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ハイライト:

平成２９年度通常総代会が５月２９日（月）午後６時２０分から商工会館で開催
され、下記の議案全てが満場一致で承認されました。
第１号議案 平成２８年度事業報告承認の件
第２号議案 平成２８年度一般会計決算書承認の件
第３号議案 平成２８年度労働保険事務組合事業報告及び特別会計・一般
会計決算書承認の件
第４号議案 平成２９年度事業計画（案）承認の件
第５号議案 平成２９年度一般会計予算書（案）承認の件
第６号議案 平成２９年度労働保険事務組合事業計画（案）及び特別会計・
一般会計予算書（案）承認の件
第７号議案 役員補充選任の件

②永年勤続従業員表彰が開催されました
平成２９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７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。
表彰者名

事業所名

表彰年数

表彰者名

事業所名

表彰年数

木暮 靖晃 ㈲桐栄ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ

２０年 小澤

瞳 ㈱ｽﾘｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

１０年

横山

２０年 熊谷 雄一 ㈱ｽﾘｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

５年

美良山和也 ㈲庄屋久平

１０年 國井 武揚 ㈲桐栄ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ

５年

中村 一生 ㈲桐栄ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ

１０年

努 ウエスタン塗装㈱

順不同・敬称略

本年度笠懸まつり
の開催日が決まり
ました。
８月２６日（土）
笠懸グラウンド

（永年勤続従業員表彰の様子。２０年は石原市長より、１０・５年は七沢会長より表彰状が手渡されました）
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③七沢会長総代会あいさつ
本日は、総代・役員の方々に出席をいただき、第
４０回通常総代会が開催できますことに対し、厚く御
礼を申し上げます。 また、お忙しい中ご臨席を賜り
ましたご来賓の皆様、大変ありがとうございます。
さて、全国的に商工会の会員数が減少し組織率
の低下が進んでいる中で、群馬県の商工会では第
二次商工会改革「ぐんま商工会２０２０」を、２０１６
年度から２０２０年度までの５年計画で実施すること
になりました。これは県下全商工会で会員数や巡回
指導などの数値目標を設定し、２０２０年度末まで
に県内の会員数を２万人に復活させ、組織基盤と
小規模事業者の経営力向上支援を強化するという
ものです。本会としても会員数７５０人・巡回指導件
数７５０件を、平成２９年度に於ける数値目標として掲げました。商工会組織は会員があってこそ成り立つ
ものであり、会員数が減少するということは組織の弱体化に直結することになりますので、この数値目標を
達成するよう頑張っていきたいと思います。
また、平成２６年６月には全国の商工会を挙げて制定を要望してきた「小規模企業振興基本法」が施行
され、併せて「小規模事業者支援法」の一部が改正されました。この改正により、商工会が小規模事業者
支援や、地域活性化により事業者の販路開拓に繋がる事業などの計画を作成し、特に小規模事業者の
経営の発達に資すると認められた計画を、経済産業大臣が認定する仕組みが導入されました。本会も、
この「経営発達支援計画」の認定を受け、今年度から伴走型支援事業を実施できることになりました。
５月末までが受付期間となっている、平成２８年度補正予算による小規模事業者持続化補助金の追加
公募には、本会の支援により１０件程度の申請者が予定されています。
今年１０月２９日（日）には笠懸野文化ホール・パルで「笠懸町商工祭」を開催し、商店街や工業団地の
ないこの地を商工会が主体となって元気にして、地域のお役に立ちたいと考えております。
最後になりましたが、総代をはじめ会員の皆様のご協力のもと、笠懸町商工会発展のため努力して参る
所存でおりますので、今後とも変わらぬご支援をお願い申し上げます。

