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①新年互礼会を開催しました
１
１
２
２
２

１月２４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。ご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ご来賓にご出席いただき、総勢９７名、盛大な新年互礼
会となりました。お忙しい中ご出席いただきました、ご来賓・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）
事業所紹介
編集員コーナー
懸賞発表
懸賞（問題）
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（石原市長ご祝辞）

８

確定申告期限
消費税の申告期限は
平成26年3月31日(月）
です。お早目に申告を

（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

ハイライト:

済ませましょう。
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2013年12月に毎年恒例のサンタさん訪
問クリスマスイベントがありました。
幼稚園や保育園に訪問して、サンタさん
は子供達の夢を壊さないように子供達の
質問を受け答えしたり、子供達にプレゼン
トを配るなど、ところどころで子供達とサン
タさんと触れ合う場面もあり、子供達の嬉
しいような恥ずかしいような顔をみていると
うれしくなりました。今回も楽しいイベントに
なりました。（担当：霜村）
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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１６日（木）午後６時３０分～大間々ゴルフ、商業部会１月２９日（水）午後６時
３０分～大源、青年部１月３１日（金）午後７時００分～新政、金属部会２月３日（月）午後
６時３０分～喜楽寿司、建設部会２月５日（水）午後６時３０分～魚利、繊維部会２月７日
（金）午後６時３０分～魚利、サービス部会２月１３日（木）午後６時３０分～新政、飲食部
会２月２６日（水）午後６時００分～大源

④利子補給・中退金補助受付状況
１月８日（水）～１４日（火）までの４日間、平成２５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】 １９９事業所 金額２５，０７３千円（昨年は２０６事業所・金額２６，０３７千円でした）
【中退金】 ２３事業所 金額５４９千円（昨年は２０事業所・金額６４９千円でした）
＊中退金については、みどり市全体での申請金額が当初予算を上回ったため、月額
５００円⇒３５０円に減額となりました。
＊毎年１２月、商工会より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。

⑤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。

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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⑥カタクリさくらまつりが開催されます
３月２７日（木）～４月６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２９日～３０日頃となっております。
まつり期間中のイベントは、３月２８日（金）堅香子俳句大
会、３月２９日（土）大正琴演奏・華道展、３月３０日（日）甘酒無料サービス・岩
宿ムラまつり・カタクリ花の茶会・吹奏楽演奏、４月５日（土）ちんどんショー、４
月６日（日）桜の茶会・戸山流居合の演武・アンデス音楽演奏・笠響太鼓演奏
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。

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。
概ね昨年と同じ結果でした。笠懸ガンバろう (≧∇≦)/
発行額（割合）及び換金額（割合） ＊未回収商品券１１３，５００円
笠懸町商工会 発行額 １，０８０万円（４５％） ⇒ 換金額
６９６万円（２９．１６％）
大間々町商工会 発行額 ９６０万円（４０％） ⇒ 換金額 １，４９４万円（６２．５６％）
東町商工会 発行額
３６０万円（１５％） ⇒ 換金額
１９８万円（８．２８％）

⑧平成２５年度経済産業省関連補正予算のご案内
平成２６年２月６日、平成２５年度補正予算が成立しましたので、経済産業省関連予算の概要をご案内
します。この補正予算の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
ぜひチャレンジしてみたら如何でしょうか!?

①中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業 補正予算１，４００億円
【事業の概要目的】
革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対
し、地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品開発・設備投資等を支援する。
【条件（対象者、対象行為、補助率等）】
認定支援機関に事業計画の実効性等が確認された中小企業・小規模事業者であり、以下の要件の
いずれかを満たす者
（次ページへ続く）
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⑧平成２５年度経済産業省関連補正予算のご案内（続き）
（１）「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用していること
（２）革新的なサービスの提供等を行い、3～5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%
の向上を達成する計画であること
（３）発注元事業所の閉鎖・縮小により10％以上売上減少が見込まれること
（４）耐用年数超過設備の新陳代謝を目的とした大規模（総資産１５％超）計画であり、地域金融機関か
らの融資や事業計画策定支援等を受けること
【事業イメージ】
１．成長分野型：補助上限額：1,500万円（補助率2/3）
環境等の成長分野参入に対する試作品開発・設備投資等
（例）電子基板からレアメタルを効率的に回収する分離破砕機の開発。
２．一般型：補助上限額：1,000万円（補助率2/3）
（例）3Dデータや3Dモデルを作成・利用することにより、自動車・産業機械用鋳物部品の新規受注
獲得を目指す。
※成長分野型、一般型については、設備投資以外に充てられる補助限度額を500万円とする。
（国際認証等取得費用を含む）
３．小規模事業者型：補助上限額：700万円（補助率2/3）
設備投資を伴わない開発費用を補助。 （例）衣服情報の電子カルテ化、水洗いとドライクリーニングの
長所を併せ持った新たな洗浄技術を導入。
※１．２．３．いずれも、グループを組成した場合、企業数に応じて補助上限を引上げ
（グループの補助上限：個社の補助上限×5社）。
４．新陳代謝型：
金融機関から借入を行い老朽化に対処した大規模設備投資を行う場合、金融機関のモニタリング
実績に応じ、借入額の１％相当を上限に設備投資費を補助。

