
『育英の優勝』という本来旅行で楽しむべき所
じゃなかった点が何とも残念なところでした…。
ちなみに旅
行から帰って
2 日 後、妻 の
友人の１人は
告白をされた
そ う で す。出
雲大社凄しで
すね。みなさんも平成の大遷宮によってリフレッ
シュされた出雲大社にぜひ行ってみてはいかが
ですか？（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
Email: kouhou@kasakake.or.jp

⑯懸賞（図形問題）当選結果
前回の懸賞クイズの答えは『③』でした。応募総数9名の内、正解者は9名でした。ナント100％の正解
率！9月26日（木）開催の広報委員会において抽選の結果、藤生幸夫さん（志なの屋）、赤石俊江さ
ん（㈱上州）が当選されました。賞品は新米3000円分です。おめでとうございます。

⑰懸賞
今回は、禅語の問題です。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。何が当たるかはお楽しみに～～
★問題★
最近はご自宅に掛軸を掛ける床の間がないお宅が多くなってまいりましたが、
折角、ご自宅に床の間がおありなら掛軸の一本でも掛けてみたいものです。
そこで今回は、茶の湯で有名な禅語のお話の問題です。（担当：今泉）
「懈怠比丘不期明日」は｛今日という日を大切に生きなさい｝という意味ですが
この言葉を誰が誰に言った言葉でしょうか？次の番号の中からお選びください。
① 沢庵和尚が一休宗純へ
② 清巌和尚が千宗旦へ
③ 江月和尚が千利休へ
④ 瑞厳和尚が千宗室へ

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１１月２２日（金）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

【秋号】

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。複数可

