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平成１９年６月発行の創刊号から約７年・・・おかげ様で『あきない通信』も第３０
号を迎える事が出来ましたm(_ _)m そこで今回も“特別記念号”として、皆さん
が簡単に応募できる懸賞を考えました。賞品は・・・東京ディズニーリゾートペア
パスポートを２名の方にプレゼントします。 ★パーク指定なし（東京
ディズニーランド／東京ディズニーシーのどちらかを来園当日に選べ
ます） 日にち指定がないので、ご都合に合わせて入園できます。賞
品総額は特別号なので通常の４倍！！最終ページに懸賞がありま
す。皆さん奮って応募して下さい。
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ハイライト:

夏まつり放映
みどり市夏まつりが群馬
テレビで放映されまし
た。本放送 9/13（土）
19：00～20：15 再放
送 9/30（火）15：30～
16：45

ついに３０号を発行(≧∇≦)/

①第２１回笠懸まつりが開催されました
8月23日（土）笠懸グラウンドにおいて、毎年恒例の「第21回笠懸まつり」が開
催されました。当日は夕方から雨マークのついた天気予報でしたが、天候にも
恵まれ無事終了する事ができました。ステージ上では青年部の○×クイズ大会
に始まり、いずみ太鼓、ポスターコンクール表彰式、子ども（ダンス）八木節、よ
しもとお笑いライブ、笠懸音頭、八木節、笠懸太鼓等の催し物や、青年部氷み
こしを先頭とした踊りパレードやバイクみこし、大道芸とちんどんねり歩き等も行
われました。青年部の氷みこしは約700kgあり、30名以上の青年部員で「せい
や、せいや」の掛け声で担ぎました。他に商工会関係では女性部の踊りパレード
参加、商工会交流の場、商業・飲食部会の個別出店等、笠懸まつりが大いに
盛り上がりました。
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②笠懸まつり（青年部○×クイズ）
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
ナントSONYプレステ４！他には旅行券やNECタブレット、自転車券、東京
ディズニーリゾート親子チケット等でした。子供達の人気者 ○×マンもレッド
が再登場！ブラックは仕事で欠席（笑）更に今年は４キャラ“ぐんまちゃん・
わ鐡のわっしー・キノピー”そして青年部のマスコットガール“ゆりちゃん”も特
別出演して大いに盛り上げてくれました。プレステ４は青年部員も欲しい・・・

③会員交流ゴルフコンペを開催しました
7月3日（木）太田双葉カントリークラブにおいて
第17回会員交流ゴルフコンペを開催しました。
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。81名が参加した激戦の中
団体の部では、金属部会が見事優勝しました。
入賞された皆さん、おめでとうございます。

【団体の部】 優勝：金属部会 準優勝：建設部会
３位：青年部 ４位：サービス部会 ５位：飲食部会
６位：商業部会 ７位：繊維部会 ８位：女性部
【個人の部】 優勝：松原史剛 準優勝：安蔵則夫
３位：岩崎研司 女子優勝：村山ひさみ 準優勝：木
暮智江子 ３位：前原邦子
（敬称略）
左から
①金属部会（団体優勝） ②松原さん（個人優勝）
③村山さん（女子優勝）

④産学官連携による講演会を開催しました
7月17日（木）午後6時より桐生グランドホテルにおいて、金属部会を中心に産
学官連携による講演会を開催しました。講師には群馬大学大学院理工学府
電子情報部門 石川赴夫教授と群馬大学理工学部産学官推進戦略室 小
暮広行科学技術コーディネーターをお招きして①電気自動車・ハイブリット車②
群馬大学理工学部企業懇談会についてをテーマに講演していただきました。
総勢27名の参加により情報交換会も行われ、有意義な講演会となりました。

⑤こども魚つかみ取り大会を開催しました
7月20日（日）岡登三俣分水公園～グリーントピア～で、毎年恒例の青年部『こども魚つかみ取り大会』が
おこなわれました。今回も、みどり市内の子供たちの他に市外からの参加が多数あり約200人の参加があ
りました。当日は薄曇りで、気温も丁度いいのか魚が普段よ
りも元気だったため、子供が魚を取るのに悪戦苦闘してい
ました。毎年、楽しみにしている方も多いイベントなので、こ
れからも子供たちに楽しい思い出を作ってあげられればと
おもいます。（担当：岩崎）
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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、年末の資金需要を控え、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２６年１１月２０日（木） 午前１０時から午後３時まで（昼休みを除く）
場 所 笠懸町商工会館
予 約 事前予約が必要です。
書 類 「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。

⑦利子補給・中退金補助のお知らせ
平成２６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２７年１月８日（木）～１４日（水） ０９：００～１７：００ ４日間（土日祝除く）
利子補給の概略：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２６年１月１日～平
成２６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：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２３年２月１日～平成２６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。ただし予
算の範囲内で交付する。 ＊１２月各事業所宛てに詳細通知を郵送しますので必ず確認して下さい。

