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①新春会員交流会を開催しました
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新春会員交流会で挨拶をする七沢博明会長

須藤みどり市長よりご祝辞を賜る

１月２４日（木）午後６時より、桐生グランドホテルにおいて新春会員交流会を
開催しました。須藤市長をはじめ１９名のご来賓の皆様にご臨席を賜り、商工会
員４５名、総勢６４名の出席者により盛況に開催することができました。昨年まで
の「新年互礼会」から「新春会員交流会」と名前を変え、お楽しみ抽選会も取り
入れ、会員が出席しやすい雰囲気を作り会員同士の交流が活発になるよう企画
しました。
七沢会長は、「小規模事業者支援法の成立は小規模事業者にも光が当たる
政策の実現であり、当商工会でも小規模事業者の持続的発展を可能にするた
め伴走型事業を積極的に勧めていきたい」と挨拶しました。また昨年１０月の第２
回笠懸町商工祭は、晴天のもと成功裡に開催でき多くの町民の方に喜んでいた
だけたと考えている。次回も地元の商工業者にとって更に有意義な事業となり、
皆様が楽しみにしてもらえる催しとなるよう、今から準備をしたいと話されました。

第２４回みどり市岩
宿の里『カタクリさく
らまつり』が３月２３
日（土）～３月３１日

（日）まで開催されま
す。

乾杯をし和やかに歓談する出席者

商工会長賞が当たった小林税理士
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②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１９日（水）・２１日
（金）・２５日（火）の３日間に亘り、青年部員が手分けをして笠懸町内のこども園・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手渡しました。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・父兄など多くの方の笑顔で溢れていました。

笠懸幼稚園での一コマ

＜クリスマスイベントを実施した園＞

みどりのもりでの一コマ

笠懸幼稚園

１２月１９日（水）

青年部員３名

笠懸第１保育園

１２月２１日（金）

青年部員３名

笠懸いずみ保育園

１２月２１日（金）

青年部員３名

笠懸いずみ第２こども園

１２月２５日（火）

青年部員３名

みどりのもり

１２月２５日（火）

青年部員３名

③利子補給・中退共補助受付状況
１月７日（月）～１０日（木）までの４日間、平成３０年分利子補給及び中退共補助
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】１４４事業所・金額１１，３７１千円（昨年は１５７事業所・金額１５，０６８千円）
【中退共】１４事業所・金額６０６千円（昨年は１７事業所・金額６８２千円）
＊毎年１２月に全事業所へ案内を郵送しています。 申請を忘れてしまった事業所の方は、今年は
申請漏れのないよう郵送物には目を通して下さい。
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④会員交流ボウリング大会
３月４日（月）午後７時から桐生スターレーンにおいて「会員交流ボウリング大会」が開催されました。
参加者は２ゲームトータル（女性は１ゲーム２０ピンのハンデ付き）のスコアで競い合い、楽しく汗を流
しました。ゲーム終了後には同会場で表彰式が開催され、順位賞やとび賞などの賞品が授与され、

各会員が交流を深めました。
式において金子会員交流企画委員長より、今回の参加者は
３１人と年々参加者が減ってしまっているため、開催時期や
周知の方法など、なるべく多くの方にご参加いただけるよう
工夫したいとのお話がありました。会員の皆様には是非、積
極的に会員交流企画にご参加下さいますようお願い申し上げ
ます。今回のボウリング大会の主な結果は以下のとおりです。
☆個人の部☆

団体優勝したサービス部会（上位３名）
並びに個人の部表彰の左から風間・
茂木・齋藤さん

優勝：茂木 幸江（沼田屋タクシー）、準優勝：風間 昭宏
(沼田屋タクシー）、３位：齋藤 友莉（居酒屋呑々） ＜敬称略＞
☆団体の部☆ 優勝：サービス部会

始球式を行う大日方企画交流委員

和気あいあいと楽しむ参加者

繊維部会のメンバーと西村商工会副会長

経営者・後継者の皆様へ

経営計画作成セミナー

―開催のお知らせ－

経営計画の策定を通じて「小規模事業者持続化補助金」（補助額上限５０万円）申請書の作成も
可能になります。ご参加をお待ちしています。
日 時／平成３１年３月２６日（火）、２７日（水） 午後６時３０分から８時３０分まで
場 所／笠懸町商工会館 ※参加費無料
★お申込み・お問い合わせは笠懸町商工会まで（ＴＥＬ７６－２５０７）お願いします。
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⑤新規加入事業所のご紹介

