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①第３７回通常総代会開催

目次：

通常総代会

夏号

１
１
２
２
２
３
３

平成２６年度通常総代会が５月２２日（木）午後６時１７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２５年度事業報告承認の件
第２号議案 平成２５年度一般会計決算書承認の件
監査報告
第３号議案 平成２６年度事業計画（案）承認の件
第４号議案 平成２６年度一般会計予算書（案）承認の件
第５号議案 笠懸町商工会定款の一部改正

（青山会長 挨拶）

（七沢副会長 開会）

４
４
５
６

②永年勤続従業員表彰が開催されました
平成２６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
７
８

ハイライト:

第２１回笠懸まつ
りの日程が決まり
ました。荒天の場
合は予備日がなく
中止となります。

表彰者名

事業所名

表彰年数

表彰者名

事業所名

表彰年数

森 ミエ

㈱おざわ

３０年 石田 綾子

㈲ｼｽﾃﾑﾍｱｰｻﾛﾝｲｼｶﾜ

２０年

長澤 正子

㈱おざわ

２０年 平岩 健男

㈱アイクルー

１０年

若林 秀子

㈱おざわ

２０年 新井 久貴

㈱稲垣工業

１０年

今泉 清

㈱おざわ

２０年 岩崎 真和

㈲桐栄ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ

１０年

大澤 久子

㈱おざわ

２０年 中村 一生

㈲桐栄ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ

５年

星野 和子

㈱おざわ

２０年

順不同・敬称略

８月２３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２６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

３，９２９

６３．１

経改事業費

３，４７６

５５．８

会費手数料等

１，９６１

３１．５

一般事業費

１，２２８

１９．７

３３４

５．４

管理費

１，３４２

２１．６

１７８

２．９

６，２２４

１００．０

繰越金

資産取得費・予備費
合

計

６，２２４

合

１００．０

計

④制度融資の斡旋状況（平成２５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
日本政策金融公庫（普通貸付）

件数（件）

金額（万円）

対前年度比（％）

１３

７，６１０

６８．９

７

２，３００

７０．６

７５

５０，５２０

９１．６

商工貯蓄共済

７

６，０２０

７０．０

その他

０

０

１０２

６６，４５０

日本政策金融公庫（マル経）
県・市制度融資

合

計

８５．１

⑤第１９回カタクリさくらまつりが開催されました
３月２７日(木)～４月６日(日)の期間、鹿の川沼周辺一帯の「岩宿
の里」にて、毎年恒例のカタクリさくらまつりが開催されました。
今年は２月に大雪が降ったり、３月が暖かかったりで花の見頃が心
配でしたが、カタクリも桜も、まつり期間中に満開を迎えてくれまし
た。あいにく、イベントが催される
週末の天候はよくなかったです
が、遠くから観光に来られる方も
多かったようです。
だれでも一度は行ったことがあるはずの岩宿遺跡、こういう機会にあ
らためて遊びに出かけると、意外な発見があるかもしれません。まだ
行ったことがないという人は、来年は是非。（取材：大澤）

夏号
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⑥会員交流ゴルフコンペを開催します
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１７回
目を迎えます。大勢のご参加をお願いします。
日 時 平成２６年７月３日（木）
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。準優勝は青年部。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。

⑦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
場
予
書

時
所
約
類

平成２６年７月１７日（木） 午前１０時から正午まで
笠懸町商工会館
事前予約が必要です。
「一日公庫」ご予約の際に、下記の書類をお持ち下さい。
【法人】 ①最近２期の決算書（勘定科目内訳書含む） ②途中経過の試算表（作成済の
場合） ③会社の社判・実印 ④代表者の実印 ⑤見積書（設備資金の場合）
【個人】 ①平成２４年分と平成２５年分の決算書及び確定申告書 ②途中経過の試算表
（作成済の場合） ③代表者の実印 ④見積書（設備資金の場合）

＊融資条件（金利・担保等）は、面接時に相談させて頂きます。

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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⑧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“当日受付のみ”で参加できます。お気軽にご参加下さい。
日 時 平成２６年７月２０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 ＊事前予約不要

⑨笠懸まつりが開催されます

（こんな大物も！）

本年度の笠懸まつりは、８月２３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“よしもとお笑いライブ”が新た
に加わりました。商工会関係では、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”、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、様々なイベントが盛りだくさん！また建設
（恒例○×クイズ大会）
部会では、会場設営等の協力も行っています。詳しくは
笠懸まつりプログラムでご確認下さい。昨年の○×クイズ優勝賞品は３２型液晶
テレビ！今年の賞品は、もしかして・・・あっ あの・・・（＾ｖ＾）
（青年部 氷みこし）

