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女性部事業報告
－女性部 社会福祉協議会へタオル等の寄付を行いました－
今年度は、新型コロナウイルスの影響
により実施できるか心配されましたが、
部員の皆様のご協力により無事例年通
り行うことができました。集められた
タオル・ベルマーク・使用済み切手・
プルトップ・ペットボトルキャップは
木村女性部長が代表し、みどり市社会
福祉協議会に訪問し、寄付してきまし
た。特に名入れタオルは、贈答等で頂
くことが少なくなっていることもあり
大変喜ばれています。平成１６年から
のタオル寄付の累計は、３，２６８本
となっています。ご協力頂いた部員の
皆様、ありがとうございました。
笠懸町商工会女性部

部長

木村園子

㊧木村女性部長 ㊨市社会福祉協議会

柳内会長

第２回笠懸まちゼミ報告（終了）

終了
「第2回笠懸まちゼミ」が11月15日～
12月15日の1か月間にわたり開催され
ました。まちゼミとは事業主が講師
を務め、プロならではの知識やコツ
を伝授する少人数制のミニ講座です。
今回は14事業所により健康・学
び・美容・つくる・食など幅広い
ジャンルの講座が開講されました。
コロナ禍により集客に苦労しました
が、オンライン講座の企画やまちゼ
ミ見学ツアーを開催するなど次回に
向けた新たな試みをすることができ
ました。

まちゼミの様子
令和2年11月19日付「桐生タイムス」より
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「LINE公式アカウント」セミナー開催のお知らせ
LINE公式アカウントとは店舗や企業のLINEアカウントで、セールや新商品の情
報を配信したり、イベントの告知に使うことができます。
新規顧客の獲得に新たな手段を考えている方、リピータを囲い込む良い方法考えている
方・LINE公式アカウントの導入を検討している・既に導入しているが使い方がよくわか
らないなど。２日間×２時間のコースで実践を交えたセミナーになりますのでご興味の
ある方はぜひご参加ください。皆様のご参加をお待ちしております！
◇日 時： 令和３年１月１９日（火）１９：００～２１：００
令和３年１月２６日（火）１９：００～２１：００
◇会 場： 笠懸町商工会館２階大研修室
◇講 師： Ｓｏｆｔ Ｅｙｅ代表 木暮 恵理子 先生
◇定 員： ２０事業所
◇参加費： 無料
◇締 切： 令和３年１月１３日（水）電話・ＦＡＸ・メールにて
◇その他： 詳細は当会HPまたはチラシをご覧ください。

ＳＮＳセミナー開催報告
笠懸町商工会では経営発達支
援計画・伴走型支援事業の一
環として、SNSセミナー
「SNSで集客～Instagramの
共感とFacebookの信用で新
規顧客獲得」が12月10日・12
月17日の2日間にわたり開催
されました。
SNSの始め方から効果的な投
稿の仕方など、SNSによる新
規顧客獲得方法について実践
的に学ぶことができました。
木暮恵理子先生による講義