ＮＡＲＩ（ナリ）接骨院
住
所：みどり市笠懸町鹿3890-3
代 表 者：成塚 政隆
電話番号：0277-76-5005
営業時間：月～金 8:00～12:00 16:00～20:00
土8:00～12:00
定 休 日：土曜日午後、日曜日、 祝日
事業内容：骨折・打撲・脱臼・捻挫・交通事故・
労災の治療
取材内容：今回、笠懸町鹿に開院いたしました、NARI接骨院さんに取材に伺わせて頂きまし
た。国道50号線沿いでアクセスしやすく外壁に大きなオリジナルのロゴ入りの看板があるの
で、迷うことなく辿りつけました。院内は落ち着ける空間となっており、待合には本やＴＶ
が置いてあるので、退屈な待合時間とならないようにと院長の気遣いが感じられました。取
材に伺った中で驚いたのが、酸素カプセルもあり、日々の疲れや、運動で疲れた身体を癒そ
うと、利用に訪れる方もいらっしゃるそうです。院の特徴や事業内容をお聞きしたところ、
病院での勤務経験による外傷治療への豊富な知識と経験を活かした専門的な治療を行える
点。国道50号線沿いでアクセスしやすく、豊富な治療機器による時短治療や、営業時間を長
くすることで、忙しい方でもしっかりとした治療が行えるようになっているそうで、スポー
ツトレーナーやテーピング治療などのスポーツ関係者への対応等、サポートも充実している
そうです。
御困りの際は是非ご利用頂けたらと思います。
（取材：近藤）

診察室

酸素カプセル

⑥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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⑦新規加入事業所のご紹介
株式会社M&C
住

所：太田市大原町２６１１－４（事務所、工場）
みどり市笠懸町久宮３８２－２３（倉庫）
代 表 者：代表取締役 松井千秋
電
話：０２７７－４７－７８３０
F A X ：０２７７－４７－７８３１
営業時間：８：１５～１７：３０
定 休 日：土曜、日曜
当社は、半導体を始め、様々な業種の製品を研磨する
会社です。他社ではできない精密な研磨作業と精密洗浄
を行うことができます。研磨作業後にネックとなる洗浄
工程も兼ね備えていますので、きれいな状態で製品を
納品できることが当社の強みです。また、女性従業員が
多く、子育てしながらでも働ける環境を整えており、
若手の育成にも「力」を入れています。
どうぞよろしくお願いいたします。
（取材：関口）

太田市の工場

研磨機

製品 １

製品 ２
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⑧編集員コーナー
皆様、こんにちは。広報委員の今泉です。
今回の編集員コーナーは、私も経験のあるラグ
ビーについて色々とお話ししたいと思います。
来年は、世界的なスポーツイベントでもある
「東京オリンピック・パラリンピック」が日本
で開催されます。皆様の中にも、観戦に行かれ
る方もいらっしゃると思いますが、実は今年も
９月２０日から１１月２日にアジア初となる世
界的なスポーツイベントである「第９回ラグ
ビーワールドカップ」が開催されます。
日本全国１２都市で開催される予定となって
おり、群馬県近郊では、東京都調布市の「東京
スタジアム」・神奈川県横浜市の「横浜国際総
合競技場」・埼玉県熊谷市の「熊谷ラグビー
場」等で行われます。
あまり知られていないことですが、日本での
ラグビーの競技人口は、２０１７年の統計によ
ると世界で６位だそうです。意外だと思われる
方もいらっしゃると思いますが、ここには数字

のマジックがあります。それは、ラグビー率と
いうもので、ラグビー人口を総人口で割ると日
本は０．２％となり、かなり低い数字と言わざ
るを得ません。このラグビー率は、「ラグビー
熱」と置き換えることができ、日本においては
＜日本の予選対戦試合＞

ラグビーが他国と比べても人気や普及面にお
いて劣っているという事が明らかに分かりま
す。
しかし、日本は過去のワールドカップ全てに
出場しており、今回は初の決勝トーナメント進
出が期待されています。その中で、今回、日本
（ＷＲ１１位）はプールＡに属し、対戦相手
は、アイルランド（ＷＲ２位）・スコットラン
ド（ＷＲ７位）・ロシア（ＷＲ１９位）・サモ
ア（ＷＲ１６位）で、上位２チームのみが決勝
トーナメントへ進むことが出来ます。因みに２
０１９年１月現在の日本代表メンバーの群馬県
出身者として、サントリーサンゴリアスに所属
している「堀越 康介」選手が、ＨＯ（フッ
カー）として登録をされています。
また、ラグビーは「ラグビーはルールが難し
い」とよく言われますが、最近では、副音声で
の解説や字幕等で分かりやすくルールも解説を
してくれます。
最初は、テレビで観戦も良いと思いますが、
ぜひラグビー場へ足を運んでいただき、コンタ
クト（ぶつかり合う事）の瞬間の音やテレビで
は映ることの少ないポジション取り等のＬＩＶ
Ｅ独特の臨場感を味わっていただきたいと思い
ます。見れば見るほどハマってしまうスポーツ
ですので、ワールドカップをきっかけにラグ
ビーファンになっていただけることを切に願っ
ています。
（担当：今泉）

