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１１月９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８
回みどり市笠懸地区産業祭が行われました。商工会関係では『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）』、その他は商業・飲食・サービス・繊維部
会の各事業所が出店販売を行いました。ＪＡにった
みどり関係では『農作物品評会』、『そば打ち実演試
食会』、『おもちプレゼント』、『農産物等の販売』が行
われ、雨模様の産業祭となりました。

６
６
８

ハイライト:

群馬県最低賃金
平成２６年１０月５日～
（特定最低賃金は平成
２６年１２月２７日～）改
正になりました。必ず最
低賃金を守るようにしま
しょう。
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①第８回みどり市笠懸地区産業祭開催

ボーリング大会

役職員研修

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“はっぴい商品券”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、
整理券配布を午前８時３０分から始めましたが、午前８時４５分頃には９００
セット分の整理券配布が終了してしまい、並んでも買えなかった人もいまし
た。商品券の販売回数を重ねる毎に、整理券の配布終了時間が年々早ま
り・・・プレミアム付き商品券の人気ぶりが伺えるのではないでしょうかヽ(^o^)丿
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③会員交流ボーリング大会を開催しました
１１月２７日（木）午後６時から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“を行いました。参加者６６名で１７レーン
を使用、青山会長の始球式から始まり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）で優勝を目指して競い合いました。ゲーム
終了後の午後８時から桐生グランドホテルにおいて表彰式を行い、健
康の増進ならびに会員交流が図れました。交流企画委員の皆様にお
かれましては、受付や表彰式など大変お世話になりました。３年間あり
がとうございました。<m(__)m>
ボーリング大会結果報告

（優勝した商業部会の皆さん）

☆団体の部☆ 優勝：商業部会 準優勝：サービス部会 第３位：飲食部会 第４位：
建設部会 第５位：繊維部会 第６位：青年部 第７位：金属部会 第８位：女性部
☆個人の部☆ 優勝：田村幸子 準優勝：岩﨑毅人 第３位：荻原祐司 （敬称略）

冬号
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④野反湖バスハイクを開催しました
９月２８日（日）午前５時５０分、みどり市役所笠懸庁舎駐車場に６４名
が集合し、野反湖（中之条町）バスハイクを開催しました。大型バス２
台を利用して、道の駅八ッ場ダムで休憩をした後、２時間ハイキング
を楽しみました。標高１，５００ｍもある野反湖では、歩き出す前は肌
寒く感じましたが、バスに到着する頃には、半袖でも十分なくらい良い
汗をかくことが出来ました。予定どおりハイキングを終了してバスは草
津温泉ホテル一井へ・・・。食事をした後、入浴と休憩、さらに元気（好
奇心？）のある方は湯畑散策まで草津温泉を満喫しました。帰り掛け
に浅間酒造で日本酒の試飲とお土産を買い込んで予定より少し遅れ
た午後６時１０分、笠懸庁舎駐車場へ無事到着しました。

⑤役職員研修を開催しました
１０月１２日（日）～１３日（祝）にかけて、役職員合わせて１９
名が参加のもと、１泊２日で岩手県盛岡市まで役職員研修
に行ってきました。研修先は、旧伊達邸・鐘景閣、国宝中尊
寺金色堂、松島湾、松島魚市場（買い物）でした。宿泊先
は、ホテル紫苑（つなぎ温泉）に泊まり、充実した役職員研
修となりました。今回の研修旅行で、特に印
象に残ったところは・・・盛岡市は遠かった～
～～の一言に尽きます(＠_＠;)充実したバス
旅行となりました。

⑥群馬県の最低賃金が改定されました
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（１時間）７２１円 特定最低賃金【製鋼・鉄素形材製造業最低賃金】
８２８円 【一般機械器具製造業最低賃金】８１７円 【電気機械器具製造業最低賃
金】８１５円 【輸送用機械器具製造業最低賃金】８１７円

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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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。＊再掲載

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。 ＊今回の封筒の
中に詳細通知が入ってます。必ずご確認するようにお願いします。

⑧金属部会主催ウォーキング講座開催のお知らせ

（平成１９年に開催した集合写真）

講師にデューク更家公認ウォーキングスタイリスト、築カレン氏をお迎
えし、体も心も美しくなれる、デュークズウォークを講習していただきま
す。平成１９年度に女性部でも開催しましたが、大好評でした。日時・
場所等は下記の通りです。
日 時／平成２７年２月２４日（火）
受付：午後５時３０分 講習：午後６時００分～午後７時００分
場 所／桐生大学グリーンアリーナ（みどり市民体育館）
参加費／無 料
定 員／先着１００名まで
問い合わせ／笠懸町商工会（ＴＥＬ76-2507 担当：松嶋）