4

あきない通信

令和2年度新入会員
部会

事業所名

業務内容

所在

金属部会

㈱イー．キューブ

設計・試作・省力化機器作製等

鹿

金属部会

㈱ＣＭＣ

中古機械の買取・販売・運搬・設置

太田市藪塚町

美容サービス業

鹿

弋工

阿左美

サービス部会 ㈱清水屋

料理、返礼品料理

阿左美

サービス部会 スマイル‐アース‐カンパニー

業務請負業

阿左美

サービス部会 Ｄay's eye
建設部会

岩﨑総合建設

飲食部会

中国菜館 恵華

中華料理店

大間々町

商業部会

スナックあざみ

酒類提供

阿左美

デザイン業・広告代理業

阿左美

木造建築工事業

鹿

温熱器・オイルマッサージ・サプリメント

鹿

サービス部会 gros
建設部会

優樹建築

サービス部会 ヒールオン
建設部会

㈱IWGPromotion

鈑金・サイディング

西鹿田

商業部会

K・S・JAPAN㈱

中古車・重機

鹿

商業部会

あかぎ園芸㈱

園芸肥料製造卸

伊勢崎市香林町

金属部会

㈱グンエイ

プラスチック部品・航空部品・自動車部品

伊勢崎市香林町

料理教室

阿左美

サービス部会 キッチン 餉
飲食部会

らーめん・つけ麺 虎心

ラーメン店

大間々町

商業部会

パン工房ann

パン製造・販売業

鹿

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師

阿左美

サービス部会 HISA接骨院

商業部会

ef SPORT

オートバイ修理・部品販売

西鹿田

金属部会

須田運送㈱

自動車部品等運送業

阿左美

飲食部会

焼肉・ホルモン あぶりや

焼肉・ホルモン

鹿

整体

阿左美

中華料理店

阿左美

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師

久宮

ギフト商品・中小企業診断士業務

阿左美

アパート賃貸

阿左美

サービス部会 Ｗｏｍｂ
飲食部会

中華ちべん

サービス部会 おぐら接骨院
金属部会

㈱ジャパンアイデアセンター

サービス部会 トミーフレア
金属部会

㈱齋藤機械

機械工具販売

鹿

飲食部会

串慶

和食・串焼き

阿左美
令和2年4月1日～12月15日現在・順不同・敬称略

ご入会ありがとうございます。

5

あきない通信

新入事業所紹介

「スマイル-アース-カンパニー」
業務請負業として2019年11月に新規創業
し、県内外の企業から様々な業務を請け
負っています。
現在は新規事業として、感染症対策用光
触媒コート「インバイロシールドM5」の
販売代理店及び施工業務を行っています。
このインバイロシールドM5は室内の蛍光
灯やLEDの光で反応する光触媒コーディ
ング剤で、感染症対策用光触媒コート剤
として国際連合工業開発機関(UNIDO)に
登録され、日本、中国、香港、インド、
シンガポール、マレーシアなどの病院等、
コロナ禍での感染症対策として採用され
ています。弊社では県内でも数少ない
「インバイロシールドM5」の販売から
コーティング施工、抗ウイルス効果の消
毒液の販売までを行えますので、お見積
作成依頼、お待ちしております。

群馬県みどり市笠懸町阿左美648-10
☎0277-77-0327 / 携帯090-7845-0833

「パン工房ann」
長年ベーカリーに勤めていた店主
が2020年7月に開店しました。
パンの種類は季節やその時々でラ
インナップが替わり、今までつ
くったパンは100種類以上！特にカ
レーパンは揚げても数分で売り切
れるほど大人気となっています。
また、店内はにハーバリウムディ
プロマ・華道師範が作るハーバリ
ウムも販売していますので、皆様
のご来店お待ちしております。
群馬県みどり市笠懸町鹿4646-14
☎0277-76-9602 火曜日～日曜日 6:45～18:30
https://pankoubou-ann.com/
あきない通信では新規加入事業所以外にも会員企業のご紹介をいたします。
掲載をご希望の方は笠懸町商工会広報委員会(TEL: 0277-76-2507 )までご連絡ください
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利子補給、中退共補助受付
受付日時：令和３年１月５日（火）～１月８日（金）の４日間
受付日時：午前９：００～１１：３０ 午後１：００～４：３０
【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：令和2年１月１日～令和2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２9年２月１日～令和2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。
※詳細は12月10日に商工会から郵送した案内をご確認ください。
※①「新型コロナウイルス感染症特別貸付（日本政策金融公庫）」
②「新型コロナウイルス感染症対応資金（群馬県）」
につきましては商工会で手続きができませんのでご注意ください。①②に関するお問
い合わせは借入先の金融機関へ直接お問い合わせ頂くようにお願いします。

確定申告指導会
令和２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、お知らせします。
２月

16日(火)・18日(木)・24日(木)・25日(木)・26日(金)

３月

1日(月)・2日(火)・4日(木)・5日(金)・8日(月)・9日(火)

