
  

 

 

 

                                                                 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.６  答え ①. 大間々銀行  ②. 今泉嘉一郎  ③. キジ  ④. １７駅 チョッとひといき･･･今回のテーマは「商工フェスタクイズ王のクイズ」です！！                   Ｐ.１                           

 

焼きがし果々菓 

                  

 

問題 女性部が小学新１年生に贈るのは何用キーホルダー？ ○○用キーホルダー  

 応募方法：ハガキに①答え②住所③氏名④電話番号⑤紙面へのご意見ご感想を必ず記入し、５月１７日

（金）必着でご応募下さい。正解者の中から抽選で焼きがし 果々菓 500円商品券 10名様プレゼント 

応募先：〒376-0101 みどり市大間々町大間々1549 みどり市商工会 情報化対策委員会 

あずままだより 第１6号   発行   みどり市商工会  会長 関口 好一    編集 情報化対策委員会広報担当 

本所    みどり市大間々町大間々1549             TEL 0277-73-6611 FAX 0277-72-2588 

東支所    みどり市東町花輪 103-1                TEL 0277-97-2201 FAX 0277-97-3328 

ＨＰ    http://www.midori-sci.or.jp/ 

会員紹介は随時募集しております。 申込は商工会 板垣まで ７３－６６１１ 

  

ローソン みどり大間々店 
営業時間 ２４時間・年中無休    代表者 大川 潤哉                                  

所在地  みどり市大間々町大間々８３７－１      

TEL   0277－７２－０111 

当店は、平成２６年７月にオープンをいたしました。 

地域と協力をし、安全で美しいマチづくりを心がけて、みな 

さまのご来店を従業員一同、元気な挨拶と笑顔でお待ちして 

おります。 

 また、お店にはイートインスペースもあり、店内調理のお弁 

当や揚げ物・マチカフェコーヒー等をお召し上がりいただける 

ようになっております。 

 

 

 

 

丸美屋商店（お食事処飛鳥・丸美屋自販機コーナー）  
代表者  斉藤 栄      TEL   0277－97－2508（飛鳥） 

丸美屋商店  ： 東町花輪 303－1  8：00～1８：00 年中無休 

お食事処飛鳥 ： 東町花輪 1966-11 11：00～１８：00 月曜日定休 

自販機コーナー： 東町花輪 1973   ２４時間営業   年中無休 
 

  飛鳥では、ハンバーグ・アジフライ等の各種定食やカレー・パスタなどをご用 

意しております。平日ランチは定食を頼んだ方限定でコーヒーが８０円になりま 

す！お気軽にお越しください。 

自販機コーナーでは、当たり付き天ぷらうどん・そばをメインに、ひも川うどん・ 

ラーメン他・２種類のトーストサンド・飲み物類を販売しております。季節の天ぷ 

らを是非お楽しみ下さい。 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度 通常総代会  5月 22日（水） 午後 4時より      

 

《小学新１年生への防犯用キーホルダー作成》 
２月２５日（月）、大間々町・東町の５つの小学新１年生に贈る「防犯用キーホルダー」を作成しました。女性部

の地域貢献活動の一環として毎 

年行っており、部員同士わきあ 

いあいと協力しながら、１６０個の 

キーホルダーを作成しました。 

 

 

《女性部員募集中!!》 
みどり市商工会女性部では、随時部員を募集しております。主な活動内容といたしまして、地域でのイベント

協力・研修旅行・新春交歓会等、楽しい行事を行っております。無理なく、楽しく、魅力的な女性部で一緒に活

動してみませんか？ 

【加入条件】 

・みどり市商工会の会員（法人ではその役員）もしくはその配偶者 

・みどり市商工会の会員の親族であって、その事業に従事している女性の方 

興味のある方は下記までお問合せください。 

問い合わせ先 商工会 TEL ７３－６６１１ 女性部担当 根本まで 
 

  

 
 

