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①新年互礼会を開催しました
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第２２回みどり市岩宿
の里『カタクリさくら

まつり』が３月２５日
（土）～４月２日（日）

に開催されます。

１月２６日（木）午後６時３０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。
地元選出の国会議員や県議会議員など２４名
のご来賓を始め、本会各部会役員や総代の皆
様にご出席いただき、総勢８１名による新年互
礼会を盛況に開催することができました。冒頭
の挨拶で七沢会長は、今年１０月２９日に笠懸
野文化ホール・パルで『商工祭』を開催すること
新年互礼会で挨拶をする七沢会長
を初めて公の場で表明しました。また、第二次
商工会改革『ぐんま商工会２０２０』にも触れ、「群馬商工連では会員数２万人の
復活を目指し、各商工会に２０２０年までの数値
目標を設定しているが、本会では県連が示した
目標よりも更に高い目標を独自に掲げ、会員増
強に取り組みたい。」と年頭の抱負を述べられま
した。ご来賓のご祝辞とご紹介に続き、乾杯の
後は各々に新年の挨拶を交わし、親交を深め
ながら楽しいひと時を過ごしました。ご出席され
た皆様の、益々のご活躍とご多幸をご祈念申し
中澤副市長よりご祝辞を賜る
上げます。

②役職員研修旅行を実施しました
１２月１０日（土）～１１日（日）の２日間に掛けて、役職員計１７名が参加し研修
旅行が実施されました。１日目は茨城県立歴史館を見学し、水戸徳川家をはじ
めとする茨城の歴史を学び、夜は阿字ヶ浦の
「つるやホテル」に宿泊をして懇親を深めました。
２日目は「ヤマサ水産」と「大丸屋」で海産物や
干し芋などお土産を買い、笠間稲荷へ移動し昼
食後に参拝をしました。最後に映画やＴＶドラマ
になった『永遠の０』のロケにも使われた「筑波海
軍航空隊記念館」を見学し、太平洋戦争末期
の特攻隊員について様々なことを知り、改めて
「２度と悲惨な戦争を起こしてはならない」という
茨城県立歴史館の前で記念撮影
思いを胸に抱きながら帰路に着きました。
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③青年部がクリスマスイベントを実施しました
年末の恒例行事となりました青年部によるクリスマスイベントが実施されました。１２月２１日（水）・２２日
（木）の２日間に亘り、青年部員が手分けをして笠懸町内の保育園・幼稚園を訪問し、サンタクロースに
扮して園児達にプレゼントを配布しました。クリスマス会場ではサンタクロースからプレゼントを受け取った
園児や先生方、父兄など関係者の皆様も含め笑顔で溢れていました。

④利子補給・中退金補助受付状況
１月６日（金）～１２日（木）までの土日祝日を除く４日間、平成２８年分利子補給
及び中退金補助の申請を受け付けました。申請件数・金額は下記のとおりです。
【利子補給】１６４事業所・金額１７，５７３千円（昨年は１８０事業所・金額２０，１７５千円）
【中退金】１６事業所・金額５７８千円（昨年は２６事業所・金額６２１．５千円）
＊毎年１２月に全事業所へ案内を郵送しています。申請漏れのないよう郵送物には目を通して下さい。

⑤青年部が新年会を兼ねて親睦旅行を実施しました
青年部では新年会を兼ねた親睦旅行を、１月２１日（土）～２２日（日）の一
泊二日で実施しました。１日目は１７名の参加者を乗せたバスが午前７時に
商工会館を出発し、太田薮塚ＩＣから高速道路を乗り継ぎ、東名高速では雄
大な富士山を横目にしながら伊豆方面を目指しました。伊豆に入ると世界遺
産になった「韮山反射炉」や、天城越えの歌詞にもでてくる「浄蓮の滝」などを
見学しながら、宿泊地である熱川温泉に
向かいました。夜の懇親会は新年会も兼
ねていることもあって大いに盛り上がり、宴
会の後も部員間で親交を深めながら、思
い出の一夜を熱川で過ごしました。２日目
は午前９時にホテルを出発し、ＴＶドラマの
韮山反射炉で記念撮影
ロケ地にもなった「城ケ崎海岸」で、冬の海
の絶景を観賞し「橋立吊橋」を渡りながらスリルも味わうことができまし
た。その後は海産物などのお土産を買い求め、圏央道・関越道・北関
城ケ崎海岸で記念撮影
東道を経由して、予定通り午後６時に商工会館へ到着しました。
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⑥商工祭実行委員会が発足しました
商工祭については、本年１０月２９日（日）に笠懸野文化ホール周辺及び笠懸公民館にて開催される
旨を前号でお知らせしましたが、２月７日（火）に開催された理事会の決議を経て、２月２１日（火）に商
工祭実行委員会が正式に発足し、第１回総会が開催されました。本総会では商工祭開催要項（案）が
承認され、「衣・食・住の未来創造」をテーマに掲げ、商工祭を通じて商工業者と市民とが交流を図り、
地域の活性化と産業の発展に寄与することを目的に開催されることとなりました。併せて実行委員（案）
と部会組織図（案）についても、下記のとおり承認されましたのでお知らせいたします。
実行委員会監事
実行委員長 七沢博明