⑨東京漫歩（連載コラム）
今回は新橋です。普段余り聞かないし、降りない駅ですが、昔は非常に利
用者が多く、特にメッキ工場などが多く、作業服姿の人々が多く見られまし
た。花街も盛んで新橋芸者が大人気でした。(今でも柳橋には多数残ってい
ますよ)最近ではガード下の居酒屋が混んでいます。サラリーマンが会社帰
り一寸いっぱいよろしく寄って居る様子が多く見られます。若い人達が多い
ですよ！値段もリーズナブルで有るのが魅力です。あなたもどーぞ。（筆者：怪鳥）

冬号
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⑩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。

アームスタッフ㈱
住所：群馬県みどり市笠懸町阿左美1071-25
（１２月事務所完成予定）
電話番号：0277-77-1811
ＦＡＸ：0277-32-3371
営業時間・定休日：不定
事業内容：冠婚葬祭・各種式典・イベントの司会・
アシスタント
セールスポイント：今年の6月6日に設立したばかり
の会社です。女性だけの会社ですので、研修で
は、接遇・話し方だけでなく、ウォーキング・メイクの
研修等も行っており、女性としての品格の向上にも
努めています。代表取締役は、司会業を２０年もされており、現在では、某大手都市銀行の行員講
師も務めるなど、スタッフ全員が本格的な言葉遣いや立ち振る舞いができるよう努めています。現
在、一緒に働いていただける方を募集中です。子育て中の主婦の方や現役を退いた女性の方々もぜ
ひお問い合わせください。（取材：今泉）

織

臣（おりじん）

住所：群馬県みどり市笠懸町久宮46-5
電話番号：080-1023-8943
営業時間：11：30～14：30/18：30～23：00（21：30）
定休日：火曜/月末連休
Facebook：https://ja-jp.facebook.com/origin.com.2013
LINE ID：origin2013(小文字のorigin)
事業内容：主にもんじ、お好み焼きを提供しております。昼
は定食のワンコインランチも営業中！
夜はアルコールをキンキンに冷えた
ジョッキで提供しております。土日の
昼間は子供もんじを行っており50円
から召し上げれます。お得な情報は、
FacebookやLINEを通じて展開してお
ります。お気軽にご連絡ください。ま
た、狭いお店ですのでご予約いただけ
ると嬉しいです。（取材：吉田）

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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⑪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２７年１月２０日（火）となります。お忘れずに！

⑫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発送
されます。よろしくお願いします。
日 時：平成２７年１月２３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

⑬会員増強運動実施中！
商工会では、年々廃業や移転により会員事業所が減少しております。そこで今年
度は全国の商工会が一斉に会員増強運動を実施しています。笠懸町内で商工
会に加入されてない事業所がありましたら、ぜひ事務局までご紹介下さい。ご紹
介された事業所の内、商工会に加入した場合には、ほんの僅かですが御礼もあり
ます。詳しい加入説明は事務局が伺います。ご連絡をお待ちしております。

⑭編集員コーナー
こんにちは、編集委員の新井です。暮れも押し
迫った底冷えの日が続く中、皆さんどうお過ごし
ですか。今回の編集員コーナーでは『青年部員
による、青年部員のための、浅～く簡単に分かる
福岡、博多史』を綴ります。
なぜこのテーマになったかというと、来年２月に
青年部による博多1泊2日弾丸旅行が決行され
るからです。青年部員の方は旅行前の予習とし
て軽く読んでいただけると旅行がより楽し
めると思います。また、青年部以外の商
工会員の方々も興味を持って読んでい
ただけると幸いです。
皆さんは福岡と博多の違いって分かり
ますか？現在の名称からいうと福岡市
博多区という行政上の区分けで博多と

いう名称がつかわれています。
「博多」の名称の由来は諸説ありますが、①鳥が
羽を伸ばしたような地形「羽形」から「博多」となっ
た。②内外船の「泊」まる「潟」がなまった「泊潟」
から「博多」となった。などがあり、古くから港町と
して栄えていたことが伺えます。
博多の街の歴史は古く、二千年以上前から多く
の商人が行きかい中国大陸との交易の場として
文化が栄えてきました。古い文献では、
759年の「続日本紀」にも「博多大津」と
いう名称が記されているほどです。ちな
みに歴史の教科書で有名な国宝「金印」
が出土したのも、博多湾に浮かぶ志賀
島からです。
（次ページに続く）