《小規模事業者持続化補助金の公募が開始されます》 

小規模事業者持続化補助金の公募が間もなく始まります。この補助金は、小規模事業者が販路開拓の取り

組みに活用できる補助金です。当地域でも多くの事業者が活用しております。商工会では申請に必要な経営計

画の作成支援を行っています。申請を検討される方はお早めに商工会へご相談ください。 

・補助金上限額：５０万円  ・補助率：３分の２  ・公募期間：未定（３月３１日現在） 

・補助対象経費例：新規顧客獲得のための設備等導入費、販路開拓のためのチラシ・ホームページ作成費 

看板設置費、展示会出展費用、店舗改装費など 

《ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募中》 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金が公募中です。この補助金は、中小企業者・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のための設備投

資等に活用できます。申請を検討される方はお早めに商工会へご相談ください。 

・公募期間：５月８日まで 

【一般型】   ・補助金額：１００万円～１，０００万円 ・補助率：２分の１ 

【小規模型】 ・補助金額：１００万円～５００万円   ・補助率：２分の１ 

※先端設備等導入計画の認定・経営革新計画の承認を受けた場合は補助率３分の２ 

・補助対象経費例：生産性向上に資する機械装置費、知的財産権等の技術導入費、専門家経費、クラウド利用

費、試作品開発における原材料費・外注加工費・委託費など 

                      異 動 ・ 退 職 者 挨 拶 

Ｐ.２ ①みどり市大間々の博物館「コノドント館」。 大正１０年建築当初は何の建物だったでしょうか？ ④桐生市、みどり市、日光市を通るわたらせ渓谷鐵道、駅の数はいくつでしょうか？                       Ｐ.５ 

開催日時：７月７日（日） 午後１：００～午後７：００ 

場   所：３丁目ながめ通り 
 毎年恒例となりました「七夕まつり」を今年も開 

催します。 

                  市内5小学校・５保育園・１幼稚園のこども達の「夢」

を書いた短冊が笹に飾られ、沿道を彩り、昨年同

様、いろいろなイベントや飲食店が出店します。  

ぜひ遊びに来て下さい。 
 

 

 

 

青年部では、随時新入部員を募集しています。 
加入条件は、満４５歳以下でみどり市商工会員の事業経営者及びその親族、かつ、その会 

員の事業に勤務している方です。私たちは、事業の更なる発展はもとより、街の活性化を図る 

原動力として知恵を出し合い、活動を通じ地域に貢献しています。４４名の様々な業種の仲間 

が在籍し、人脈を広げると共に、事業拡大や自己の成長に繋げています。あなたも、是非私 

たちと一緒に、まちづくり、仲間づくりを行いませんか？そして共に、自分自身と事業の成長を目指しましょう！ 
 

問い合わせ先 商工会 TEL ７３－６６１１ 青年部担当 堀川まで 

 
 

《》 

 

 この度、４月１日より群馬伊勢崎商工会に異動する

こととなりました。 

思い返せば、平成１４年４月に異動により旧大間々

町商工会に赴任し、前任地と比較して会員数３倍、職員

数２倍の大規模な商工会ということで、大きな期待と

僅かに不安な気持ちを抱えながらスタートしたのを懐

かしく思い出します。 

それから１７年間という年月が経ち、その間に多く

の役員並びに会員の皆さんをはじめ、関係機関の皆さ

んと出会い、数えきれないほどの貴重な経験をさせて

いただきました。その中でも、平成２７年４月に旧東町

商工会と旧大間々町商工会の合併により「みどり市商

工会」が設立されたことに一職員として携われたこと

は、記憶に新しく大きな経験の一つとなっています。 

今後は新しい赴任先で慣れない環境とはなります

が、この地で経験し学ばせていただいたことを大きな

糧として、また新たな気持ちで日々の業務に励みたい

と思っております。 

最後になりますが、皆さま方 

の今後の更なるご発展とご活躍 

を心からお祈り申し上げ、異動 

にあたってのご挨拶とさせてい 

ただきます。 

大変お世話になり、誠にありが 

とうございました。 

 

