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①第９回みどり市笠懸地区産業祭開催
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１１月８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
９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『ミニ焼きそ
ばプレゼント（商工会）』、『甘酒無料配布（女性部）』、『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）』、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、朝から雨が降り出して
雨模様の産業祭となりました。

５
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ハイライト:

群馬県最低賃金
平成２７年１０月８日～
（特定最低賃金は平成
２７年１２月２６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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②会員交流ゴルフコンペを開催しました
１０月６日（火）太田双葉カントリークラブにおい
て第１８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。６
８名が参加した激戦の中、団
体の部では建設部会が見事
優勝しました。入賞した皆さ
ん、おめでとうございます。

（優勝した建設部会）

【団体の部】 優勝：建設部会 準優勝：サービス部会 ３位：商業部会 ４
位：青年部 ５位：金属部会 ６位：繊維部会 ７位：飲食部会 ８位：女性部
【個人の部】 優勝：永井正之 準優勝：木村竹夫 ３位：新井理治 各ベス
グロ：永井正之（天王） 藤生一男（御所） 長竹敏次（愛宕） （敬称略）
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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２６日（木）午後６時３０分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６０名で１５レー
ンを使用、石埜副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。
ボーリング大会結果報告
☆団体の部☆ 優勝：青年部 準優勝：サービス部会 第３位：金属部会 第４位：建
設部会 第５位：商業部会 第６位：女性部 第７位：繊維部会 第８位：飲食部会
（優勝した青年部）

☆個人の部☆ 優勝：萩原和也 準優勝：丹羽孝明 第３位：須永祐司 （敬称略）

④飲食部会施設慰問を開催しました
飲食部会では地域貢献活動として、１０月１９日（月）午前１０時
より障害者支援施設はーとふるチハヤを訪れて、入所者に昼食を
提供する慰問活動を行いました。用意した昼食は、入所者と職員
分を含めて８５人分となりました。この
活動は今年で３回目となりますが、
慰問当日には７名の部会員が腕を
振るい各店の自慢料理を提供しまし
た。今回のメニューは、ハンバーグ・
エビフライ・ポテトサラダ・うどん・海苔
巻き・いなり寿司等でした。飲食部会の皆さん、お疲れ様でした。
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⑤池の平湿原バスハイクを開催しました
９月２７日（日）午前７時００分、みどり市役所笠懸庁舎駐車場
に４２名が集合し、池の平湿原（長野県）バスハイクを開催しまし
た。大型バス１台を利用して、甘楽ＰＡで休憩をした後、予定通り
の午前９時３０分に池の平駐車場に到着しました。コースは池の
平湿原を歩く①周回コースと、標高２１１０ｍの雲上の丘広場まで
登る②トレッキングコースに別れてハ
イキングを楽しみました。約２時間の
ハイキングを終了して、バスは湯の丸
高原ホテルへ・・・。食事をした後、入浴と休憩をしてハイキングの疲れを
癒しました。帰り掛けに道の駅でお土産をたくさん買い込み？予定より少し
遅れた午後５時１５分、笠懸庁舎駐車場へ無事到着しました。

⑥役職員研修旅行を開催しました
１２月５日（土）～６日（日）にかけて、茨城県ひたちなか市へ
１泊２日の役職員研修旅行へ行ってきました。研修先は明利
酒 類（酒 蔵）、酒 列 磯 前 神
社、めんたいパーク大洗、筑
波宇宙センター（ＪＡＸＡ）でし
た。筑波宇宙センターではＴＢ
Ｓの“下町ロケット”のロケ地にもなった場所で、大変賑わっていまし
た。余談ですが、ドラマに出てくる“佃製作所”と“帝国重工”も社名
は違いますが、つくば市にあるそうです。夜の宴会では、今が旬のア
ンコウ鍋を囲みながら盛り上がり？有意義な研修旅行となりました。

⑦金属部会主催勉強会
金属部会では、部会員から要望がありました勉強会を１２月１日（火）午後７時より商工会研修室で
開催しました。テーマは「事業承継、相続及び税制改正等について」で１４名の出席者は現経営者や
若手の後継者等さまざまでしたが、時折りメモを取るなど熱心に聞き入っていました。
相続税については、基礎控除が今までの控除額より６割に減額されたので、１００人中４人が納税し
ていましたが、今の制度になり７人に増えました。事業承継については、
株式会社の自社株の評価は、売上げの規模に応じて５種類（大会社、
中会社（大・中・小）、小会社）に分けられ、それぞれ規模別の評価方
式があります。また2015年から改正された事業承継における相続・贈
与税の納税猶予制度についても講習でき、参加者の皆さんにとっては、
今後の経営に大変役に立つ内容でした。
まとめとして事業承継、相続は早めに準備するに越したことはなく、例
えば１０年程度前から準備したほうが良いとのことでした。
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⑧利子補給・中退金補助のお知らせ
平成２７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２８年１月８日（金）・１２日(火)～１４日（木） ４日間（土日祝除く）
午前９：００～１１：３０ 午後１：００～４：３０
【申請手数料】 （利子補給）会員：1,080円（1事業所） 会員外：3,240円×（融資口数）
（中退金）会員：1,080円（1事業所） 会員外：2,160円（1事業所）
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２７年１月１日～平成２７
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２４
年２月１日～平成２７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。