副委員長（総務・ステージ部会長） 石埜茂

高山勝次

須藤広志

副委員長（設営・イベント部会長） 西村順三

実行委員（総務・ステージ部会員）

実行委員（設営・イベント部会員）

新井博文

岩野博

藍原博

伊井俊明

板川多恵子

遠藤英夫

小川千恵子

近藤豊

大澤敏明

大塚隆

大橋利一

岡田陽子

霜村将志

須田英樹

小田部八重子

小内幸一

金井善司

金谷敏明

髙野靖子

武井篤

金子恵二

近藤隼人

柴田敦

正田恵一

田沼照子

藤生吉顕

津田隆志

萩原伸幸

樋口英哲

藤生新次

松原史剛

籾山順二

前原直之

松原茂雄

矢内万亀子

山口恵三

学校関係

幼児関係団体

みどり市商工課長

笠懸町交通安全会長

岩宿の里ふれあい市会長

桐生大学

笠懸太鼓

笠懸ちんどん倶楽部

関東開発㈱

群馬銀行笠懸支店長

足利銀行桐生市場支店長

桐生信用金庫久宮支店長

桐生信用金庫笠懸支店長

あかぎ信用組合笠懸支店長

なお、３月７日（火）に開催された第１回総務・ステージ部会に於いて、近藤豊さん、新井博文さんの
２名が副部会長に、翌８日（水）に開催された第１回設営・イベント部会に於いて、伊井俊明さん、萩原
伸幸さん、近藤隼人さんの３名が副部会長に、それぞれ選任されましたので付記いたします。

⑦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。
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相談下さい。
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⑧第二次商工会改革『ぐんま商工会２０２０』
昭和３５年に商工会法が施行され、５５年が経過いたしました。その間商工会は、経営改善普及事業
や地域振興事業を実施し、会員企業や地域住民・行政から一定の評価を得てきました。しかし、厳しい
経済状況が続く中、全国的に会員数の減少・組織率の低下が進んでいます。補助金に関しても、従来
より国・県から交付されてきた小規模事業指導費補助金が、平成５年から段階的に一般財源化され、
平成１５年度以降は市町村合併が進み、市町村からの補助金削減も余儀なくされ、財政面に於いても
厳しい時代が続いています。また、人員については県下商工会職員の設置基準が改められ、平成９年
に３３０人いた正規職員が、現在では２２０人まで削減されました。
こうした状況の中、群馬県の商工会では２０１０年度から２０１４年度までの間、会員支援体制の強化・
組織基盤の強化・指導環境整備の強化などを中心とした、第一次商工会改革が実行されました。その
結果、広域支援センターの設置・人事権の一元化・県補助金の一括交付など制度面の充実は図れたも
のの、数値目標を定めなかったため全県的な取り組みとはならず、一番の組織基盤である会員数・組織
率の低下を招いてしまいました。
第二次商工会改革「ぐんま商工会２０２０」は、第一次商工会改革の反省を踏まえて、２０１６年度から
２０２０年度の期間で数値目標を設定し、県下全商工会で小規模事業者の経営力向上の支援を強化し
ていく計画となっています。２０２０年度末までに会員数２万人の復活を目指すなど、数値目標は高めに
設定されておりますが、小規模企業振興基本法や群馬県小規模企業振興条例の制定など、国の法律
や県条例が整備され小規模企業に光が当たり、それを支援する商工会に改めて期待が寄せられている
今こそ、更なる改革を進める時であるとの見解が示されました。
なお、「ぐんま商工会２０２０」で重点的に取り組む、県下商工会全体の数値目標は下記のとおりです。
１．会
員
数：２０，０００人（２０２０年度末までに）
２．巡 回 企 業 数：全会員
（２０１６年度から）
３．未加入企業訪問：１，０００件 （２０１６年度から）
ちなみに、群馬県商工会連合会では、本会の２０１７年度会員数目標を７３７人に設定していますが、
本会としては更に高い７５０人を独自目標としましたので、会員の皆様にはご理解とご協力をお願い申し
上げます。

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雇用型訓練制度（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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⑨新規加入事業所のご紹介
最近、商工会に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を希望
される事業所は、事務局へご連絡をお願いします。なお、原稿スペースや広報委員の取材などの
都合により、記事の掲載が若干前後する場合がございますのでご了承ください。