⑩東京漫歩（連載コラム）
東京漫歩も前号まで、名所・穴場を点で紹介して来ましたが、今回から「線」でつなげて見ようと思います。
と、言う訳で手始めに都内一周している山手線から行って見ようと思います。古くは「省線」と言われ鉄道
省が管理下にあった様です。出発点は、やはり東京の玄関「東京駅」から出発進行。東京駅は各新幹線
を始め、多数の始発駅として利用されています。最近、東京駅もリニューアルされて昔の様な美しい姿に
戻りました。丸ビルもショッピングプラザとして大変な賑わいを見せています。皇居にも近いし、とにかく見る
物が多く筆舌に尽くし難いものですので、続きは次号と言う事で、こう御期待！次号は有楽町に続きます。

⑪新任職員（人事異動）のお知らせ
平成２６年４月１日付で、職員の異動がありました。
採用者 ●事務局長 髙野公生
退職者 ●事務局長 髙橋良一
４月に新任局長として着任させていただきました髙野です。笠懸の地は知り尽くした所
であり、会員の皆様も顔見知りの方が多く和やかな中で事務が進められてきていると思
います。
商工会運営も厳しさを増していますが地区商工会をはじめ県商工会連合会と連携を
図り、長い行政事務の経験を生かして会員の皆様の業績向上と地域発展、商工会発
展の為に努力してきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

夏号
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⑫商工会よりお知らせ
今年度より経費削減のため、ビジネスノートの配布を申込制としました。お申込をされた
事業所に、１冊まで無料（２冊目以降は有料）で配布します。詳しくは同封の「ビジネス
ノート2015の配布（申込）について」をご覧下さい。

⑬中小企業退職金共済制度のご案内
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⑭「死亡労働災害多発緊急事態宣言」の発令について
平成２６年５月９日、群馬労働局長より「死亡労働災害多発緊急事態宣言」が発令されました。労働災害
とりわけ死亡災害の撲滅に向けた積極的な取組をお願いします。

死亡労働災害多発緊急事態宣言

一死亡労働災害の撲滅に向けて一

群馬労働局管内では、本年１月から４月末までの期間中に 、労働災害により１０名の労働者が亡く
なりました。これは、過去５年間の同期間で最多であり、二桁の１０人以上になったのは平成１９年（１１人）以
来です 。近年の経済活動の活発化や労働時間の増加、そして２月の記録的大雪など災害増加の要
因は存するものの、この死亡災害発生状況は極めて憂慮すべき事態であると認識しております。この
ため、平成２６年７月７日（全国安全週 間の最終日）までを目処に 「死亡労働災害多
発緊急事態」を宣言します。管内における事業場の経営者はもちろん労使双方
並びに関係団体が一丸となって、労働災害とりわけ死亡災害の撲滅に向けた
取組をさらに積極的に実施するよう強く要請いたします。
平成2 6 年5月9 日
群馬労働局長

内田昭宏

⑮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 <^!^>

和風ダイニング百膳
住所：みどり市笠懸町鹿2367-1 電話：0277-32-5101 ＦＡＸ：電話と同じ
営業時間：昼：ＡＭ11：30～ＰＭ2：30 夜：ＰＭ5：30～ＡＭ0：00
定休日：月曜定休 事業内容：和風ダイニング（飲食店） 一般飲食、ご宴会、ご
法要等幅広くご利用いただけます。
セールスポイント：店内は2～4名・5～8名様用の多
数の個室を中心に60名様までご利用いただける宴
会場も用意いたしました。ランチタイムは、日替わりラ
ンチ（1,000円）をはじめ、人気の銀ダラ西京焼など
各種定食類、ディナータイムは居酒屋風レストランと
して単品料理やコース料理など取り揃えております。
（取材：今泉）