日本ＶＳロシア

９月２０日（金）

１９:４５

東京スタジアム

日本ＶＳアイルランド

９月２８日（土）

１６:１５

小笠山総合運動公園エコパ
スタジアム（静岡県）

日本ＶＳサモア

１０月 ５日（土）

１９:３０

豊田スタジアム（愛知県）

日本ＶＳスコットランド

１０月１３日（土）

１９:４５

横浜国際総合競技場
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⑨小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が商工会と一体となって実施する販路開拓等の取り
組みを支援するものです。これまでの５年間で県内の商工会地区だけでも約２，３００事業者が採択さ
れ、集客のためのチラシを作成したり、店舗を改装をするなどの事業に補助金を活用しています。今回
の公募は３月１８日以降に発表されるようですが、詳しくは群馬県商工会連合会ホームページ（http://
www.gcis.or.jp）の公募要領と申請書類をご覧いただくか、笠懸町商工会（☎７６－２５０７）へお問い合わせ
ください。以下の概要は現状での分かる範囲の予想になります。（平成３１年３月１８日現在）

平成３０年度補正予算『小規模事業者持続化補助金』の概要
●補助率 ： ２／３
●補助上限額 ： ５０万円（一定の要件に該当する場合は上限が１００万円になります。）
●補助対象となる取り組み例 ： 新規顧客獲得のための設備・什器の導入、販路開拓のためのチラシ
やＨＰの作成、看板設置、展示会出展費用、顧客の増加につながる
店舗改装工事など
●予算額・採択予定件数 ： 全国で約１５０億円（２０，０００社程度の採択を想定）
●公募期間 ： 平成３１年３月１８日（月）以降～ 公募開始から概ね２ヶ月程度（例年）

⑩ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
平成３０年度補正予算による「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募が行われて
います。期間は平成３１年２月１８日（月）～５月８日（水）［当日消印有効］までとなります。
本事業は、中小企業・小規模事業者が取り組む、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品
開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。
内 容
対象類型

ものづくり技術

革新的サービス

ものづくりに関する事業

サービスに関する事業

一般型

・補助額１００万円～１，０００万円
・補助率１／２以内 ※

※先端設備導入計画、経営革新計画の認定・承
認を受けた場合は、補助率２／３以内

小規模型

・補助率１００万円～５００万円
・補助率１／２以内 ※

※同上、他に小規模企業者は補助率２／３以内

⑪軽減税率対策補助金
消費税の軽減税率の実施に伴い、複数税率に対応したレジの導入、受発注システムの改修等を行
う中小企業者を対象に、その費用の一部を国が補助する制度。（Ａ型・Ｂ型・Ｃ型がある。）
〇Ａ型：複数税率対応レジ等の導入等
補助対象

①レジ等の本体、対応するレジ専用ソフト等の導入経費
②発券機
③レジ付属機器（バーコードリーダー、クレジットカード決済端末、レシートプリンタなど）

補助率

導入・改修費用の３／４

補助限度額

レジ１台あたり２０万円が上限（発券機は４０万円が上限）

申請期限等

２０１９年９月３０日までに導入・改修、支払いを終了し、１２月１６日までに申請（事後申請）

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

⑫懸賞（脳トレ問題）当選結果
前回の懸賞クイズの答えは、①ち、②100ℓ、③３でした。応募者５名の方全員が全問正解でした。①は
「いちにち、いちねん」の「ち」の文字、②は容器の大きさが100ℓ、③は〇の数（８は２個となる）。２月２２日
（金）開催の広報委員企画会議において、広報委員が厳正な抽選を行った結果、早川毅さん（早川石材
工業）、藤生幸夫さん（志なの屋）が当選されました。おめでとうございます。賞品として『ビール券２，５００
円分相当』をプレゼントさせていただきます。

⑬懸賞

今回は直感力の問題です。正
解者の中から抽選でプレゼントが当
たります。
♪問題♪
行ってきました「ヘビセンター」。場
所が旧藪塚本町ということで、近す
ぎてかえって機会がありませんでし
たが、先日30年ぶりくらいに遊びに
行ったら当時と変わらぬたたずまい
に懐かしくて涙が出そうでした。
そこで今回のクイズは、帰りに購入
したお土産から出題です。こちらの
木製のヘビのおもちゃ（体長50ｃｍ）
は、いくら位だったでしょうか？
①350円くらい
②650円くらい
③950円くらい

何が当たるかはお楽しみに～
（出題担当：大澤）

【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５月９日（木）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

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

