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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１０月１４日（日）、秋晴れのな
か第２回笠懸町商工祭が笠懸野文化ホー
ル（パル）で開催されました。午前９時から開
会宣言、主催者あいさつで商工祭が開始さ
れ、野外ステージでは、渡良瀬特別支援学
校の和太鼓、認定こども園みどりのもりの
マーチングバンド、笠懸中学校吹奏楽部及
び笠懸南中学校吹奏楽部の演奏、ブルー
展示・ＰＲコーナー
ハワイのフラダンス、ぐんまちゃんの観光Ｐ
主催者を代表してあいさつ
Ｒ、ダンススペースＬＯＦＴのヒップホップダン
する七沢商工会長
スが行われ、お客様を大変楽しませていた
だきました。
パルの芝生広場は、飲食・物販エリアとして
飲食関係１８店、物品販売１５店の出店があ
り、お客様は馴染みの店の商品を手に取り、
今まで知らなかった店舗の前で立ち止まり、
店主と会話をしながら品定めを楽しんでいまし
た。特に飲食エリアでは各店舗の商品がほと
んど完売して、大盛況でした。
ステージイベント

ハイライト:

平成３１年開催の
本会新春会員交
流会は、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。

パルの建物内のアートギャラリー、ホワイエ
は、ビジネスマッチングエリアとして、３１ブー
スの会社・団体等が出展し、市民に製品・
サービスのＰＲを行い、また会社同士のマッ
チングによ
り、今後の
出店者のテント
ビジネス
パートナーとの出会いも生まれました。
商工会の各部会は、地震体験車による体
験、ぐんまちゃんしおりのプレゼント、スーパー
ボールすくい、大抽選会の運営、ふわふわ体
験コーナー等を実施し、商工祭を盛り上げ、
ビジネスマッチングコーナーの出展者
大成功裡に終えられた一助となりました。
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②会員交流バスハイクを実施しました
１１月３日（土）、恒例の会員交流バスハイクが開催
されました。
行先は、大谷石で有名な栃木県大谷町の「大谷石資料
館」「大谷観音」「平和観音」、名酒「柏盛」を醸す片
山酒造等で最後は、鬼怒川温泉「鬼怒川観光ホテル」で
日帰り入浴を楽しみました。
大谷石資料館は「笠懸から
は、近いが行ったことのな
い穴場」的施設で、地下に
ある大谷石を採掘した跡が
１２℃の展示場となってお
り、意外と歩きでがある施
設でした。好天に恵まれ
楽しい一日でした。参加者
大谷石造りの平和観音
２５名。

平和観音の前で記念撮影

③女性部親睦旅行を開催しました
１２月２日（日）から３日（月）にかけて笠懸町商工会女性部親睦
旅行を女性部員２３名、事務局１名で行ってきました。見学場所は滋
賀県多賀大社、長浜・黒壁スクエア、彦根城です。
初日は商工会を出発後、一路宿泊地である彦根を目指しました。途
中、信楽市内で昼食後、多賀大社を訪問し参拝しました。多賀大社
は、お多賀さんの名で親しまれる滋賀県第一の神社で、生命の親神様
であることから「延命長寿・縁結び・厄除け」の神様として信仰を集
めており、多くの参拝客で賑わっていました。その後ほぼ予定通りに
宿泊先に到着し、初日の行程を終了しました。
２日目はあいにくの雨模様となりましたが、出発後、最初に長浜・
黒壁スクエアを見学しました。長浜・黒壁スクエアは、北国街道沿い
に続く古い街並の一角にある総称で、黒壁銀行の愛称で親しまれた古
一日目 多賀大社
い銀行を改装した「黒壁ガラス館」を中心に、ガラスショップや工
房、体験教室、カフェなどのお店が、古い街並の中に点在
しており、街並のアート感覚が印象的でした。
その後、国宝指定の彦根城を見学しました。天守をはじ
め重要文化財の各櫓、下屋敷の庭園である玄宮園、内堀・
中堀などが、平成８年には大改修により、保存状態のよい
当時の姿を見学できました。
彦根市内で昼食の後、帰路に就きました。予定よりも遅
い到着となりましたが、参加者の親睦を深めることが
出来ました。
二日目

彦根城
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④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７日（水）に、赤城カントリー俱楽部にて親
睦ゴルフコンペを開催しました。当日は薄曇りながらも暖かく、ゴル
フには最適の気候のなか１３名の参加者はプレーを楽しみました。
プレー終了後は笠懸に戻り、和風ダイニング百膳にて親睦と慰労を
兼ねた表彰式が開催され、部会員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： 柳元 民雄（柳元設備）
準優勝： 齋藤 光弘（ポリッシュワーク株式会社）
第３位： 田部田一生（有限会社Ｋ－ＴＥＣ）