⑨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）７３７円 特定最低賃金【製鋼・鉄素形材製造業最低賃金】８４
１円 【一般機械器具製造業最低賃金】８３０円 【電気機械器具製造業最低賃金】８２９
円 【輸送用機械器具製造業最低賃金】８３０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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⑩消費税転嫁対策講演会を開催しました
１０月２２日（木）午後６時３０分から、㈱ヒューマンリソースみらい 代表取締役 荒木 秀先生をお
招きして消費税転嫁対策講演会を行いました。毎年行っている講演会ですが、２６名の参加者があり
ました。テーマは「増税に備えた人材確保・会社内部の実務強化セミナー」 として、増税にも負けない
人材確保を採用と定着で成功するために、①人材確保するため
のポイント（コンプライアンス・従業員満足度・顧客満足度・採用し
たい人を絞り込む・面接の工夫・雇用契約等）、②定着しない理
由、③人材教育の重要性、④マイナンバー制度の概要と実務内
容（マイナンバー制度で発生する業務）や留意点等を研修するこ
とができて、優秀な人材確保が図れて、増税にも負けない会社
内部の強化ができる大変勉強になる講演会でした。

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。

上州観光サービス㈱
住所：群馬県桐生市広沢町3丁目3984-1
電話番号：0277-54-0054
FAX：0277-54-5767
営業時間：08：30～17：30
定休日：日曜・祝日
事業内容：旅行業
セールスポイント：
安全。。。そして個性。。。楽しい旅作りをお約束します。関
連会社の永井運輸㈱観光部：上州観光バスは平成27年9
月15日「貸切バス事業者安全性評価認定事業者」三つ星として
認定された安全安心輸送を専門とする会社です。（取材：今泉）
広報委員会よりお知

ＨＡＩＲ ＣＵＴＳ ＴＡＮＡＫＡ
住所：群馬県みどり市笠懸町阿左美3682-2
電話番号：090-6470-2929
営業時間：平日 09：00～20：00 土日祝 08：00～19：00
定休日：毎週水曜日 第2•4木曜日
料金表：シェーブ
1000円
カット＋シャンプー
2000円
カット＋シャンプー＋シェーブ 2500円
（取材：岩崎）

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２８年１月２０日（水）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発
送されます。よろしくお願いします。
日 時：平成２８年１月２２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第２回アンケートの結果について
平成２６年６月に商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成５年法律第
５１号。以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正しました。本改正は、小規模事業者の事業
の持続的発展を支援するため、商工会及び商工会議所が、小規模事業者による事業計画の作成及び
その着実な実施を支援することや、地域活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促進する
ため、商工会及び商工会議所が作成する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、新たな事業
の分野の開拓、その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものについての計画を、経済産業
大臣が認定する仕組みを導入しました。
笠懸町商工会では、小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画の認定に向けて８月と１０月に
アンケートを行いました。１回目のアンケート結果は全会員さんへご案内済ですので、２回目のアンケート
結果を抜粋してお知らせします。短期間の回答期限ではありましたが、５１名の会員さんよりご回答を戴
きました。ありがとうございました。
●笠懸町は住みやすい町だと思いますか？
大変暮らしやすい（９人）まあまあ暮らしやすい（１８人）普通（１６人）あまり暮らしやすくない（２人）暮らし
にくい（１人）無回答（５人）
●将来住みたいと思う市町村はどちらですか？
笠懸町（３５人）みどり市（１人）桐生市（３人）太田市（４人）伊勢崎市（４人）その他（２人）無回答（２人）
●笠懸町は賑わっていると思いますか？
大変賑わっている（０人）まあまあ賑わっている（１０人）普通（２３人）あまり賑わっていない（１５人）賑
わっていない（２人）無回答（１人）
●笠懸町に欲しいと思う施設、足らないと思っている施設は何ですか？
公園（７人）商業施設（７人）映画館（３人）小学校（２人）下水道（２人）施設はいらない（４人）
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第２回アンケートの結果について（続き）
●笠懸町の良いところを教えてください。
道路・鉄道等交通体系が良い（５人）自然災害が少ない（３人）自然がたくさん残っている（２人）若い人
が多い、世帯人口が若い（２人）
●笠懸町に拠点をおいて事業活動を行うメリットを教えてください。
交通の便が良い（１５人）何代も前から商売、ここで生まれ長年の実績がある（８人）商工会がしっかりし
ている、商工会活動が身近である（２人）
●毎年実施しているイベントで良いと思うものを教えてください。
笠懸まつり（１９人）産業祭（３人）ひまわりまつり（３人）魚つかみどり（２人）

