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①笠懸町商工祭が開催されました
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平成３０年開催の
本会新年互礼会
は、全会員さんに
ご通知いたします
ので、多数ご出席
くださいますよう、
お願いします。

平成２８年本会新年互礼会の主催者挨拶
で、七沢会長が商工祭の開催を表明して以
来１年９ヶ月の時を経て、平成２９年１０月２９
日（日）に笠懸野文化ホールと笠懸公民館に
於いて、『第１回笠懸町商工祭』の開催が実
現しました。
商工祭前日
には青年部
展示・ＰＲコーナー
によるミニト
レイン運行準備や、各部会の役員さんにご協
力いただき会場の設営が進んでいる最中に、
日本列島に接近した台風の影響で雨が降り
だし、一時
大抽選会
開催が危ぶ
まれましたが、野外ステージを笠懸公民館の
ロビーに移すなどの措置により、何とか開催す
ることができました。当日は悪天候にも拘わら
ず大勢のお客様にご来場いただき、予定され
ていたプログラムも殆ど執り行なうことができ、
飲食・物販
ステージイベント
コーナーに
出店された皆様には野外で雨の中、最後まで
来場者をもてなしていただきました。ステージ
イベントが室内に変更されたため、展示・ＰＲ
コーナーも限られたスペースに置かれました
が、来場者
とふれあい
飲食・物販コーナー
ながら交流
を深めることができたようです。こうして『笠懸
町商工祭』は初回開催に漕ぎ着けましたが、
次回は地元商工業者にとって更に有意義な
イベントになるよう進化させたいと思いますの
で、会員の皆様に於かれましては、今後も変
商工会青年部による餅まき大会
わらぬご支援ご協力をお願い申し上げます。
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②北八ヶ岳「坪庭」散策バスハイクを実施しました
９月１０日（日）に恒例の会員交流バスハイクを実施しました。
当日は初秋の青空が広がる朝の６時３０分に、２８名の参加者を
乗せた大型バスが、みどり市役所笠懸庁舎駐車場を出発しまし
た。北関東道・関越道・上信越道を経由して、予定の時刻よりも
少し早く北八ヶ岳ロープウェイ乗場に到着しました。ロープウェイに
乗り、山頂に向う窓越しに見えた日本アルプスの絶景は、美しく
壮大な眺めでした。山頂に降り立つと、八ヶ岳最後の噴火ででき
た溶岩の大地「坪庭」の大自然が目の前に広がりました。全員で
記念写真を撮った後に、
一方通行の坪庭探勝路
ハイキングの前に記念撮影
を列を組んで歩き始めま
したが、短いハイキングコースに物足らない方は、縞枯山のコ
テージまで足を伸ばしていました。ハイキングの後は、白樺湖の
辺にある白樺リゾート池の平ホテルで食事会を行い交流を深め、
お風呂に入り疲れを癒してから帰路に着きました。帰りの道中で
も道の駅でお土産を買い求めたり、車中でカラオケ大会が始まっ
たりと楽しく過ごしているうちに、バスは笠懸庁舎駐車場へ無事
到着しました。参加された皆様にとっては、秋の気配が漂う信州
大自然に囲まれた坪庭探勝路を歩く参加者 の大自然を満喫して、有意義な一日を過ごせたと拝察します。

③会員交流ボウリング大会を開催しました
１１月７日（火）午後６時５０分から桐生スターレーンに於いて“会員
交流ボウリング大会”が開催され、３９名の参加者が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）のスコアで競い合いました。
ゲーム終了後に表彰式が開催され、順位賞やとび賞などの賞品が授
与されました。今回のボウリング大会の主な結果は以下のとおりです。
☆団体の部☆
優勝：サービス部会 準優勝：青年部 第３位：金属部会
☆個人の部☆
優勝：萩原和也 準優勝：大橋恵子 第３位：石井政行（敬称略）

