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①第７回みどり市笠懸地区産業祭開催
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１１月１０日（日）午前９時よりＪＡにったみどり笠懸野菜集出荷所において、
第７回みどり市笠懸地区産業祭が行われました。ＪＡにったみどりでは『農作
物品評会』、『そば打ち・餅つき実演試食会』、『うどん試食会』、『農産物等
の販売』が行われました。商工会では『福袋販売（商業部会）』、『包丁・ハサ
ミ研ぎ、丸太切りコーナー（建設部会）』、『バナナのつかみ取り、自動車展示
（サービス部会）』、『繊維製品抽選会（繊維部会）』、『甘酒無料配布（女性
部）』、『ミニ焼きそばプレゼント（商工会）』、その他には商業・飲食・サービス・
繊維部会の各事業所が出店し、賑やか産業祭となりました。
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ハイライト:

群馬県最低賃金
平成２５年１０月１３日
～（特定最低賃金は平
成２５年１２月２８日～）
改正になりました。最低
賃金を守るようにしま
しょう。

冬号

②プレミアム付き商品券を販売しました
１１月２３日（祝）午前９時より各商工会でプレミアム
付き商品券を販売しました。販売数は笠懸町９００
セット、大間々町８００セット、東町３００セットの合計
２０００セット（１セット１万
円）。先頭は午前７時頃か
ら並び出し、整理券配布
の午前８時４５分には長い
行列が・・・今回は、整理券配布も午前９時７分に
終わるほど大盛況!!毎年販売時間が短くなるのは
広報委員もビックリΣ(ﾟдﾟlll)

③群馬県の最低賃金が改定されました
必ずチェックするようにお願いします。
群馬県最低賃金（１時間）７０７円 特定最低賃金【製鋼・鉄素形材製造業
最低賃金】８１５円 【一般機械器具製造業最低賃金】８０４円 【電気機械
器具製造業最低賃金】８０２円 【輸送用機械器具製造業最低賃金】８０４円
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④会員交流ボーリング大会を開催しました
１１月２１日（木）午後６時から上毛ゴールドレーンにおいて、６８名が参加して「会員交流ボーリング大会」
が行われました。始球式は近藤総務委員長が行い、会員混合で１９レーンを使用、２ゲームトータル（女
性は１ゲーム２０ピンのハンディ付き）で競いました。ゲーム終了後、桐生グランドホテルにおいて午後８時
より表彰式を行い、会員同士の交流が図れたのでは!?と思います。交流企画委員の皆様におかれまして
は、受付・表彰式など大変お世話になりました。ありがとうございました。m(__)m
ボーリング大会結果報告
☆団体の部☆ 優勝：建設部会 準優勝：飲食部会 第３位：商業部会 第４位：青年部 第５位：金属
部会 第６位：サービス部会 第７位：繊維部会 第８位：女性部
☆個人の部☆ 優勝：安達智弘 準優勝：山口晴市郎 第３位：丹羽徳憲 （敬称略）

（優勝の建設部会）

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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⑤草津温泉本白根山バスハイクを開催しました
９月１５日（日）午前６時００分、みどり市役所笠懸庁舎駐車場に６５名が集合し、草津温泉本白根山
バスハイクを開催しました。当日は悪天候により、急遽ハイキングを変更し、白根レストハウス付近（弓
池）と道の駅・草津運動茶屋公園（ベルツ記念館）の自由散策となりました。今回のハイキングの為に
新しい登山靴を買って気合を入れてい
た方には、残念なコース変更でした
が・・・ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ自由散策の後は、ホテ
ル櫻井でゆっくりと草津の湯を堪能し、
昼食。湯畑等を散策・・・と充実した時間
も過ごすことが出来ました。 Ｑ：さて、こ
こで問題です♪ 雨男は誰でしょう？

⑥役職員研修を開催しました
１９名参加のもと、９月２８日（土）～２９日（日）にかけて１泊２日で岐阜県長良川方面へ役職員研修
に行きました。研修先は三秀関刃物センター（居合見学）、金華山ロープウェイと岐阜城、長良川温
泉の鵜飼見学、郡上八幡の古い町並み散策、蔵元舩坂酒造店と古い町並み散策でした。宿泊先は
十八楼（長良川温泉）に泊まり、充実した役職員研修となりました。今回、特に印象に残った場所は、
なんといっても鵜飼でしょう。１３００年以上の歴史があり、伝統衣束に身を包んだ鵜匠が、かがり火の
中、鵜を自在にあやつって鮎を狩る様は幻想的でした。