(敬称略)

スタート前に記念撮影

⑤繊維部会が研修旅行を実施しました
去る１１月１８日(日)、繊維部会の研修旅行が開催されました。
行程は、川場田園プラザ（見学・買物） ⇒ 原沢りんご園（りんご狩り）
⇒ 猿ヶ京温泉まんてん星の湯（昼食・入浴休憩）、一日、参加者全員英
気を養いました。
原沢りんご園は、９月中旬から１２月下旬まで営業しており、一般のりんご
は一籠つめ放題で ２，５００円、「ふじ」
だけは量り売りとのこと。畑での試食は
食べ放題ですが、欲でも
そんなに食べられません
でした。参加者１８名。

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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⑥利子補給・中退共補助のお知らせ
平成３０年分利子補給・中退共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３１年１月７日（月）・８日(火)・９日（水）・１０日（木）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３０年１月１日～平成３０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２７年２
月１日～平成３０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。

⑦新春会員交流会を開催します
平成３１年新春会員交流会の開催日時等が下記のとおり決定しました。
前回の新年互礼会から、全ての会員さんを対象にしています。今回は名称を
「新春会員交流会」に変え、気軽にご出席いただける集いですので、大勢の皆様
のご出席を宜しくお願い申し上げます。
日 時 平成３１年１月２４日（木） 午後６時００分開会
場 所 桐生グランドホテル、
会 費 ５，０００円

⑧確定申告指導会の開催日程についてお知らせ
平成３０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１８日（月）・２０日（水）・２５日（月）・２７日（水）・３月１日（金）・５日（火）・７日（木）・１１日（月）・
１３日（水）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３１年１月２１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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Page 5

VOL.47

⑨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８０９円

発効日 平成３０年１０月６日

１時間８９７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
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
低 具製造業最低賃金

１時間８８６円

【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
機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃
金 金

１時間８８６円

【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８８６円

発効日 平成３０年１２月２０日

１ 群馬県最低賃金（地域別最低賃金）は、平成３０年１０月６日から改正発効しています。特定（産業別）最低
賃金は平成３０年１２月２０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：https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku./

⑩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1．78％（平成30年11月12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もできます。
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）月～金曜日：900～21：00、土曜日：
9：00～17：00または（03）5321-8656
笠懸町商工会へもお気軽にご連絡ください。電話 ０２７７（７６）２５０７
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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。

ひな牡丹園
企業名：株式会社橋場
住所：みどり市笠懸町久宮25-1
電話番号：0277-76-2312
営業時間：午前9：00～午後6：00
定休日：なし・シーズン中は無休で開園しておりま
す。
入園料：大人500円/高校生以下無料
ＨＰ：http://hinabotan.com
セールスポイント：今回は、「ひな牡丹園」を行って
います、橋場さんのところへお伺いさせていただき
ました。実は、橋場さんとは長いお付き合いをさせ
ていただいており、取材のためお伺いした時も奥様
が優しい笑顔で迎えていただきました。
橋場さんのお宅は、この地に残る広間型の中でも最も歴史のある平屋で、18世紀中ごろ（約350年前）
に橋場家初代が建てたものであり、昭和39年頃に改築を行うまでは、萱葺き屋根で作られていました。
（現在は、切り妻瓦葺きになっています）その様な素晴らしい建物の立つ庭園の中に、丹精込めて作られ
た牡丹の花が隙間なく花を咲かせ、シーズンには多くの方々の目を楽しませてくれています。また、私が

以前ご主人から聞いた言葉で大変感銘を受けた一言がございました。私が、ご主人に「寒い日も暑い日も
ある中で、大変な思いをして何故、牡丹を咲かせているのですか？」とお聞きしたところ、ご主人は「私は、
牡丹を使ってみどり市を一つにしたいんです。」と
仰っておられました。本当に崇高なお考えの下に
家族が一つになり豪華絢爛な牡丹の花を咲かせて
いらっしゃるのだと気づかさせられました。因みに
シーズンは、その年にもよりますが、ゴールデン
ウィーク前後だとのことです。平成31年のゴールデ
ンウィークは10連休ですので、近くにお立ち寄りの
際は是非お立ち寄りください。私も毎年のようにお
邪魔させていただいております。
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⑫編集員コーナー
編集委員の岩崎です。
前々回の編集コーナーの担当の時はウイス
キー前回は日本酒の種類、製法ついて書きまし
たが、今回はワインについて書きたいと思います。
なぜ今回ワインの事を書こうと思った理由です