 

 

 

３月３１日をもちまして、定年退職となりました。 

 昭和５４年８月藪塚本町商工会に勤務し、異動にて

平成１６年４月に旧大間々町商工会に配属となり、記

帳の仕事はもちろんのこと、女性部・サービス・建設

部会の活動にも携わり、お陰様で会員さんとの信頼関

係もでき、色々勉強になりました。女性部に関しては

８年間担当させていただき、講演会・健康体操・イベ

ントと、部員の皆さま方の協力のもと行えたことは良

い思い出です。小学新１年生に贈呈してる「防犯用キ

ーホルダー」については、私も個人的に作って友達に

あげたりしております。もう一つ長く担当していたの

が広報です。第１号の「ままのあきんど」合併後も改

名した「あずままだより」第１６号まで、記事と写真

等で苦労し失敗しながら、最後に自分の退職挨拶の記

事とともに楽しい思い出になりました。 

お陰様で１５年間にわたり職務を 

果たすことができたのも、役員・会 

員の皆さまのご指導ご協力があった 

からだと心から感謝申し上げます。 

しばらくの間、のんびり過ごさせて 

いただきます。また何処かでみかけ 

たらぜひ気軽に声をかけて下さい！ 

きっと笑顔で返すと思います。 

大変お世話になりました。ありが 

とうございました。 
 

経営支援員 長島 佐枝子 

 

経営指導員 北爪 隆志 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②東町花輪生まれの工学博士、日本鋼管㈱の創立者で「日本の近代製鉄の父」と呼ばれる人は？           Ｐ.３  

  

                            

関口 莉麻    船越美津枝    梅垣 衛    梅垣 玲子   長島 英男

小池 正夫    小池 則子    小池 和正   増田とも子   高草木伸一     

  (順不同・敬称略) ご応募ありがとうございました。  

                            

 

 

《勉強会開催‼》 
２月２２日(金）鮨国において、１７名が出席して勉強会を開催しました。 

講師は沢入の古田島石材店・古田島和茂氏と、高津戸の小島紙器・小島富夫 

氏の両者です。 

古田島氏は東町の石材業者の歴史・変遷など話されました。鉄道の敷石で栄 

え、東京オリンピックで栄え、バブルで栄え、最盛期は約３０社で年間約２８憶円 

もの売り上げがあったそうです。その後、中国など外国から安価な石材が輸入さ 

れるようになり、今に至ります。 

小島氏は段ボール制作の難しさを話されました。注文は、箱の内寸・外寸 

の違い、展開図の作成、適材用紙の発注等の苦労があるそうです。仕事の合間 

を見て、プログラムの精度を上げ、業務の効率化を図ったようです。簡単に見え 

る段ボールも難しいですね。 

自社の事業とは違う勉強会で、大変興味のあるお話でした。 

勉強会の後は、新年会を開催しました。勉強会の話を肴に、大変盛り上がって 

いました。次回はぜひ、皆様もご参加ください。 

 

 

 

 

《経営者が語る勉強会開催‼》 
 ２月２１日（木）ブレッシングにおいて、１２名の出席のもと勉強会を行いました。この勉強会は部会員に講師 

をお願いし、自己紹介を含め経営に役立つことや業界の情報等をスピーチしてもらうもので、昨年一昨年に続

き３回目の開催となります。今回は群馬銀行大間々支店の三浦辰也支店長と有限会社アザミの阿左美義春氏

に講師をお願いしました。 

三浦氏はみどり市の人口や事業所数について、数値とグラフを用いてどれ程減少しているかの実態を明ら

かにするとともに、今後の当地区の目指すべき姿について展望を話されました。 

阿左美氏は、ＩＴ利活用による労働生産性の向上について、小規模事業者が 

どのような取り組みが出来るかを小規模企業白書の取り組み事例を参考にして 

説明して頂きました。 

 参加者は講演を熱心に聞 

き入り、自身の事業所に置 

き換えての質問が多くされ 

ました。その後の懇親会で 

も勉強会の内容で会話が 

弾み、大変有意義な時間 

を過ごしました。 

 