⑦女性部研修旅行
１０月６日（日）～７日（月）にかけて、山梨県への女性
部研修旅行を開催しました。商工会女性部のおもてな
し交流事業“山梨県西桂町
商工会女性部”のプランに参
加し、ミネラルウォーター製造会社「富士サンスイ㈱」、織物製造卸（傘、
傘地等）会社「㈱槙田商店」を見学し、女性部との情報交換を行いました。
富士山の雄姿を見ることは出来ませんでしたが、県外の女性部との交流と
いう貴重な経験青することが出来ました。
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⑧利子補給・中退金補助のお知らせ
平成２５年分利子補給・中退金補助の受付日程が決まりましたのでお知らせします。

平成２６年１月８日（水）～１４日（火） ０９：００～１７：００ ４日間（土日祝除く）
利子補給の概略ですが①該当事業所：（個人）市内に店舗、工場又は事業所を有する中小企業者。
（法人）事業所が市内にある中小企業者。いずれも市税について未納税額のないこと②対象となる融資：
国・県・市の制度資金及び商工貯蓄共済③利子補給を受けられる期間・補給額：平成２５年１月１日～
平成２５年１２月３１日までの１年間の支払利息の内２０%以内。ただし１事業所４５万円を限度とし、予算
の範囲内で交付する（千円未満は切捨て）
中退金補助の概略ですが①該当事業所：（個人）市内に店舗、工場又は事業所を有し、市内在住の中
小企業者。（法人）事業所が市内にある中小企業者。いずれも市税について未納税額のないこと②対象
となる制度：独立行政法人 勤労者退職金共済機構（旧名称：中小企業退職金共済事業団）中小企業
退職金共済事業本部が運営する退職金共済制度（略称：中退共）③受付対象となる共済契約：平成２
２年２月１日～平成２５年１２月３１日までに契約があったもので次のとおり●新規（新規に上記制度に加
入した）事業所●増額（掛金を増額した）事業所●追加加入（共済契約者を追加加入させた）事業所④
補給額：被共済者（従業員)１人につき月額５００円
申請の手続き・詳細等は、１２月に商工会から郵送した案内で、必ずご確認するようにお願いします。また
利子補給について該当する融資かしない融資か分らない場合、借入先の金融機関へ直接お問い合わ
せ頂くようにお願いします。

⑨産学官連携による講演会
１１月６日（水）午後６時より桐生グランドホテルにおいて産学官連携によ
る講演会を開催しました。今年２回目になる講演会ですが、講師には群
馬大学理工学研究院 篠塚和夫研究院長（理工学部長）が行い演題は
「工学部から理工学部への改組～伝統から創造へ～」でした。専門的な
研究成果ではなく、群馬大学理工学部の歴史や輩出した企業家、新しい
取組みなど興味深い内容であった。講演会終了後、講師を交えての情報
交換会（懇親会）も行い、和やかな雰囲気で終了しました。

⑩東京漫歩（連載コラム）
東京へ来たら訪れたい緑豊かな都心のオアシス皇居へ行ってみましょう！
東京の中心に位置する皇居。しかし、なかなか立ち寄る事は少ない両陛下のお住み
である御所や宮殿内部などの見学は出来ないが、事前に参観申込をすれば、宮殿
東庭や二重橋の見学は可能。江戸城本丸があった皇居東御苑と皇居外苑、北の
丸公園は一般に公開されている。正月の休日をゆったりと出掛けて見てはいかが？
（筆者：怪鳥）
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⑪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。なお、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。