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。

夏号
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⑯編集員コーナー
こんにちは。編集委員の吉田です。毎回何を
題材にしようか迷うのですが、今回迷うことなく思
いついたのが、やはりこのイベントです。この広報
誌が皆さんの手元に届く頃、地球の裏側ではオリ
ンピックを凌ぐ世界最大のスポーツイベントが開
催されています。四年に一度の夢の祭典、サッ
カーワールドカップ(Ｗ杯)です。実は、私はこの
コーナーで四年前にもＷ杯について書かせてい
ただいたのですが、やはり今回も書かずにはいら
れません！優勝回数が最多の５回を誇るサッ
カー王国ブラジルで開催されるということで、今ま
で以上の盛り上がりが予想されます。
まず注目チームは、前回の優勝チームであり、
現在世界ランキング一位のスペイン。長くベスト８
の壁を破れなかったのですが、前回は世代交代
がうまくいき有能な若手も出てきてとても魅力的
なサッカーを披露しました。今回も優勝候補筆頭
です。そして注目すべきもう一チームは、開催国
ブラジル。去年行われたＷ杯のプレ大会と位置
付けられている大会で、決勝で王者スペインを破
り見事優勝しています。地元開催ということで選
手は気合も入っていると思われますし、地元サ
ポーターの後押しが更なるアドバンテージになる
でしょう。ただ、毎回波乱が起きる大会でもあるＷ
杯。ゲルマン魂で毎回上位進出しているドイツ、
鉄壁の守備で前々回優勝したイタリア。私が個
人的に注目しているチームは、ベルギーです。昨
年日本との親善試合で
は日本の勝利だったこと
もあり、「本当に強いの
か？」と懐疑的に思う人
がいるかと思いますが、
主力がこれから黄金期を
迎えますし、昨シーズン
世界各国のリーグ戦で旋
風を巻き起こしたベル
ギー選手たち。ダーク
ホースになるのではない
かと睨んでおります。

次に注
目選手で
すが、昨年
のFIFAバロ
ンドール
（ヨーロッパ
年間最優秀選手）を獲得したポルトガル代表ＦＷ
ロナウドやアルゼンチン代表ＦＷメッシなどの有名
選手は、ここではあえて取り上げません。私がお
勧めする注目選手は、やはりここでもベルギー代
表。有能な若手が数多くいるのですが、その中で
も別格なのがＭＦアザール。チャンスメイクとフィ
ニッシュの場面で違いを生み出せる選手です。こ
の選手の出来がチームの勝敗を左右すると言っ
ても過言ではありません。そして、注目選手はもう
一人。ウルグアイ代表ＦＷスアレスです。前大会
では決定的なシュートを手を使って阻止したり、
所属クラブでは相手選手に噛みついたりと問題
行動の多い選手ですが、プレーは一級品。世界
でも５本の指に入るのではないかと思います。
そして注目すべき日本人選手は、世界的ビッ
グクラブに所属している二選手。マンチェスターＵ
（イングランド）に所属している香川真司選手とＡ
Ｃミラン（イタリア）に所属している本田圭佑選手
です。ただどちらの選手も所属クラブでは絶対的
なレギュラーではなく出場時間が限られていたた
め、試合勘が心配です。
三年前の2011年、女子サッカーＷ杯では見
事日本のなでしこJAPANが優勝したことはまだ記
憶に新しいと思います。そして、先月五月に行わ
れた女子アジア杯で初優勝。また、今年行われた
U-17(17歳以下）女子サッカーＷ杯でも見事優
勝。男子チームのザックJAPANも好成績が残せ
ることを期待せずにはいられません。
最後に、私がこの記事を書いている五月の時
点でまだ完成していないスタジアムが数ヵ所あっ
たり、Ｗ杯開催に反対するデモがブラジル各地で
あるなど心配事も多々ありますが、無事開催され
ていることを願います。（担当：吉田）

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

⑰懸賞（間違い探し）当選結果
前回の懸賞クイズ答えは『②３カ所』でした。応募総数１３名の内、正解者は７名でした。６月１２日（木）
開催の広報委員会において抽選の結果、湯淺隆太郎さん（㈱大下総合笠懸支店）、藤生幸夫さん（志
なの屋）が『お米５㌔』を当選されました。おめでとうございます。

⑱懸賞

♪問題♪ さて今回は、数学の問題です。良～く考えてお答え下さい。

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： (-。-)y-゜゜゜）

右下の図の正方形ＡＢＣＤにおいて、ＢＥ：ＥＣ=1：2，ＦＧ//ＢＣである。
次の問い①②とも答えて下さい。 ＊２問正解の場合のみ有効
Ａ

Ｄ

①ＢＦ：ＦＤを最も簡単な整数の比で
①求めて下さい。

携帯からの
応募はこちら

②△ＢＥＦと△ＤＦＧの面積比を最も
②簡単な整数の比で求めて下さい。

F

Ｂ

Ｇ

Ｅ

Ｃ

【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８月２５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

①答 え

紙
①

②

②事業所名
③氏 名
④住所連絡先
⑤アンケート（任意） （

（１事業所１回限り、複数での応募は無効となります）
（

）

）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