一投ごとに一喜一憂します

表彰式の和やかな様子

ゲームに熱が入ります

個人戦で優勝した萩原和也さん
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④女性部が親睦旅行を実施しました
女性部では１１月５日（日）～６日（月）の一泊二日で、「浜名湖・
舘山寺温泉の旅」と題して親睦旅行を実施しました。１日目は午前
７時に１９名の参加者を乗せたバスが笠懸庁舎を出発し、太田藪
塚ＩＣから高速道路を乗り継ぎ静岡県内を目指しました。浜松ス
マートＩＣで高速道路を降り、昼食後に龍潭寺と大河ドラマ館を見学
しました。龍潭寺は今年のＮＨＫ大河ドラマ「おんな城主直虎」に登
場する南渓瑞聞（なんけいずいもん）が和尚を務めていた寺院で、
井伊家４０代を祀る菩提寺になっています。夜は浜名湖畔にある
静岡浅間神社の前で記念撮影
“山水館欣龍”に宿泊して懇親を深め、２日目はホテルを出発して
から海産物などのお土産を買い求め、昼食後に静岡浅間神社を参拝し帰路に着きました。２日間の
旅行をとおして部員間の親交が深まり、有意義な親睦事業を実施することができました。

⑤サービス部会がゴルフコンペを開催しました
サービス部会では１１月１５日（水）に、ノーザンカントリークラブ赤城ゴ
ルフ場にて親睦ゴルフコンペを開催しました。当日は肌寒いながらも晴
天に恵まれ、１２名の参加者は素晴らしいロケーションの中、ナイス
ショットを連発していました。プレー終了後は笠懸に戻り、和風ダイニング
百膳にて懇親と慰労を兼ねた表彰式が開催され、部会員間の交流を
深めました。なお、ゴルフコンペの上位入賞者は次のとおりとなりました。
優勝：田部田一生 準優勝：根岸久雄 第３位：桑子智久（敬称略）
スタート前に記念撮影

⑥繊維部会が研修旅行を実施しました
１１月１９日（日）に繊維部会による研修旅行が、１５名の参加者に
より実施されました。研修先は月夜野びーどろパーク並びに原沢りん
ご園、猿ケ京まんてん星の湯などです。月夜野びーどろパークでは
工場を見学し熟練職人の技を直に見てから、併設している美術館で
伝統工芸士の作品を観賞しました。また、りんご園では各自思い思
いにりんごの熟れ具合を見て、試食しながらカゴいっぱいにりんごを詰
め込んでいました。風花が少し舞う寒い天気ではありましたが、りんご
狩りの後はのんびりと温泉に浸かり、日頃の疲れを癒してきました。

原沢りんご園の前で記念撮影

経営者の皆様へ

自社のニーズに合った人材を育成するために、
ジョブ・カードを活用した「有期実習型訓練」を実施しませんか？
この訓練は、一定の要件を満たしている場合、訓練の終了後に国からキャリアアップ助成金（人材育成コース）が支給
されるので、訓練の実施に要するコスト負担を軽減できます。
詳しくは、笠懸町商工会または太田商工会議所／群馬県地域ジョブ・カードサポートセンターまでお問い合わせくだい。
（ＴＥＬ０２７６－４５－２１２１）
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⑦利子補給・中退金補助のお知らせ
平成２９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３０年１月９日（火）・１０日(水)・１１日（木）・１２日（金）の４日間
受付時間 ： 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）

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。いずれも市税の未納税額がないこと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２９年１月１日～平成２９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。いずれも市税の未納税額がないこと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２６年２
月１日～平成２９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。

⑧新年互礼会を開催します
平成３０年新年互礼会の開催日時等が下記のとおり決定しました。
今回の互礼会から、全ての会員さんを対象にご通知いたしますので、大勢の
皆様にご出席をいただきますようお願い申し上げます。
日 時 平成３０年１月２５日（木） 午後６時００分開会
場 所 桐生グランドホテル

⑨確定申告指導会の開催日程についてお知らせ
平成２９年分所得税・消費税の確定申告個別指導会の開催日程について、下記のとおりとなりました
のでお知らせします。
２月１６日（金）・２０日（火）・２２日（木）・２６日（月）・２８日（水）・３月２日（金）・６日（火）・８日（木）・
１２日（月）の計９回、時間はいずれも午前９時３０分から午後４時００分までとなります。
また、商工会では個人事業者を対象とした税務相談を随時受け付けております
が、申告期限間際になりますと会館内が大変混雑しますので、できるだけ指導会に
よる個別相談をご利用くださるようお願いします。
なお、年末調整に係る源泉税の納付期限は平成３０年１月２２日（月）までとなっ
ておりますので、商工会の納税相談をご利用される方は源泉徴収簿・控除証明書
等の必要書類をご持参いただき期限までにご来館くださるようお願いします。
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⑩群馬県の最低賃金が改正されました
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
群馬県最低賃金（地域別最低賃金）