  ※松屋旅館は現在ランチ営業を一時休止しています。６月より再開予定ですので、ご来店お待ちしております。

                            



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.４  ③みどり市指定の花は「菊」と「カタクリ」、木は「サクラ」、では鳥は？        

 

 

 

《２０１９年４月１日から働き方改革関連法が順次施行されます》 

項  目 概  要 
適用期日 

中小企業 大企業 

残業時間の上限規制 

・残業時間の上限を原則月４５時間、年３６０時間とする 

・特別条項は年７２０時間、単月１００時間未満（休日労働

含）、複数月平均８０時間（休日労働含）を限度とする 

２０２０．４ ２０１９．４ 

年５日間の年次有給

休暇の時期指定 

・年間１０日以上年次有給休暇を付与している労働者に

対し、年５日は時季を指定しての取得を義務とする 
２０１９．４ ２０１９．４ 

月６０時間超え残業の

割増賃金率の引上げ 

・月６０時間を超える残業は、割増賃金率５０％以上とす

る 
２０２３．４ 施行済 

労働時間の状況の客

観的な把握 

・管理監督者を含むすべての労働者に対し、客観的な方

法、その他適切な方法による労働時間の把握を義務と

する 

２０１９．４ ２０１９．４ 

同一労働同一賃金 
・いわゆる非正規労働者（短時間・有期雇用・派遣）と正

規雇用労働者との不合理な待遇差の禁止 
２０２１．４ ２０２０．４ 

 

大間々店：みどり市大間々町大間々401-1 

  

  

新規会員募集中！ 
商工会では、中小事業者の発展を図るため、会員増強

活動を実施しています。お知り合い・お取引先などで未加

入の事業所や、お近くにお店や工場ができた場合は、ぜ

ひ、商工会にご紹介ください。 

――――――――商工会活用内容―――――――― 
○経営相談 ○専門家派遣 ○各種セミナー・講習会への参加 

○融資相談 ○経理・税務相談 ○労務相談 ○共済制度など 

HP http://www.midori-sci.or.jp/ 

  

http://www.midori-sci.or.jp/


   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度 通常総代会  5月 22日（水） 午後 4時より      

 

《小学新１年生への防犯用キーホルダー作成》 
２月２５日（月）、大間々町・東町の５つの小学新１年生に贈る「防犯用キーホルダー」を作成しました。女性部

の地域貢献活動の一環として毎 

年行っており、部員同士わきあ 

いあいと協力しながら、１６０個の 

キーホルダーを作成しました。 

 

 

《女性部員募集中!!》 
みどり市商工会女性部では、随時部員を募集しております。主な活動内容といたしまして、地域でのイベント

協力・研修旅行・新春交歓会等、楽しい行事を行っております。無理なく、楽しく、魅力的な女性部で一緒に活

動してみませんか？ 

【加入条件】 

・みどり市商工会の会員（法人ではその役員）もしくはその配偶者 

・みどり市商工会の会員の親族であって、その事業に従事している女性の方 

興味のある方は下記までお問合せください。 

問い合わせ先 商工会 TEL ７３－６６１１ 女性部担当 根本まで 
 

  

 
 

《小規模事業者持続化補助金の公募が開始されます》 

小規模事業者持続化補助金の公募が間もなく始まります。この補助金は、小規模事業者が販路開拓の取り

組みに活用できる補助金です。当地域でも多くの事業者が活用しております。商工会では申請に必要な経営計

画の作成支援を行っています。申請を検討される方はお早めに商工会へご相談ください。 

・補助金上限額：５０万円  ・補助率：３分の２  ・公募期間：未定（３月３１日現在） 

・補助対象経費例：新規顧客獲得のための設備等導入費、販路開拓のためのチラシ・ホームページ作成費 

看板設置費、展示会出展費用、店舗改装費など 

《ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募中》 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金が公募中です。この補助金は、中小企業者・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のための設備投