④平成２９年度予算概要
＜支 出 の 部＞

＜収 入 の 部＞
科

目

金額（万円）

構成比（％）

科

目

金額（万円）

構成比（％）

補助金収入

４，５７８

６８．１

経営改善普及事業費

４，０３９

６０．０

会費・手数料等

１，７６９

２６．３

一般事業費

１，１０１

１６．４

３８０

５．６

管理費

１，１８５

１７．６

４０２

６．０

６，７２７

１００．０

繰越金

資産取得費・予備費
合

計

６，７２７

１００．０

合

計
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⑤青年部の役員が改選されました
青年部の役員任期は規約で２年と定められており、４月２１日（金）に新政で開催された青年部第４７
回通常総会に於いて、任期満了により松原部長が退任され、新たに新井博文さんが青年部長に選任
されました。また、副部長も下記の３名が選任されましたので報告いたします。
○部長 新井博文（新任）
○副部長 萩原伸幸（再任） 樋口英哲（再任） 岩﨑毅人（新任）
★松原前部長退任挨拶
「大勢の青年部員の仲間達に支えられ、２年間の部長任期を楽しく全うすることができ感謝しておりま
す。これからは新井新部長を中心とした新体制を支える立場に回り、青年部活動をもり立てていきたい
と思いますので、これからもよろしくお願いします。」
★新井新部長就任挨拶
「この度、青年部の部長に選任されました新井博文です。松原前部長より受け継いだ、青年部精神
『若手経営者の資質向上』と『地域の振興・発展の取り組み』を念頭に置いて、至らない点も多々あると
は思いますが、若い力で精一杯努力してまいりますので、皆様のご指導・ご鞭撻並びに青年部活動に
変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げます。」

⑥平成２９年度事務局体制
平成２９年度より再雇用の経営指導員が１名増員され、今まで使われてきた補助員と記帳専任職員
の職名を経営支援員に統一し、新年度の事務局体制が下記のとおりとなりましたのでお知らせします。
役

職

事務局長

経営指導員

同

氏
石原

名
昇

担当部会・委員会等主な業務
事務統括、役職員台帳等の管理業務、建設部会、
商工祭実行委員会、商工祭総務・ステージ部会

松嶋 康浩

金属部会、商業部会、サービス店会、会員交流委員会、
労働保険事務組合、商工祭設営・イベント部会、情報管理、
経営発達支援計画、経営支援全般

北山

青年部、サービス部会、広報委員会、金融対策委員会、
会員交流委員会、ぐんま共済業務、ホームページ管理、
商工祭総務・ステージ部会、経営支援全般

優

同

渡辺 宗弘

繊維部会、正副会長会議、総務委員会、理事会、
商工祭設営・イベント部会、役職員研修、新年互礼会、
景況調査、経営支援全般

経営支援員

髙橋 恵子

女性部、飲食部会、商工会経理、定款・規約・諸規定管理、
会員管理、庶務全般、商工貯蓄共済業務、経営支援補助

同

鏑木 育未

法人会笠懸支部、青色申告会、税務・記帳継続指導、
記帳機械化業務、商工貯蓄共済業務、経営支援補助

臨時職員

田邊由里江

記帳機械化業務、その他補助的業務
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⑦新任職員自己紹介
経営指導員

渡辺

宗弘（わたなべ

むねひろ）

４月１日に定年再雇用指導員として採用されました渡辺と申します。
商工会の職員として３６年間勤めさせて頂き、その間７カ所の商工会等にお世話
になりました。ここ１０年は広域で会員支援をするような仕事が多く、経営計画や革
新計画作成支援業務が中心でしたので、当地域においてもこういった方面でお手伝
いできれば幸いです。他の職員とは異なり、常勤ではありませんが、臨機応変に対応
したいと思っておりますので、お気軽にお声掛け下さるようお願い申し上げます。

⑧金属部会が研修旅行を実施しました
金属部会では６月３日（土）～４日（日）の２
日間に亘って、部会員と事務局の計１３名の
参加者により、研修旅行を実施しました。１日
目は今年２月２６日に開通した圏央道（境古
河ＩＣからつくば中央ＩＣ）を利用して、視察地で
ある茨城県のＪＡＸＡ（ジャクサ、筑波宇宙セン
ター）を目指しました。ＪＡＸＡでは予約者のみ
の見学コースとして、宇宙ステーションの一部
である「きぼう」（日本実験棟）の運用管制室
や、宇宙飛行士養成エリアを見学することがで
きました。運用管制室では「きぼう」に搭載され
ている機器や実験装置の監視などの作業を
行っており、宇宙飛行士養成エリアには宇宙
飛行士の基礎訓練・健康管理の施設と、集団
生活をすることで適性を見て、採用の合否を決定する施設などがありました。ＪＡＸＡを視察した後は、浅
草神谷バーを経営している会社が所有するワイン醸造施設の、シャトーカミヤで昼食と見学をして、その
日は千葉県銚子市に宿泊しました。２日目は犬吠埼灯台、ヤマサ醤油工場、香取神宮、伊能忠敬記念
館を見学しながら、笠懸町への帰路に着きました。今回の研修旅行は視察内容や見学場所が充実して
いましたが、それ以外にも車中やホテルでの懇親会をとおして、部会員間のコミュニケーションが密にな
り、親交を深めることができて有意義な事業になりました。