特

【製鋼・鉄素形材製造業最低賃金】
群馬県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業
最低賃金

１時間７８３円

発効日 平成２９年１０月７日

１時間８７６円

【一般機械器具製造業最低賃金】
群馬県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・
定
装置、その他のはん用機械・同部分品、金属
１時間８６５円
最 加工機械、その他の生産用機械・同部分品、
事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器
発効日 平成２９年１２月２２日
具製造業最低賃金
低
【電気機械器具製造業最低賃金】
賃 群馬県電子部品・デバイス・電子回路、電気
１時間８６５円
機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃
金 金
【輸送用機械器具製造業最低賃金】
群馬県輸送用機械器具製造業最低賃金

１時間８６５円

１ 群馬県最低賃金（地域別最低賃金）は、平成２９年１０月７日から改正発効しています。特定（産業別）最低
賃金は平成２９年１２月２２日から改正発効します。
２ １８歳未満又は６５歳以上の方や、定められた軽易な業務に従事する方については、特定（産業別）最低賃
金の適用から除外されます。
３ 最低賃金の対象となる賃金には、臨時又は１ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜
労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は算入されません。
４ 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方等については、使用者が労働局長の許可を受けた時
は、労働能力その他の事情を考慮して減額した額により最低賃金が適用されます。
５ 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

＊ 詳しくは、群馬労働局労働基準部賃金室（電話０２７－８９６－４７３７）又は県内の
最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
群馬労働局ホームページアドレス：http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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⑪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
会員さんは事務局へご連絡をお願いします。なお、原稿スペースや取材等の都合により、広報誌への
掲載が若干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ますようお願いします。

魚匠

海坊主

所在地：みどり市笠懸町鹿２３８９－５
ＴＥＬ：０２７７－７６－５４２９
営業時間：１７：００～２４：００（金・土・日
曜日及び祝日前日は深夜１時まで延長）
定休日：毎週水曜日
今回は、笠懸町鹿にあります居酒屋
とても美味しい創作料理など
「魚匠 海坊主」さんに取材に伺わせて
いただきました。県道６９号線を大間々方面に向かって走ると、左手に大き
な波しぶきの看板がお店の駐車場に立っています。魚匠の言葉どおり新鮮
店舗の目印となる看板
な海の幸を多く使った創作料理のとても
美味しいお店で、中でも私のおススメは“おまかせ刺盛”“ネギトロ
ガーリックトースト”“にぎり寿司”で、好んでよく食べています。お酒の
種類も豊富で、料理に合うお酒をお店の人に尋ねると、親切に教え
ていただけます。店舗は古民家を改装したようなつくりになっており、
どこか懐かしさを感じる居心地の良い空間で、しかも清潔感のある店
内ですので、女性の方もお気軽にご来店いただけると感じました。会
員の皆様もお近くにお越しの際には是非お立ち寄りいただき、美味し
居心地の良い店内
い料理とお酒を召し上がっていただけたらと思います。（取材：近藤）

靴修理Ｒａｙ
所在地：みどり市笠懸町鹿４８００－７
ＴＥＬ：０２７７－３２－６６２６
営業時間：１１：００～２０：００
定休日：毎週火曜日
今回は「靴修理Ｒａｙ」さんをご紹介い
たします。県道６９号線を南に進み、Ｊ
Ｒ両毛線の踏切を渡り少し行くと右手に
店舗があります。事業主の栗崎直美さ
んは、アピタ笠懸店にあった同業のフラ
ンチャイズ店で１０年以上の経験を積
んだのち、平成２９年２月に独立開業さ
れました。店内は“靴修理”のイメージと
は違い、女性らしい雑貨屋さんのような

明るい雰囲気の店内
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新規加入事業所のご紹介（続き）
とても明るい雰囲気になっています。靴修理のほかに“合鍵の複製”“時
計の電池交換”“雑貨の販売”なども行っています。店主の栗崎さんは
「はき慣れた靴やプレゼントでいただいた靴、思い入れのある靴など古く
なったからと捨ててしまう前に一度ご相談下さい。もちろん、ご相談やお
見積りは無料でさせていただきます。」とおっしゃっていました。また、日頃
のお手入れが難しい方には、その場ですぐに磨いていただける靴磨き４３
２円もおススメですのでお気軽にご来店ください。日々の仕事で履き減ら
してしまったり、お気に入りの靴を買い換えようか悩んでいる方は、是非
一度ご利用してみてください。最後に栗崎さんから一言「捨てないで！そ
の靴、まだまだ履けますよ。心を込めてお直しいたします。」（取材：関口）