資等に活用できます。申請を検討される方はお早めに商工会へご相談ください。 

・公募期間：５月８日まで 

【一般型】   ・補助金額：１００万円～１，０００万円 ・補助率：２分の１ 

【小規模型】 ・補助金額：１００万円～５００万円   ・補助率：２分の１ 

※先端設備等導入計画の認定・経営革新計画の承認を受けた場合は補助率３分の２ 

・補助対象経費例：生産性向上に資する機械装置費、知的財産権等の技術導入費、専門家経費、クラウド利用

費、試作品開発における原材料費・外注加工費・委託費など 

                      異 動 ・ 退 職 者 挨 拶 

Ｐ.２ ①みどり市大間々の博物館「コノドント館」。 大正１０年建築当初は何の建物だったでしょうか？ ④桐生市、みどり市、日光市を通るわたらせ渓谷鐵道、駅の数はいくつでしょうか？                       Ｐ.５ 

開催日時：７月７日（日） 午後１：００～午後７：００ 

場   所：３丁目ながめ通り 
 毎年恒例となりました「七夕まつり」を今年も開 

催します。 

                  市内5小学校・５保育園・１幼稚園のこども達の「夢」

を書いた短冊が笹に飾られ、沿道を彩り、昨年同

様、いろいろなイベントや飲食店が出店します。  

ぜひ遊びに来て下さい。 
 

 

 

 

青年部では、随時新入部員を募集しています。 
加入条件は、満４５歳以下でみどり市商工会員の事業経営者及びその親族、かつ、その会 

員の事業に勤務している方です。私たちは、事業の更なる発展はもとより、街の活性化を図る 

原動力として知恵を出し合い、活動を通じ地域に貢献しています。４４名の様々な業種の仲間 

が在籍し、人脈を広げると共に、事業拡大や自己の成長に繋げています。あなたも、是非私 

たちと一緒に、まちづくり、仲間づくりを行いませんか？そして共に、自分自身と事業の成長を目指しましょう！ 
 

問い合わせ先 商工会 TEL ７３－６６１１ 青年部担当 堀川まで 

 
 

《》 

 

 この度、４月１日より群馬伊勢崎商工会に異動する

こととなりました。 

思い返せば、平成１４年４月に異動により旧大間々

町商工会に赴任し、前任地と比較して会員数３倍、職員

数２倍の大規模な商工会ということで、大きな期待と

僅かに不安な気持ちを抱えながらスタートしたのを懐

かしく思い出します。 

それから１７年間という年月が経ち、その間に多く

の役員並びに会員の皆さんをはじめ、関係機関の皆さ

んと出会い、数えきれないほどの貴重な経験をさせて

いただきました。その中でも、平成２７年４月に旧東町

商工会と旧大間々町商工会の合併により「みどり市商

工会」が設立されたことに一職員として携われたこと

は、記憶に新しく大きな経験の一つとなっています。 

今後は新しい赴任先で慣れない環境とはなります

が、この地で経験し学ばせていただいたことを大きな

糧として、また新たな気持ちで日々の業務に励みたい

と思っております。 

最後になりますが、皆さま方 

の今後の更なるご発展とご活躍 

を心からお祈り申し上げ、異動 

にあたってのご挨拶とさせてい 

ただきます。 

大変お世話になり、誠にありが 

とうございました。 

 

 

 

 