⑮編集員コーナー
こんにちは。広報委員の吉田です。早いもので
今年もあとわずかになってきました。そして、年が
明けた1月4日。何の日かご存知でしょうか？そう
です、プロレスの日です。ここ数年、人気回復が
話題を集めているプロレ
ス。現在では様々なプロ
レス団体が存在します
が、特に新日本プロレス
が毎年行っている1.4東
京ドーム大会興行は年
初めの行事として定着しつつあります。
プロレスラーと言えば、古くは力道山、ジャイア
ント馬場、アントニオ猪木などがいました。プロレス
は全然知らなくても名前だけは聞いたことがある
のではないでしょうか。近年では、現IWGPヘビー
級王者でありレインメーカーの異名を持つオカダ
カズチカ、100年に1人の逸材と呼ばれる棚橋弘
至、体をくねくねさせて“たぎる”中邑真輔。そし
て、最近はバラエティ番組でもよく見かけるこの
二人。強面でありながらスイーツ大好き真壁刀義
とハスキーボイスの本間朋晃。本間はテレビ番組
で歌手の華原朋美に告白したことでも話題になり
ましたね。他にも、空中殺法が
得意な選手や反則行為ギリギ
リの攻撃を仕掛けてくる選手な
ど紹介したい選手は沢山いる
のですがそれは次回ということ
で…。ただ、この選手の名前だ

けは知っておいてもらいたい。
助っ人外国人のAJスタイルズ。
まさに天才の名がふさわしく、試
合展開、パフォーマンス、繰り出
す技全てが天才的で観ていてワ
クワクさせてくれる選手です。それから余談です
が、自由民主党の馳浩文部科学大臣もかつて
は名を馳せたプロレスラーだったんですよ。黄色
いコスチューム姿が懐かしい…。
そんなプロレスですが、近年は普通の攻撃では
満足できず、あまりにも危険すぎる技が出された
りします。記憶の新しいところでは、2009年にプロ
レスリングノアの当時社長だった故三沢光晴が
バックドロップを受けそこなって他界されました。
プロレス界にとどまらず、日本中に衝撃が走った
事故でした。プロレス低迷期ということもあって、
怪我をしていても休むことができず、身体を酷使
し過ぎた結果だと思います。かつ
ては二代目タイガーマスクとして
活躍し、全日本プロレス時代に
は四天王とも呼ばれ、ファンも多
かっただけになんとも悲しい事故
でした。
少しでもプロレスに興味を持ってもらえたなら、
百聞は一見にしかずです。会場に行って、棚橋
の試合後の決まり文句「愛してま～す」を一緒に
叫びましょう！！（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

⑯懸賞（図形）当選結果
前回の懸賞クイズの答えは『①２４１㎠ ②回答省略（知りたい方は事務局へお問い合わせ下さい）』で
した。応募総数１３名の内、正解者は１１名でした。１２月７日（月）開催の広報委員会において抽選の結
果、亀山征子さん（行政書士 亀山征子事務所）、藤生幸夫さん（志なの屋）が当選されました。賞品は
『ＱＵＯカード３，０００円分』です。おめでとうございます。

⑰懸

賞

今回の問題は、プレミアム付商品券の問題です。
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～
みなさん今年の「はっぴぃ商品券」はお持ちですか？使用期限は平成２８年１月３１日までとなって
いますので、まだ使っていないという方は、忘れずに使い切るようにしてください。使用可能な店舗は
発売当初よりも増えていますので、みどり市ホームページ等でご確認ください。
そこで今回は、はっぴぃ商品券に関わるクイズです。
今年発売のプレミアム付き商品券は、「地方創生はっぴぃ商品券」
として合計２１，０００セット販売されました。では、昨年の平成２６年１
１月２３日にみどり市内の３商工会で販売された「はっぴぃ商品券」
は、合計何セットだったでしょうか？（担当：大澤）
①２，０００セット

②４，０００セット

③６，０００セット

【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２８年２月１９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