②創業促進補助金 補正予算４４億円
【事業の概要目的】
○創業は雇用の創出や経済の新陳代謝を促すため、我が国経済の活性化にとって重要です。
そのため、新たな需要を創造するビジネスを興す創業（第二創業含む）に対して支援を行います。
○また、産業競争力強化法における創業支援事業者が認定創業支援事業計画（市区町村が策定）
に基づき行う創業者支援の取組に対して、支援を行います。
【条件（対象者、対象行為、補助率等）】
①創業を行う個人、中小企業・小規模事業者
②産業競争力強化法に基づく創業支援事業者

（次ページへ続く）
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⑧平成２５年度経済産業省関連補正予算のご案内（続き）
【事業イメージ】
①創業者向け補助金：補助上限200万円、補助率2/3
新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業に対して、店舗借入費や設備費等の創業
に要する費用の一部を支援します。
(例１)シェフである夫とパティシエ・野菜ソムリエである妻が地元である能登里山里海の食材を活かした
欧風料理レストランを開店。自然あふれるロケーションの下、リーズナブルな価格でオリジナル料理を
提供。
(例２)高齢化の進む雪国で暮らす人々の苦労を軽減できるものを作りたいという想いから、除雪機では
なく融雪機を開発。会社設立を行い、従来よりも安価、安全、省エネで手間いらずの一般家庭用融
雪機の製造・販売を行う。
②産業競争力強化法に基づく創業支援：補助上限1,000万円、補助率2/3
産業競争力強化法における創業支援事業者が、認定創業支援事業計画に基づき行う創業者支援
の取組（創業者への継続的な経営指導やビジネススキルアップ研修、コワーキング事業など）に対し
て支援します。

⑨東京漫歩（連載コラム）
新大久保・・・と言うと、えー新宿の隣の駅のイメージが強いが、実は日本最大のコリアン
タウン。韓国人留学生や在日の韓国人が多く集まり、２０００年頃から料理店が急増した。
複数の細い道り沿いに数々の韓国料理店が並び、本場の味を気軽
に楽しめるファッションやグッズを扱う店も多数軒を連ねる。とりあえ
ず美味しい店を紹介しておく。
焼肉と餃子は「とんちゃん」焼肉とキムチを一緒に焼くと特にうまい。
次は宮廷料理がルーツの参鶏湯（サムゲタンと読む）。店の名前もその名の通り「高
麗参鶏湯」韓国料理の中でも、もっとも体に良い料理でも有名。他にもいろいろ有る
から行ってみては！韓国グルメになれるぞ！（筆者：怪鳥）

⑩平成２５年度を振り返って（写真コーナー）
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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。

輪っ花（わっかや）
住所：群馬県みどり市笠懸町鹿3471-1 電話：0277-46-7962
営業時間：11：00～15：00 18：00～23：00 定休日：毎週木曜日
事業内容：飲食店（居酒屋） セールスポイント：去年オープンし綺麗
なお店です。昼間は主に手打ちうどんを出しており、もりうどん・卵とじう
どん・天ぷらうどんなどを出しています。夜になると、昼とは変わり創作
居酒屋になります。創作居酒屋では、お酒・鍋・サラダ・生春巻きなど
昼とは違う料理を提供しています。アットホームな感じで誰でも入りや
すいお店になっているので宜しくお願いします。（取材：霜村）

居酒屋うったん
住所：群馬県みどり市笠懸町鹿46424 電話：0277-47-6904 営業時間：
17：30～23：00 定休日：火曜日、第
四水曜日 事業内容：居酒屋
セールスポイント：当店では、家庭的な
料理は元より、人気の高いレバー及び
かしらの特製ダレ炒め、若者に好評のカツ煮、種類豊富な焼き魚、やわらかモツ煮と低料金でボ
リューム満点な料理となっております。又、カラオケも設置してありますので、アットホームな雰囲気
で楽しい一夜をお届けします。でも一番の「ウリ」は、ママさんの笑顔とトークです！（取材：吉田）