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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⑧みどり市笠懸地区産業祭が開催されます
第8回みどり市笠懸地区産業祭が11月9日（日）に開催されます。内容は今後の会議において決定しま
すが、会員事業所の販売や女性部による甘酒無料配布、商業部会による福袋販売、建設部会による
包丁研ぎ、サービス部会によるバナナつかみ取り、繊維部会による繊維製品プレゼントコーナーも行われ
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。

⑨会員交流ボーリング大会を開催します
11月27日（木）午後6時より上毛ゴールドレーンにおいて毎年恒例の会員交流ボーリング大
会を開催します。詳細は同封させた別途開催通知をご覧下さい。部会対抗もあり、今回の懸
賞クイズの答えにも関わってきます。会員の皆さん、第４位を目指して(?_?)ご参加下さい。

⑩東京漫歩（連載コラム）
東京駅を出発して南へ向って初めての駅有楽町。有楽町と言えば、昔は若者達の
メッカで日劇とか西銀座デパートとかｅｔｃ。銀座四丁目にも最も近いので、夜ともなる
と賑やかさは到底筆舌につくし難いものでした。又、日比谷公園を経て、皇居前広場を散歩するなど、い
ろいろ楽しめる場所が有ります。歌にも成っている数寄屋橋も、今は川はなく、記念碑が寂しく建って居る
のも一見かなと思います。晴海通りを築地方面に向うと歌舞伎座等
も有るし、昭和通り角には群馬県のアンテナショップ“ぐんまちゃん家”
も有るので寄って見て下さいネ。（筆者：怪鳥）

⑪群馬労働局より最低賃金のお知らせ
～群馬県最低賃金が改正されました～
必ずチェック最低賃金 使用者も 労働者も

群馬県最低賃金は
時間額 ７２１円
平成２６年１０月５日より改正

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。

詳しくは、群馬県労働局労働基準部賃金室（電話：027-210-5005）
又は群馬県内の労働基準監督署へお問い合わせください。
群馬労働局URL：http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

秋号
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⑫今年も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26年11月23日（祝） 午前9時より販売 ＊午前8時30分より整理券を配布
＊整理券は正午を過ぎると無効となります。
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）
（昨年の様子 午前８時４０分頃）
使用期限：平成26年11月23日（祝）～平成27年1月31日（土）
笠懸地区では、７３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新規会員事業所のご紹介
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。

箕輪塗装
住所：〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美2125-5
電話番号：090-2218-7437
営業時間：08：00～
定休日：日曜日（電話はいつでも可）
事業内容：戸建住宅・アパート・店舗等の内外塗装工事。
セールスポイント：どんな工事でも丁寧にさせていただきますのでお任せ
下さい！（取材：今泉）

大竹高圧洗浄サービス
住所：〒379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿2571-15
電話番号：090-7803-6492 FAX：0277-76-0103
営業時間：08：00～18：00 定休日：日曜日
事業内容：各種排水管高圧洗浄、詰り除去、管内ＴＶカメラ調査、ソーラーパネル洗浄、壁面洗浄 セー
ルスポイント：詰りの場合、夜間休日も受け付け
対応、ＴＶカメラによる管内調査、ＳＤカードに動
画や静止画を記録でき、滑落・破損・たるみ・腐
食・異物の有無といった管内の状態を視覚的に
把握でき、お見積りや洗浄効果の確認も出来ま
す。（取材：吉田）
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⑭編集員コーナー
ITSって知っていますか？
万能細胞ですか？違います。それは、“iPS”で
す。人口多能性幹細胞のことだそうです。ほとん
どの方が人口細胞には縁がないと思います。私
も生物は高校で卒業したのでよく分かりません。し
かし、ITSにも縁がないという方はいらっしゃらない
と思いますので、今回は“ITS”、つまり“Intelligent
Transport Systems”（高度道路交通システム）
について、簡単にご説明したいと思います。
みなさんの普段乗る自動車には、カーナビは
ついていますか？行きたい場所を登
録すれば、映像と音声にて目的地ま
での経路や所要時間を教えてくれる
便利な機械です。10年以上前の
カーナビの黎明期では、何十万円も
かけて車に取り付けたり、地図データ
が古くなってしまって新しい道路を通
ると無人の荒野を自分の車が走っているような画
像になったりしたものです。物持ちのいい方の中
にはまだ当時のカーナビを現役で使用している場
合もあるでしょうが、現在のカーナビは地図データ
の更新をインターネット経由で行ったり、スマート
ホンをその代用として使用したりと大きく進歩して
います。
そこで、今のカーナビの用語の中に“VICS”とい
うものがあります。“Vehicle Information and
Communication System ”（道路交通情報通信
システム）を略したものです。よく見てみればどこ
かに書いてあると思います。これは、リアルタイム
にてカーナビ上に交通規制や渋滞情報を表示で
きるというシステムで、何気なく使われていると思
いますが実はすごく大がかりな仕組みでできてい
ます。まず、交通規制は道路の監督者である警
察がその情報をVICSのセンターへと送ります。他
にも高速道路会社経由ももちろんあります。
次に渋滞情報ですが、これはだれか道路関係
の人が渋滞しそうな時間帯に見回りしているわけ
でも、ヘリコプターで空から見ているわけでもあり
ません。ここで使われる情報は「光ビーコン」や