㈱クリエイトフューチャー
所在地：群馬県伊勢崎市国定町１－３４－３
代表取締役：赤石真人
ＴＥＬ：０２７０－６１－９６９８
ＦＡＸ：０２７０－６１－９６０８
営業時間：９：００～１７：００（日曜定休）
事業内容：物流加工・袋詰め・箱入れ・シール
貼り・検査作業等、文房具・玩具・ノベルティー等を中心に取り扱っています。人の手でなくては出来
ない作業が市場にはたくさんありますが、簡単な作業を多く取り扱っているので、年齢・性別を問わ
ず様々な方が時間を有効に使い、自分のペースで作業をしています。自分が携わった商品が店舗
に陳列されているのを見かけるのが、作業をしている方の楽しみになっているようです。手作業でお
困りの方は是非ご相談ください。また、内職作業者も随時募集しておりますのでお気軽にご連絡くだ
さい。（取材：関口）

㈲クリーンアート
所在地：群馬県みどり市笠懸町鹿４１５６－２
ＴＥＬ：０２７７－４６－７０４４／ＦＡＸ：０２７７－３２－４８７７

日増しに暖かくなり春めいてきましたが、皆さんも春
を満喫されていることと拝察いたします。今回ご紹介
する新規事業所は、店舗や事務所などの定期清掃
を行っている㈲クリーンアートさんです。事業所を訪
問させていただくと、ダンディーなスーツ姿で社長の
藤田様が出迎えてくださり、こちらの質問にも詳細に分かりやすく回答していただきました。
事業内容は、大理石や御影石等の再研磨をはじめ、石材フロアのメンテナンスや滑り止め、カビ落
としなども行っているそうです。また、「プロのおそうじやさん」として一般家庭の床・硝子・お風呂・カー
ペットなどのメンテナンスも行っていただけるとのことです。ご家庭のお風呂のカビ落としや、キッチン
周りの油汚れの清掃、エアコンのクリーニングなど、大手
清掃会社よりもお安くお手頃価格で行っていただけるそう
です。詳しくはＨＰ【www.at-ml.jp/71450/会社案内/＃！】
をご覧ください。今年の２月１日に阿左美から現在の鹿へ
事業所を移転し、「新天地で心機一転やっていきます」と
社長の藤田様が笑顔で抱負を述べておられました。この
記事を読まれた方で、「汚れなどが気にはなっているが、
忙しくて手が付けられない」という方がいらっしゃいました
ら、是非ご連絡してみてください。（取材：今泉）
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新規加入事業所のご紹介（続き）
社会福祉法人 有為会

特別養護老人ホーム プロヴァンス笠懸

所在地：群馬県みどり市笠懸町阿左美５００－３
ＴＥＬ：０２７７－７６－８８００／ＦＡＸ：０２７７－７６－８３００
ＨＰアドレス：http://www.yuuikai.jp
理事長：望月裕文
社会福祉法人有為会は、平成２７年１０月１日に設立の
法人です。当法人はみどり市から認可を受け、地域密着型
特別養護老人ホームの事業に着手し、平成２８年７月に施
設建物が完成をし、翌月８月１０日にオープンをいたしまし
た。施設のベット数は特養２９床と
ショートステイ１１床と合わせて４０床
を備えております。地域密着型特養
ですので、当法人の理念でもあります「地域の皆様との結びつきを大切にして、地
域の福祉の為に貢献し、地域の人達から信頼される法人を目指します。」を念頭
に日々の介護業務に専念をしています。お蔭様で入居状況も９０％前後になって
まいりました。さらに皆様にお役立ち出来るようにと考えております。そして、社会
福祉法人に求められる「公共性」「非営利性」「継続性」を重視して、事業の運営
をしていきたいと考えております。また、時代と共に多様化するニーズに対応し、
地域の皆様から頼られる法人でありたいと思います。（取材：新井）

⑩全国連会長役員功労者表彰受章について（報告）
近藤豊理事が、全国商工会連合会会長役員功労者表彰を受章されました。
近藤豊さんは、平成１８年に笠懸町商工会理事に就任され、１１年の長きに亘り
地域商工業の振興に貢献してまいりました。その間にサービス部会長や事業企画
委員会委員長を歴任するなど、商工会幹部として熱意・見識・力量に秀でたもの
を発揮されました。その功績が全国商工会連合会会長に認められ、役員功労者
表彰を受章されました。
全国連会長表彰を受章
この度の受章に敬意を表すとともに、心よりお祝いを申し上げます。
された近藤豊さん