ケーイー・ソリューションズ㈱
住所：群馬県みどり市笠懸町阿左美３２５－５ 電話：0277-467601 ＦＡＸ：0277-46-7601 営業時間：９：００～１７：００ 定休
日：土日、祝日、年末・年始 事業内容：①モノづくり系の経営コンサル
ティング、および、教育の実施 ・新事業・開発企画、経営問題解決支
援（Ｒ＆Ｄ、生産、品質管理、原価改善 ・ＩＴ全般（業務システム導
入、ＩＴ基盤構築、セキュリティ・ＩＴベンダー評価等） ・北関東産官学研究会、桐生地域地場産業振
興センター、群馬県商工連合会等の主催セミナーへの講師派遣、自主セミナー開催。②物販・シス
テム販売 ＩＴシステム仲介、ＩＴツール（ハード・ソフト）、 診断ツール、技術ドキュメント、ものづくり関連
書籍 セールスポイント：①大手企業出身の経験豊富な専門家が、「開発、生産、原価、品質とＩＴ活
用など」の問題解決を支援します。②技術者人材育成のためのセミナー企画と、講師派遣を行いま
す。２０１０年から２０１３年現在の主なセミナー実績は次のとおりです。
・群馬県ものづくり技術者育成応援事業「ものづくり技術者ＯＦＦ－ＪＴ教
育」講師 ・桐生市地場産業振興センター主催 「品質管理実務研修」
講師 ・群馬伊勢崎商工会主催 「情報セキュリティーセミナー」講師 ・
中小企業支援ネットワーク強化事業 専門家派遣実績２０件以上 ③
企業経営、ＩＴ、開発、生産、原価、品質などの問題解決ツール、およ
び、多数の技術資産を保有しており、成功事例を活用した問題解決を
支援します。（取材：今泉）

桜木電機㈱
住所：[本社]群馬県桐生市相生町１－３８２-３ 電話：
[本社]0277-52-7117 ＦＡＸ：0277-52-1917
[笠懸工場]群馬県みどり市笠懸町阿左美５８１－７
ホームページURL： http://081.in/sakuragi/index.htm
事業内容：｛産業用（交流、直流・特殊）モーター、クレー
ン、レシプロ型コンプレッ
サーetｃ｝修理・販売 セールスポイント各種産業
用モーター修理｛オーバーホール、コイル巻替
え｝及び、ホイスト（電動チェンブロック）クレーンを
主に修理致します。三相モーター各種１，０００台
以上在庫を抱え常時販売。万が一の故障の場
合に可能な限り早期復旧対応させて頂きます。
（取材：大澤）

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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新規加入事業所のご紹介（続き）
ｴｽﾃ･ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝMAKOMI
住所：群馬県みどり市笠懸町鹿２７５－２０ 電話：0277-76-6345
事業内容：エステ 営業時間：１０：００～２０：００ 定休日：火曜 完全
予約制 女性専科 セールスポイント：当エステ店では、人間が本来
持っている「健康や美しさを保とうとする力」の「ホメオスタシス」を引き出
すモンテセラピーを主に行っています。自然の多いロケーションの中で
オールハンドによるエステをご体験頂けます。（取材：岩﨑）

⑫商工会から税務のお知らせ
商工会では税務相談を随時行っています。個人の事業所を対象とした税務相談が中心です。所得税
の確定申告の他、年末調整等の計算も行っております。確定申告につきましては、今年も申告相談日を
９日間行う予定（日にち指定）で準備を進めています。申告期限の間際になりますと大
変混雑します。指定日でのご相談にご協力をお願いします。年末調整に係る源泉税の
納付期限は平成２６年１月２０日（月）となります。お忘れずに！

⑬新年互礼会を開催します
毎年、恒例の新年互礼会の日程が決まりました。出席依頼の方には別途通知が
同封されています。よろしくお願いします。
日 時：平成２６年１月２４日（金） 午後６時００分より
場 所：桐生グランドホテル
対象者：ご来賓・本会役員・各部会役員・総代

⑭編集員コーナー
こんにちは、編集委員の岩崎です。今回は青
年部の研修旅行で行ってきた名古屋について書
きたいと思います。
皆さんご存知の通り名古屋は日本の市の全国
第三位の人口を有する都市であり中部地方の中
心でもあります。し
かし、個人的な感
想ではありますが、
イマイチどのような
地域であるかわかり
ません。ブラザー工
業やカゴメ、名古屋