冬号
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編集員コーナー（続き）
では、福岡という名称が使われるようになったの
はいつからでしょうか？皆さんはNHKの大河ドラマ
「軍師官兵衛」を見ていますか？発刊の頃には
大団円を迎えていることでしょう。その黒田官兵
衛の息子、黒田長政によって名づけられた地名
が福岡です。1600年、関ヶ原の戦いにおいて徳
川家康の勝利に貢献した褒美として、長政には
博多を含む筑前国が与えられました。その長政
が入国から7年の歳月をかけ新しく建てた城は、
黒田家ゆかりの地である『備前国邑久郡福岡』の
名前を取り、福岡城と命名されました。その時か
ら城下町は福岡と呼ばれるようになり現在に至り
ます。つまり福岡という名称は今から約400年前
に誕生したのです。
ところが、もともと博多にいた商人や港の人達
は、いきなり「福岡」という地名に馴染めず、当時
は猛反発した
そうです。その
ため博多の町
と城下町であ
る福岡は、那
珂川、博多川
（那珂川の支
流）をはさみ、
東側を商人の町「博多」、西側を武士の町「福
岡」としたそうです。そして二つの町の中間点が
日本三大歓楽街の１つ、皆さんが大好きな中洲
となったのです。ちなみに、福岡城跡は舞鶴公園
として今も市民の憩いの場となっています。
それから時が流れて、明治維新後の1889年、
市制および町村制が公布されて、翌年４月から
福岡と博多は「福岡市」としてスタートしました。
この際も大論争が巻き起こったそうです。「福岡
市」派と「博多市」派に分かれた地元の人々は、
双方全く引かずに、最終的には大詰めの議会で
「博多市」派の議員4名が欠席（トイレに軟禁され
たという噂も）、13票対13票の同数に割れたとこ
ろで、旧福岡藩の武士だった議長が議長席を降

りて１議員として投票。もめにもめた結果、1票差
で福岡市になったそうです。
そして福岡市が発足したその年の暮れ、九州
初の鉄道が開通。この時の駅名を「博多駅」にす
る事で、「福岡市」派は「博多市」派をなだめたと
いうことらしいです。その後、「博多」の名称は行
政上から消失しましたが1972年に福岡市が政令
指定都市に昇格した際、冒頭で記した通り「博多
区」として名称を復活させたのです。
上記のような歴史的な経緯もあり、現在でも関東
以北では福岡市を博多市と勘違いしてしまうこと
が多いそうです。
福岡と博多の違い、なんとなく分かっていただ
けたでしょうか？2つの地域の名称からもその歴
史を知ることができますね。今回は福岡・博多の
歴史について、ごく一部しか紹介できませんでし
たが、歴史以外にも文化・伝統・味覚と魅力が
いっぱいの町なので、旅行前に皆さんも調べてみ
てはどうでしょうか？夜の会話も盛り上がります
よ。（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

⑮懸賞（ボーリング大会）当選結果
前回の懸賞クイズの答えは『①Ａグループ』でした。応募総数１８名の内、正解者は９名でした。１２月４日
（木）開催の広報委員会において抽選の結果、堀越一司さん（麺房ほりこし）、大澤英子さん（大沢商事
㈱）が当選されました。賞品は『東京ディズニーリゾートペアパスポート』おめでとうございます。

⑯懸

賞

今回の問題は、調べれば解る問題です。
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！何が当たるからはお楽しみに～

毎年、年末になると気になるのが、道路工事と消防車や救急車の多さで
す。そのうち消防車には、消防署の消防車に加えて地元有志のボランティ
アである消防団も一緒に出動することがあります。暮れの忙しい時期に仕
事の手を止めてまで出動していく地元の消防団をみかけたら是非応援して
ください。
そこで、今回のクイズは消防に関する問題です♪
次のうち、去年（平成25年）のみどり市における火災件数で正しいものはどれでしょう？ちなみに、
今年の11月30日までの笠懸町内の火災件数は16件です。あと、桐生消防本部の火災統計を見
ると正解がわかります。（担当：大澤）
①20件

②30件

③40件

【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２７年２月２０日（金）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事業所１名限り 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