⑨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、お気軽にお申し込み下さい。
日 時 平成２９年７月２０日（木） 午前１０時から
場 所 笠懸町商工会館
予 約 事前予約が必要です。
必要書類は商工会へお問い合わせ下さい。

夏号
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⑩こども魚つかみ取り大会を開催します
青年部主催による「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、当日の受付だけで参加できますので、ご来場を
お待ち申し上げます。
日 時 平成２９年７月２３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

⑪笠懸まつりが開催されます
今年の笠懸まつりは、８月２６日（土）に笠懸グラウンドで開催されます。
詳細は、笠懸まつり実行委員会で協議し決定しますが、商工会関係は、
商業部会による“笠懸まつり協賛売り出し抽選会”、青年部による“○×ク
イズ大会”や“氷みこしパレード”、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、様々なイベントが予定されています。詳し
くは、みどり市の広報や笠懸まつりプログラム等で確認して下さい。

⑫会員交流バスハイクのお知らせ
今年度の会員交流事業『バスハイク』が下記のとおり計画
されましたので、会員事業所の皆様が多数ご参加下さいま
すようお知らせいたします。
実施日程
平成２９年９月１０日（日）ＡＭ６：３０出発
集合場所
市役所笠懸庁舎駐車場
ハイキング
北八ヶ岳ロープウェイを上り『坪庭』（一年
を通して４０～５０種類の珍しい高山植物
が群生している）で行います。
休憩・昼食
白樺リゾート池の平ホテル
参 加 費
１人７，０００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・カード制度を活用してやる気のある社員を育成しませんか？
キャリアアップ助成金制度（厚生労働省）では非正規社員に対するキャリアアップ計画を策定
し、有期実習型訓練を実施して正社員雇用すると２つの助成を受けることができます。
詳細は下記へお問合わせください。
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

ジョブ・カード事業HP

http://www.jc-center.jp/
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⑬笠懸町商工祭開催について
笠懸町商工祭については、本会主催により１０月２９日（日）の開催に向け、今年２月に実行委員会が
発足した旨を前号でお知らせしましたが、その後、総務・ステージ部会と設営・イベント部会に別れ、それ
ぞれ詳細について検討を進めています。飲食・物品販売ブースと自社製品等の展示・ＰＲコーナーは、
若干の空スペースがありますので、会員の皆様には参加ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

⑭新規加入事業所のご紹介
最近、商工会に加入しました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会員
さんは事務局までご連絡下さい。なお原稿スペースや取材等の関係により、広報誌の掲載が多少前後
する場合がございますので、あらかじめご了承下さい<m(__)m>

スナックおり姫
住所：群馬県みどり市笠懸町久宮191-10
電話：０２７７－７６－３３２２
営業時間１９：００～２４：００
定休日：水曜日・日曜日
セールスポイント：この度、商工会に加入しました『スナックおり姫』と申します。新参者ですが、どうぞよろ
しくお願いいたします。当店では、お値段は安く楽しく飲んで歌える店をモットーに接客を心掛けており、
最新のカラオケ機器を導入してお客様にご満足いただいております。会員の皆様も一度ご来店いただ
き、楽しいひと時をお過ごし下さいますよう心よりお待ち申し上げます。（取材：岩﨑）