３月３１日をもちまして、定年退職となりました。 

 昭和５４年８月藪塚本町商工会に勤務し、異動にて

平成１６年４月に旧大間々町商工会に配属となり、記

帳の仕事はもちろんのこと、女性部・サービス・建設

部会の活動にも携わり、お陰様で会員さんとの信頼関

係もでき、色々勉強になりました。女性部に関しては

８年間担当させていただき、講演会・健康体操・イベ

ントと、部員の皆さま方の協力のもと行えたことは良

い思い出です。小学新１年生に贈呈してる「防犯用キ

ーホルダー」については、私も個人的に作って友達に

あげたりしております。もう一つ長く担当していたの

が広報です。第１号の「ままのあきんど」合併後も改

名した「あずままだより」第１６号まで、記事と写真

等で苦労し失敗しながら、最後に自分の退職挨拶の記

事とともに楽しい思い出になりました。 

お陰様で１５年間にわたり職務を 

果たすことができたのも、役員・会 

員の皆さまのご指導ご協力があった 

からだと心から感謝申し上げます。 

しばらくの間、のんびり過ごさせて 

いただきます。また何処かでみかけ 

たらぜひ気軽に声をかけて下さい！ 

きっと笑顔で返すと思います。 

大変お世話になりました。ありが 

とうございました。 
 

経営支援員 長島 佐枝子 

 

経営指導員 北爪 隆志 

 



  

 

 

 

                                                                 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.６  答え ①. 大間々銀行  ②. 今泉嘉一郎  ③. キジ  ④. １７駅 チョッとひといき･･･今回のテーマは「商工フェスタクイズ王のクイズ」です！！                   Ｐ.１                           

 

焼きがし果々菓 

                  

 

問題 女性部が小学新１年生に贈るのは何用キーホルダー？ ○○用キーホルダー  

 応募方法：ハガキに①答え②住所③氏名④電話番号⑤紙面へのご意見ご感想を必ず記入し、５月１７日

（金）必着でご応募下さい。正解者の中から抽選で焼きがし 果々菓 500円商品券 10名様プレゼント 

応募先：〒376-0101 みどり市大間々町大間々1549 みどり市商工会 情報化対策委員会 

あずままだより 第１6号   発行   みどり市商工会  会長 関口 好一    編集 情報化対策委員会広報担当 

本所    みどり市大間々町大間々1549             TEL 0277-73-6611 FAX 0277-72-2588 

東支所    みどり市東町花輪 103-1                TEL 0277-97-2201 FAX 0277-97-3328 

ＨＰ    http://www.midori-sci.or.jp/ 

会員紹介は随時募集しております。 申込は商工会 板垣まで ７３－６６１１ 

  

ローソン みどり大間々店 
営業時間 ２４時間・年中無休    代表者 大川 潤哉                                  

所在地  みどり市大間々町大間々８３７－１      

TEL   0277－７２－０111 

当店は、平成２６年７月にオープンをいたしました。 

地域と協力をし、安全で美しいマチづくりを心がけて、みな 

さまのご来店を従業員一同、元気な挨拶と笑顔でお待ちして 

おります。 

 また、お店にはイートインスペースもあり、店内調理のお弁 

当や揚げ物・マチカフェコーヒー等をお召し上がりいただける 

ようになっております。 

 

 

 

 

丸美屋商店（お食事処飛鳥・丸美屋自販機コーナー）  
代表者  斉藤 栄      TEL   0277－97－2508（飛鳥） 

丸美屋商店  ： 東町花輪 303－1  8：00～1８：00 年中無休 

お食事処飛鳥 ： 東町花輪 1966-11 11：00～１８：00 月曜日定休 

自販機コーナー： 東町花輪 1973   ２４時間営業   年中無休 
 

  飛鳥では、ハンバーグ・アジフライ等の各種定食やカレー・パスタなどをご用 

意しております。平日ランチは定食を頼んだ方限定でコーヒーが８０円になりま 

す！お気軽にお越しください。 

自販機コーナーでは、当たり付き天ぷらうどん・そばをメインに、ひも川うどん・ 

ラーメン他・２種類のトーストサンド・飲み物類を販売しております。季節の天ぷ 

らを是非お楽しみ下さい。 

 