海外でも高い評価を受け、権威ある賞を授かる
ワインも登場したことは記憶に新しいですが、同時
に法律が明確に定められていない場合に懸念さ
れるのは“偽物”の流通です。それを防ぐ目的も
あり、今後ワイン法がワインの流通に力を発揮し

が、今年の１０月３０日からある法律が施行され
たからです。これはワインに対して日本が世界か
ら遅れていたのかが分かる事例だと思います。詳
しく下記に示します。まずは簡単にワインについて
書いていきます。
ワインは世界で最も飲まれて
いるアルコール飲料の１つであ
るのは有名です。種類も大まか
に三種類に分けられて、赤ワイ
ン、白ワイン、ロゼワインとありま
す。細かくすれば、シャンパン
やカヴァなどの発泡ワイン、シェ
リー、ポートワインなどの酒精強化ワインなどがあ
ります。他にも貴腐ワイン、アイスワイン等々あり、
種類の多さは世界中で製造、飲酒されているか
らではないでしょうか。
国でもフランス、イタリア、ドイ
ツ、スペインなどのヨーロッパ諸

ていくことが予想されています。
「日本ワイン」は国産ブドウのみを原料とし、日本
国内で製造された果実酒と定義されます。その
他の国内製造ワイン（原料が国産ブドウとは限ら
ないもの）、輸入ワインなどを明確に区別すると同
時に、日本のどこの産地で造ら
れたブドウが使用されているもの
なのか、どういった品種が使われ
ているのか、そしてどの年に収穫
されたブドウが使われているのか
などの情報を表示することになり
ます。この他に任意表示、義務
表示などが規定されており細かく表示されていれ
ばそれほど単純ではありませんが、高品質が保
証されるのではないでしょうか。
日本のお酒の製造技術は日本
酒を代表として素晴らしいです。
近年の日本酒の海外輸出やウイ

国やアメリカ、チリなどのニュー
ワールド、日本であれば山梨や
長野などが生産地として知られ
ています。
ここで話しは戻りますが日本ではこれまでワイン
を国税庁が管轄する酒税法の中で取り扱ってき
ましたが、２０１５年に初めて「日本ワイン」の定義
や表示ルールを制定し、その３年後である２０１８
年１０月３０日から適用されました。
この背景には、近年日本でのワイン消費量が増
加してきていること、そして「日本ワイン」の高品質
化が上げられます。

スキーなどの海外の権威のある
賞の受賞。それが法律的に遅れ
ていてはかつての日本酒の様に
粗雑な物が氾濫して客離れをお
こしてしまいます。
お酒は古来より文化とは切っても切り離せない
関係にあります。飲みすぎは良くありませんが適
量であれば体に良い物なので、これからも素晴ら
しいお酒を飲んでいただければ幸いです。

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懸賞（近代建築三大巨匠の問題）の当選結果
前回の懸賞クイズの答えは、①落水荘、③国立西洋美術館、⑤ファンズワース邸でした。
応募者６名のうち５名の方が正解でした。１１月２９日（木）開催の広報委員会企画会議において厳
正な抽選の結果、清水浩彦さん（清水鋼業）と湯浅隆太郎さん（㈱大下総合笠懸支店）が当選されま
した。大変おめでとうございます。賞品として国産落花生をプレゼントさせていただきます。

⑭懸賞

今回の問題は、脳トレ問題です。頭をやわらかくして考えましょう。
会員の皆様から多数の応募をお待ち申し上げています。 （担当：関口）

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～
（広報委員長：関口
英典）

♪さて問題です♪
①１日に２回あるのに１年に１回しかないものはなんでしょう？
②１００ℓの容器に、１日目は１ℓ、２日目は２ℓ、３日目は４ℓ、４日目は８ℓと前
日の倍の量ずつ水を入れていくことにしました。８日目には何リットルの水が入っ
ているでしょう？

携帯からの
応募はこちら

③次の式が成り立つとき、□に入る数字はなんでしょう？
５６７２＝１

８１３２＝２

８０８８＝７

２０１８＝□

６９０１＝３

【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３１年２月４日（月）必着
ＦＡＸ ０２７７（７６）７８１４ E-MAIL office@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

①答 え

紙
①

【冬号】
②

③

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