Café＆dining LilAC
住所：群馬県みどり市笠懸町阿左美884-3 電話：027776-6565 営業時間：18：00～3：00（LO 2：30） 定休日：
水曜日（祝休前日の場合営業）
セールスポイント：群馬県内に
唯一のシミュレーションゴルフを設置したダイニング
バーです。 料理はホテルの料理長を数々経たフレン
チあがりのシェフがリーズナブルなお値段で提供して
います。お酒もここでしか飲めない珍しいものを多数
ご用意。お席も70席以上ございますので多人数の宴
会にも応相談。是非一度遊びに来てください。
HP http://www.dan-b.com/lilac/（取材：新井）

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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⑫編集員コーナー
こんにちは。編集委員の今泉です。突然です
が、「生活の中に『漆器』というものをお使いにな
られていますか？」
『漆器』といえば、椀・
箸・重箱・文箱など
様々な品物が作られ
ていますが、綺麗で
素敵なのはわかるが
「手入れが大変だ！」
とか「食器は洗い方
が面倒だ！」など負
のイメージが多く、今
日では敬遠されることが多くなってしまいました。
そこで今回は「生活の中に『漆器』を！」というこ
とで書いてみようと思いました。
まず、『漆器』を語るには「漆（うるし）」とは？と
いう説明からしようと思います
「漆（うるし）」はウルシ科の落葉高木で、日本の
「漆」として使用できる
のは「ウルシノキ」で「ヤ
マウルシ」もかつては
利用されていました。
（地方によっては異説
あり）「漆液」はウルシ
オーゼ、ゴム質、含窒素物、水分等から構成さ
れ、漆の主成分（ウルシオールとラッカーゼ）であ
るウルシオールが多いほど質の良い漆とされてい
ます。
ところで、『漆器』といっても日本だけでもどのくら
いの塗の産地があるかご存知でしょうか？実は、
北は青森から南は沖縄までなんと４０種類ほどの
産地がありその色や塗り
方も様々です。代表的な
ものでいえば、近くですと
栃木県の「日光彫」や福
島県の「会津塗」。有名
なものですと、石川県の
「輪島塗」や神奈川県の
「鎌倉彫」、京都府の「京

漆器」等があります。その上、漆の種類や塗り方
を細分化すればとんでもない種類になります。
また、その歴史
は古く『漆器』の発
祥の地である中国
では6,200年前に
は漆碗が作られて
いたそうです。その
後、大陸から日本
へ伝わったといわ
れ縄文時代には日本でも使用されていたといわ
れています。
私は仕事上で茶道具を取り扱うことが多いので
すが、江戸時代の棗（お抹茶を入れる薄器）や
香合（お香を入れる箱のような器）は時代が経っ
ていて、漆が透けて透明がかっているものと出
合ったことがあります。このようなものを見ると、
「大事に何人ものご主人様の手を渡って大切に
扱われてきたんだなあ」と商売そっちのけで見
入ってしまうこともあります。その上、その上質な
塗りが施された後に「蒔絵」や「沈金」、「彫り」の
素晴らしいものが加わったものは、日本の職人の
技術の高さを感じる事が出来、見るものを圧倒さ
せる力さえも持っている気がします。
確かに気を使う『漆器』かもしれませんが、「一
つ一つ物を大切にする」という大事な心を忘れな
いためにも自分のお気に入りの「Ｍｙ お箸」・「Ｍ
ｙ お椀」を大切にそして長くお使いになることは
素敵なことだと思います。それが、ＥＣＯにも繋が
ればいいかなとも思っています。そして、大切な
人を家に迎える時お
部屋をきれいにするよ
うに少しだけ食器にこ
だわってみてはいかが
でしょうか？お料理の
味もおいしく感じられる
かもしれません。
（担当：今泉）

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

⑬懸賞（道路交通法）当選結果
前回の懸賞クイズの答えは『５つ』でした。応募総数６名の内、正解者は４名でした。３月１１日（火）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）、赤石陽介さん（㈱上州）が『ＱＵＯカード３，０００円分』当選
されました。おめでとうございます。

⑭懸賞

♪問題♪

今回のクイズは間違い探しです。

愛犬リリィが写った２枚の写真の中にいくつの間違いがあるでしょうか？
下記の三択の中から、番号で選んで下さい！

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？
（担当：新井）

①１か所

②３か所

③５か所

携帯からの応募はこちら

注）難易度を上げるため故意的に倍率・逆さまと
なっています。

【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２６年５月２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

【春号】

①答 え
②事業所名
③氏 名

＊１事業所１回限り、複数での応募は無効

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