市ではないが同じ
愛知県にはトヨタな
ど世界に冠たる企
業がたくさんありま
す。製造業の方は仕事で行く機会があるのかもし
れませんが、いざ観光と考えるとぱっと思うのが
名古屋城や野球好きなら中日ドラゴンズの本拠
地のナゴヤドームくらいでしょうか。実際、今まで
で新幹線で名古屋駅を通過するぐらいで降りたこ
とすらありませんでした。そのため、今まで一度も
体験していない場所に行く今回の研修旅行はと
ても楽しみでもありました。（次ページへ続く）
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編集員コーナー（続き）
名古屋まで行く旅順はまず、長野県の塩尻にあ
る奈良井宿から始まります。奈良井宿は中山道
にあるかつては旅人が多く訪れた宿場町をその
まま残した重要伝統的建造物群保存地区です。
たまたま紅葉の季節でしたので、とても風情のあ
る情景を堪能出来ました。
その後、途中で
食事をとり名古屋
につきました。当
初の予定では当
日に名古屋城見
学でしたが、時間
の都合もあり次の
日になりました。そ
のため、宴会には多少時間があったため、久しぶ
りに食べてみたかった『スガキヤ』を訪れました。
スガキヤは30代以上の人間であれば知っている
と思いますが、かつて桐生の長崎屋の地下のレ
ストランにもありました。特別うまい物ではありませ
んが、20年以上前に食べていた物をまた食べれ
るのはとてもうれしい事で、実際食べてみても味
よりも当時の懐かしさを思い出しました。次に行っ
た店は『世界の山ちゃん』です。テレビなどでも紹
介され特に手羽先が有名で、せっかくなのでその
有名な手羽先を食べてきました。味はとても美味
しく、胡椒がよくきいていて飽きのこない味でし
た。ただ帰ってから聞いたことですが、店舗が埼
玉にもあるそうでありがたみが少しなくなりました。
そこから宴会の会場に向かい普通に食事をしま
した。基本的にはよくあるコース料理＋お酒です
が、一品特徴的な料理が『どて煮』でした。どて煮
は牛すじ肉を八丁
味噌などの豆味噌
で煮込んだもので田
楽味噌ほどではない
がそこそこ甘く仕上
げた物でした。周り
のどて煮の評価は

低い物でした
が自分は美
味しいと感じ
ました。
宴会後は
それぞればら
けた形をと
り、自分は何人かとバーに寄り、そこからつぎは
『鳥銀』という名古屋コーチンを出してくれるという
店に向かいました。初めて食べる名古屋コーチン
はとてもうまく、鳥刺しと鍋を食べましたがよくある
ブロイラーとは違い、甘みがありしっかりとした歯ご
たえで軍鶏に似ていますが軍鶏また違った味わ
いで楽しめました。
と、食べ歩いた一日目を過ごし二日目は前日
行けなかった名古屋
城そして熱田神宮の
二カ所を見て回りまし
た。名古屋城は正直
あまり見る物はなく、
熱田神宮も七五三で

混んでいたくらいな
感想です。昼飯はそ
の熱田神宮の近くで
ひつまぶしを食べま
した。ひつまぶしは
食べ方が有名ですが実際食べてみると思ってい
た以上に美味しく食べることができました。
この後は笠懸へと帰るのですが、旅行中ほとん
ど食べてばかりでした。しかし、『名古屋めし』と呼
ばれるものはまだまだあり、ほんの一端を食べた
にすぎません。次回名古屋に行く機会があれば
残りの名古屋めしを食べたいと思います。最後に
なりますが、食べ過ぎにはみなさん注意しましょ
う。（担当：岩﨑）

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

⑮懸賞（禅語）当選結果
前回の懸賞クイズの答えは『②清巌和尚が千宗旦へ』でした。応募総数１１名の内、正解者は１０名でし
た。１２月１２日（木）開催の広報委員会において抽選の結果、久保田茂子さん（久保田スレート㈱）、赤
石麗恵さん（㈱上州）が当選されました。賞品は『灯油１８リットル』おめでとうございます。

⑯懸

賞

今回の問題は、車を運転する人なら知っていて当然！いや、知っていなければならない事です。
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！何が当たるからはお楽しみに～

Ｑ. 答えが×になるのは全部でいくつでしょう。数値で回答して下さい。（担当：吉田）
①勾配の急な上り坂は追い越し禁止である。
②トンネルの中では、車両通行帯があっても追い越し禁止である。
③この標識は停車禁止である。
④この標識は一方通行である。
⑤この標識は追い越し禁止の標識である。

【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２６年２月２０日（木）必着
ＦＡＸ ０２７７（７６）７８１４ 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

【冬号】

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