⑪群馬県機械金属工業技術者表彰について（報告）
平成２８年度群馬県機械金属工業技術者表彰を、㈱アタゴ製作所の山﨑義明
さんが受章されました。表彰式は、平成２９年２月１日（水）に群馬県庁昭和庁舎
「正庁の間」にて開催され、大澤正明群馬県知事から祝辞を頂戴した後、群馬県
商工会連合会の髙橋基治会長より、群馬県知事と県連会長の連名による表彰
状が授与されました。山﨑義明さん、大変おめでとうございました。
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⑫編集員コーナー
こんにちは、広報委員の近藤です。
今回は、一生に一度の大きな買物のひとつであ
り、一大イベントでもある「家を建てる」家づくりの
設計について建築家・設計士の目線から、ご紹
介させていただけたらと思います。
まず、家を建てよう！となったとき、ハウスメー
カー・工務店・建築家や設計事務所と、大きく３
つの選択肢が挙げられると思いますが、それぞれ
の特徴について簡単にご紹介します。
●ハウスメーカー・・・工業化された独自の生産
設備をもち、大量生産することで低コスト化し、一
定の品質・保証のある規格化された住宅。
●工務店・・・地場の特徴を知る職人が施工し、
規格化された住宅や注文住宅など、各工務店に
よって対応できる内容が異なる。
●建築家・設計事務所・・・フルオーダーの家に
対応でき、０から創りあげていくため、嗜好が反映
されやすく、細かな打合せ等が必要になる。
大きな買物で後悔しないよう、それぞれの特徴
や予算などよく知ることが必要ですね。
次に、設計の一連の流れをご紹介します。基本
的には大きく２つの設計段階があり、基本設計
（プランニング）→実施設計（施工図）という段階
を踏み、完成に向けて動き出します。まず、基本
設計について少し話しますが、多くの建築家・設
計士は、基本設計を重点的に構想を練ると思い
ます。規格化された住宅以外の設計を行う場
合、一つしかない建物を建築するわけですから、
敷地・周辺環境・配置・使われ方・導線・趣味嗜
好・大きさ・家族構成等、幾つもの要素を取り入
れてスタディを重ねることで、その土地に合ったも
のを提案していきます。しかし、大まかな完成形

をイメージできる施主の方ばかりではないと思いま
すので、ポイントを３つ程紹介します。
ポイント①・・・建物の配置・ヴォリューム（大きさ）
配 置 に よっ て採 光・影・外 観・内 部 か ら の 眺 め
等、敷地によっては大きく影響してくる。
ポイント②・・・高さ関係
ポイント①と少し似ているが、建物の高さはもちろ
んのこと、内部を断面で見た時に高さ関係を少し
工夫するこ と で、採光・収納の 作成・視線の づ
れ・通風等が考えられる。
ポイント③・・・導線
生活導線や共有スペースと、個のスペースの境
界などの導線を工夫することで、作業の効率化
（キッチン→洗面→外部等）やプライベートの保
持等にも役立つ。
以上のポイントを気に留めて考えていただけれ
ば、良い空間形成に繋がると思います。
次に実施設計ですが、実施設計は基本設計で
練られたものを、実際に家を建てるために図面化
し、詳細を指示する設計図になります。これらの
図面は施工を行う上での納まりや、使用する資
材等の品番などが記入されており、施工する業
者の方が目を通す図面となっています。
設計の大まかな内容をご紹介しましたが、最後
に私個人の意見として、様々な要素を踏まえた
外観（形）が内部空間を造りだし、それを演出す
る内装・装飾・機能、これらのバランスがとれたも
のが良い建築ではないかと思います。以上、それ
らしいことを書かせていただきましたが、今回の記
事がこれから家を建てる方の、少しでも参考にな
れば幸いです。

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（謎々）当選結果
前回の懸賞クイズの答えは『あなたの村に行く道は、どちらの道なのか』です。問題にあるとおり、別れ道
に立っていた村人がどちらの住人か分からなくても、正直村の人なら本当のことを話すので正直村を、嘘
つき村の人なら嘘を言って正直村へ行く道を答えるので、『あなたの村に行く道は、どちらの道なのか』と
尋ねれば、どちらの村の住人でも正直村へ行く道を答えます。今回は数少ない応募の中で、正解された
方は清水浩彦さん（清水鋼業）のみでした。賞品に『ＱＵＯカード３，０００円分』をプレゼントさせていただき
ます。おめでとうございました。

⑭懸賞
今回は、選択クイズです。
正解者の中から、抽選で
プレゼントが当たります。
何が当たるかはお楽しみ
に～（担当：今泉）

♪問題♪
古美術商の世界では、作品に押されている印を見て真贋や歴代の作者を
判断しなければなりません。下の写真は歴代の永楽善五郎さんの作品です
が、何代目の永楽善五郎さんの作品でしょうか？番号でお答えください。
①１１代 永楽 善五郎

携帯からの
応募はこちら

②１５代 永楽 善五郎
③１６代 永楽 善五郎
④１７代 永楽 善五郎

【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２９年５月１５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3003-1
★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