⑮広報企画委員が一部改選されました
平成２８年度を以って、任期満了により今泉健司さんが広報委員長を退任し、平成２９年度より関口
英典さんが新たな広報委員長に選任されました。また、新井博文さんが広報委員を退任し、内山慶祐
さんが新しく委員に加わり、今年度の広報企画委員は下記のとおりとなりましたのでお知らせします。
◎委員長 関口英典 ○企画委員 今泉健司、 大澤智、 岩﨑毅人、 近藤隼人、 内山慶祐
★関口英典広報委員長就任挨拶
「この度、広報委員会委員長に就任することになった関口英典と申します。広報委員となって２年目で
のまさかの大抜擢ですが、先輩方が築かれた『あきない通信』を守り、会員の皆様に有意義な情報をお
届けできるよう、広報企画委員一同頑張りますので、今後とも暖かいご支援をお願いいたします。」
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⑯編集員コーナー
皆さん、こんにちは。編集員の今泉です。今回の
「あきない通信」は夏号になりますので、これから
暑さが一段と厳しくなる季節がやってきます。そこ
で、茶道具商の立場から「茶道具の中から涼を感
じていただく方法」をお伝えできればと思います。
最近では様々な観光地に
茶席が設けられています。
何となく堅苦しい感じがして
茶席に入りづらいとは思いま
すが、そこは勇気を振り絞っ
て「日常からの脱却」そして
「日頃の喧騒からひと時の
間、離れていただくため」に
も、ぜひ茶席で一服してみ
てはいかがでしょうか。茶室の中にも涼を感じる工
夫が至る所に存在していますが、全てを書くことは
できませんので一部を紹介させていただきます。
まず、抹茶を飲むための茶碗です。茶碗にも夏
に使うと最適なものがありますが、それが平茶碗で
す。平茶碗とは主に夏季に用いる口が広く浅い形
をした茶碗の総称です。材質は陶器、磁器、耐熱
ガラスなど多くの種類が存在し、最近ではガラスの
平茶碗を使い、水と氷で抹茶を点てるスタイルも
徐々に一般化してきました。
次に、抹茶と一緒にいただくお菓子です。主にお
菓子は主菓子と干菓子などに大きく分類され、濃
茶をいただくときには主菓子（生菓子や水菓子）
を、薄茶をいただくときには干菓子・落雁・有平糖
をいただく事が一般的です。（薄茶だけの場合はこ
の限りではありません。）また、特に主菓子は季節
を感じることができ、花や清流などを模したものが
多く、お菓子の材料には葛やゼラチンなどを使用
して、涼を五感で感じさせてくれます。
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そして、涼をイマジネーションで感じていただくの
に最適なものがあります。それが床に掛ける掛け
軸です。掛け軸といっても絵が描かれているもの
や、文字だけが書いてあるもの、また、その両方
が書いてあるものがあります。その中で、文字が
書かれている掛け軸に使われる、禅語というもの
があります。その禅語
の中に夏に使用するの
に最適な言葉がありま
す。一例として、「青山
元不動 白雲自去来」
（せいざんもとふどう
はくうんおのずからきょ
らい）や「心静即身涼」
（こころしずかなれば
すなわちみすずし）「清流無間断」（せいりゅうか
んだんなし）「瀧直下三千丈」（たきちょっかさん
ぜんじょう）などが代表的なものです。禅語です
ので、言葉の真意を汲み取り瞑想するも良し、言
葉を読んだそのままの情景を思い描いていただく
のも良いと思います。

茶席の中で涼を感じることのできるものを一部
紹介させていただきましたが、ほんの一部にしか
すぎません。茶道は、日本の総合芸術であり総
合文化であるとよくいわれます。最初に述べたよ
うに、ぜひとも茶席に入って涼を感じていただき
たいと思います。また、風鈴の音色に涼を感じる
のは日本人特有のものであると聞いたことがあり
ます。涼を目から感じたり、耳や肌など五感を
しっかりと使って暑い夏を少しでも涼しく過ごして
いただきたいと思います。（担当：今泉）

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（選択クイズ）当選結果
前回の懸賞クイズの答えは「③１６代」でした。応募者７名全員の方が正解でした。６月２１日（水）開催
の広報委員企画会議において抽選の結果、湯浅隆太郎さん（㈱大下総合）と齋藤光弘さん（ポリッシュ
ワーク㈱）がQUOカード3,000円分当選されました。おめでとうございます。

⑱懸賞
♪問題♪

今回の問題は、
謎々です。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：近藤）

問１ ５＋５＋５＝５５０という式を直線一本を使って正しい等式にして下さい。
問２ かけたり、たったり、つぶしたりするものは何？
問３ カタカナ２文字が戦っています。その文字は何と何？

携帯からの
応募はこちら

問４ 春、夏、秋、冬、一年の中で最も日数が長いのは？
問５ ある村に家が１００軒ありました。その内３０軒に住んでいた人が村外へ
引越しました。更に一年後に２０軒の住民が引越しをして村をでました。
さて、この村には何件の家が残ったでしょうか？

【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２９年８月１８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

①答 え

用

紙

問１［

］ 問２［

］ 問３［

］ 問４［

］ 問５［

］

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