⑫編集員コーナー
みなさんこんにちは。編集員の岩﨑です。前回
このコーナーを担当したときはウィスキーについて
ご紹介しましたが、今回は日本酒の種類や製法
をご紹介させていただきます。
まず、特定名称酒ですが、大き
く次の６つに分類されます。
●大吟醸酒：精米歩合５０％
以下、麹歩合１５％以上、若干
のアルコールを添加 ●純米
大吟醸酒：精米歩合５０％以
下、麹歩合１５％以上、アル
コール添加をしていない ●吟醸酒：精米歩合６
０％以下、麹歩合１５％以上、若干のアルコール
を添加 ●純米吟醸酒：精米歩合６０％以下、
麹歩合１５％以上、アルコール添加をしていない
●本醸造酒：精米歩合７０％
以下、麹歩合１５％以上、若
干のアルコールを添加 ●純
米酒：精米歩合による規定な
し、麹歩合１５％以上、アル
コール添加をしていない その
他に特別純米酒と特別本醸造
酒がありますが、ここでは省か
せていただきます。次に生酒と火入れをした酒の
違いについてですが、通常日本酒は製品になる
までに２度の火入れがあります。火入れにより加
熱処理することで品質が安定しますが、生酒は

火入れをしない酒ですので、温度変化で発酵し
続けてしまい品質は変わりやすくなりますが、生
酒特有の味わいやフレッシュなみずみずしさと
いった、生酒でしか味わえない
特徴があります。また、昔と違
い現在では冷蔵・瓶詰・運送の
技術が発達したため、どこでも
品質を損なわずに多くの生酒
を飲めるようになりました。この
他に、生のまま貯蔵して火入
れした生貯蔵酒と、火入れをし
て貯蔵した生詰酒があります。最後に、日本酒の
甘口と辛口についてですが、その比較基準として
“日本酒度”で計り±０を基準として、＋の数値が
大きいほど辛口、－の数値が大きいほど甘口に
なります。しかし、これは清酒の
比重を表した数値ですので、こ
れだけで甘口と辛口に分ける
のではなく、最終的には全体の
味のバランスにより決まります。
これは焼酎でも計ることがで
き、２５度のもので＋４０になり
ます。他にも生酛（きもと）、山
廃（やまはい）、酒造好適米など、知れば知るほ
ど日本酒は奥が深く面白いものです。今回の編
集員コーナーを読んで、日本酒に興味を持って
いただける方がいれば幸いです。（担当：岩﨑）

笠懸町商工会広報委員会
みどり市笠懸町

ホームページもご覧下さい。
http://www.kasakake.or.jp

鹿３００３－１
電話 ０２７７（７６）２５０７
ＦＡＸ ０２７７（７６）７８１４

⑬国の教育ローン（日本政策金融公庫）のご案内
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。お子さま１人に
つき３５０万円以内を、固定金利（年1．76％（平成29年11月10日現在））で利用でき、在学期間内
は利息のみのご返済とすることができます。
詳しくは、「国の教育ローン」で検索していただくか、下記のコールセンターへお問い合わせください。
〔教育ローンコールセンター〕0570-008656（ナビダイヤル）または（03）5321-8656

⑭懸賞
今回の問題は、変
わった読み方をする
県内の地名です。
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：関口）

前号の懸賞クイズはお休みしましたので、懸賞品は今回の出題にキャリーオー
バーしています。応募状況により賞品金額もしくは当選者を増やしますので、会員
の皆様から多数の応募をお待ち申し上げています。（広報委員長：関口英典）
♪さて問題です♪
次の①～⑤は群馬県内にある地名です。よみがなを答えてください。
①新川（桐生市にある地名ですが、知らない人にとっては難読のようです）
②神戸（みどり市東町にありますが、「こうべ」とは読みません）

携帯からの
応募はこちら

③除ヶ町（伊勢崎市にある地名です）
④南蛇井（富岡市にある地名で、上信電鉄の駅もあります）
⑤本動堂（藤岡市にある地名です）
【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３０年２月１５日（木）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

①答 え

用

紙
①

【冬号】
②

③

④

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