受付時間
9：30～12：00
13：00～16：00

群馬県最低賃金の改正
群馬県祭典賃金
（地域別最低賃金）
特
定
最
低
賃
金

1時間８３７円

製鋼・鉄素形材製造業最低賃金

1時間９２１円

一般機械器具製造業最低賃金

1時間９１０円

電気機械器具製造業最低賃金

1時間９１０円

輸送用機械器具製造業最低賃金

1時間９１０円

発行日
令和2年10月3日

発行日
令和2年12月31日

※最低賃金は時間額で定められており群馬県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
詳しくは群馬労働局労働基準部賃金室（電話027-896-4737）又は県内最寄りの労働基準監督署へ
お問い合わせください。群馬県労働局：https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/
※群馬県最低賃金（地域別最低賃金）引き上げ支援の「業務改善助成金」もご活用ください。
問い合わせ先：雇用環境・均等室 電話027-896-4739
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編集員コーナー
～コロナ渦の今こそおうちワインを楽しもう～
みなさんこんにちは。今年はコロナの影響でおうち時間が大幅に増えた方が多いと思いま
す。忘年会なども自粛が進む中で、お酒好きの方は寂しい思いをされている人もいらっ
しゃるのではないでしょうか。
そんな今こそお家で気軽にワインを楽しんでみませんか？
普段はワインを飲まない、という方もいくつかのポイントを押さえるだけでワインがぐっ
と身近になります。
・コルクではなくスクリューキャップを選ぶ。
→コルクの抜栓、結構面倒ですよね。 最近はスクリュータイプでも質の高いワインが
たくさん出てきています。
・スーパーで入手する。
→わざわざワインショップに行かなくてもスーパーで買い物するついでに気軽に手に
取ってみましょう。レストランでは同じものでも大体3倍ぐらいの価格で提供されて
いるので、リーズナブルに楽しめるのも嬉しいですね。

ワインを入手したら…次はおつまみです！
ワインとの相性（マリアージュ）には、いくつかの法則があります。
白ワインには魚、赤ワインには肉。これは有名だと思いますが、
他にも、
・白ワインには白い食材、赤ワインには赤い食材
・白ワインには蒸し野菜、赤ワインにはグリル野菜
これらの法則を意識しながらお家にあるものでお好みのおつまみを作ってみてください。
オリーブオイル、ナッツ、チーズ等はどんなワインとも合うので常備しておくと便利です。
ビール派の方も最近はクラフトビールなどが簡単に入手できるので味の違いを楽しむのも
おすすめです。またワインはビールなどと比べると少しアルコール度数が高いので飲酒量
には気をつけてくださいね。
今年の年末年始は感染対策をしっかりしながらご家族でおうち飲みを是非楽しんでみてく
ださい。親子仲、夫婦仲が意外と急上昇するかもしれませんよ（笑）

編集員

関口英典
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あきないクイズ
正解者の中から抽選で豪華景品が当たる！

前回の当選者
町田のり子さん(㈱フジテック)、春日一聡さん(㈲K-TEC)
おめでとうございます!
正解は３２万７，０００人 でした！たくさんのご応募ありがとうございました!

今回の景品

クオカード3,000円分 2名様
今回の問題
今回はなぞなぞです。

お
スススス
ヤヤヤ

この職業は何でしょうか？

応募用紙
１．答え

２．事業所名
３．氏 名
４．連絡先

（1事業所1名限り）
住所

☎

５．アンケート
（任意）

応募は①FAX(76-7814) ②郵送(みどり市笠懸町鹿3003-1) ③メール(kouhou@kasakake.or.jp）
いずれかにてご応募してください。たくさんのご応募お待ちしております。

あきない通信
編集：笠懸町商工会 広報委員会
〒379-2313
群馬県みどり市笠懸町鹿3003-1
TEL
0277-76-2507
FAX
0277-76-7814
MAIL
kouhou@kasakake.or.jp
HP
http://www.kasakake.or.jp/

未加入事業所を
ぜひ商工会へ誘ってください！
発行元：笠懸町商工会
発行日：令和２年１２月２２日