「電波ビーコン」と呼ばれるセンサーで収集されま
す。国道などの主要道の交差点付近や、高速道
路上などで、「なんだかオービスみたいだけど何
か小さいぞ。」という機械を見たことがあると思い
ます。中には別のセンサーもありますが、その何
かよく分からないのが渋滞を検知するセンサーで
す。その付近の車の流れと台数から渋滞を推測
するという手法です。ラジオの渋滞情報で名前の
あがる交差点の付近には多分あるはずですの
で、追突しない程度に探してみてください。そして
ここで集められた情報は、あの有名
な「道路交通情報センター」に送ら
れ、処理・編集されます。それから、
VICSセンターへと送られ、他の交通
情報と総合した道路交通情報として
カーナビに反映されます。
これだけでも、十分にすごいシステ
ムなのですが、VICSにはもう一つの役割がありま
す。お気づきの方もいると思いますが、VICSは情
報受信システムではありません。コミュニケーショ
ンシステム、つまり相互通信を前提としています。
道路情報を得るばかりでなく、こちらの情報を与
えることもできます。当然むやみやたらに当該車
の走行を監視したりするものではなく、匿名の情
報を統計的に処理しているそうですが、その気に
なればどの車がどこを走っているか位の事は知る
ことができるようです。実際に、2011年の震災時
は被害の激しかった地区付近の道路網が寸断さ
れたため、どの道を通れば目的地にたどり着ける
のかわからなくなりました。当然、渋滞用のセン
サーも主要道にしかないですし、それ自体も機能
不全の地区もあったと思います。
そこで活躍したのがVICSでした。VICS搭載車
が通った道路のデータを収集し、走行履歴のあ
る道路かどうかで、通行可能な道路と不可能な
道路を選別し、その情報を発信しました。この情
報は、各行政機関はもちろん一般にも公開され、
大変な成果をあげたそうです。 （次ページへ）
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⑭編集員コーナー（続き）
今回、例としてご紹介したVICSも、その周辺シ
ステムである各種センサーも、高速道路のETC
も、通 称 ネ ズ ミ 取 り こ と オ ー ビ ス 等 も す べ て、
“ITS”に含まれます。自動車で公道を走る限り
は、必ず何かしら関わっているはずです。その構
想は何十年も前から始まり、高速通信を可能とし
た現在、加速的に進化・普及しています。最近話
題になった自動運転できる自動車も、日本は
ずっと前から研究しており、運転補助装置は市販
段階まできました。あの、追突しそうになると勝手
にとまるアレです。今後は、情報を発信するセン

サーだらけの道路（スマー
トウェイとも言う）や、自動
車相互の通信による接触
事故の防止など、段階的
に自動運転を目指した進化が続くと思われます。
つまりITSとは、渋滞や事故のない交通社会の実
現を目指した技術革新です。いつの日か、車に
のったら、行き先だけ喋ってあとは寝ていても目
的地に着く時代がくるかもしれません。知らないう
ちにすごい技術がうまれて、実用化されているん
だなあというお話でした。（担当：大澤）

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

ぐんまちゃんと○×マンは
大の仲良し～ ヽ(*´∀｀)ノ

⑮懸賞（数学）当選結果
前回の懸賞クイズの答えは『①１：３ ②４：２７』でした。応募総数9名の内、正解者は6名でした。某高等
学校入学試験問題の数学でしたが、かなり難しかったですよね～ 9月18日（木）開催の広報委員会に
おいて抽選の結果、山口貴美恵さん（そば八）、久保田朝夫さん（久保田スレート㈱）が当選されました。
賞品はお茶ペットボトル500ml 24本（1ケース）です。おめでとうございます。

⑯懸賞
前回の懸賞は問題が難しかったので、今回は簡単（運だめし!?）にしました☆
正解者の中から抽選で２名に東京ディズニーリゾートペアパスポートをプレゼントします。パスポート種類の
欄に枚数（２枚選択）を入れて下さい。

■■■ 問 題 ■■■
今年も１１月２７日（木）に会員交流ボーリング大会が行われる予定ですが、
第４位の部会が属するグループは“Ａグループ”“Ｂグルーブ”どちらでしょうか？ 応募用紙【秋号】の
グループを○で囲んで応募して下さい。今回は１／２の確立で、運だめし問題かも!?
①Ａグループ：商業部会、建設部会、繊維部会、青年部
②Ｂグループ：飲食部会、金属部会、サービス部会、女性部

【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１１月２１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①～⑤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★ 必ずパスポート種類を記入して下さい。

応

募

用

①答 え

紙

【秋号】

①Ａグループ

②Ｂグループ

＊どちらかのグループを○で囲んで下さい

②事業所名
③氏 名

（１事業所１名限り 複数での応募は無効）

④住所連絡先

（

⑤パスポート種類

●大人（１８才以上）

枚 ●中人（中学・高校生）

）
枚 ●小人（幼児・小学生）

枚 ※２枚選択可

