
 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.６  次号のあずままスポットは「いたくら屋」をご紹介いたします。 お楽しみに！ チョッとひといき･･･Q1 サボテンのトゲは葉なのかな？                             Ｐ.１                           

金 子 建 設 
代表者  金子 巖 

所在地  みどり市大間々町桐原７８８ 

TEL    ７２－１５１４    FAX   ７２－１５１２ 

Mail   kaneko＠kensetsu.gunma.jp 

  大間々町桐原で建設業を営んでいます。 この地で創業８０余

年、地域の皆様と共に歩んでまいりました。 今後も皆様に喜ん

でいただけるよう、取り組んでいきたいと思います。 

住まいのことなら何でもご相談下さい。 

 

                   問題  草木ダムの近くにある美術館の名前は？ ○○美術館  

   応募方法：ハガキに①答え②住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥紙面へのご意見ご感想を必ず記入し、５月２０日（金）

必着でご応募下さい。 

正解者の中から抽選で「よもぎまんじゅう 6個入り」１０名様、 「富弘美術館入場券」ペア 10組プレゼント 

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 

出会い・ふれあい・信用組合 

皆様の夢と笑顔を応援します 

http://www.skibank.co.jp/gunmamirai 

 

 

みどり市東町沢入４２８－１ 

ＴＥＬ0277-95-6１２２ 

 

 

あずままだより 第４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            TEL 0277-97-2201 FAX 0277-97-3328 

－安全です! 新鮮です!! － 

とりせん 大間々店 
みどり市大間々町大間々４０１－３ 

朝９時～深夜２４時 

定休日なし 

会員紹介は随時募集しております。 申込は商工会 長島まで ７３－６６１１ 

大間々支店 TEL0277-73-2321 

みどり市東町草木７５  

ＴＥＬ：0277-95-６１３６  FAX：0277-95-６１３８ 

 ＨＰ      http://kusakidrivein.com 

 Mail     info@kusakidrivein.com 

営業時間 平日   ９：００～１７：００ 

     土日祝  ８：００～１７：００ 

     コンビニ ８：００～１９：００  

定休日  年中無休（但し 12月 26日～1月 1日は冬期休業）  

草木湖を一望でき、富弘美術館まで徒歩５分。春の桜・新緑から紅

葉そして雪景色！とても風光明媚なところです。 

 自家製面のうどん・そばをはじめ、丼物・定食等を提供し土産品は

一押しの「製造直売よもぎまんじゅう」そして舞茸をはじめ群馬・栃

木の土産品を取り扱っております。お近くにお越しの際は、是非お

立ち寄りください。 
あずままスポット 

http://www.skibank.co.jp/gunmamirai/index.html
http://www.kusakidrivein.com/index.html
http://kusakidrivein.com/
mailto:info@kusakidrivein.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時：７月３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。 

今年はみどり市制１０周年記念事業「ギネスに挑戦（仮）」も 

同時開催いたします。  

 

市内４小学校・５保育園・１幼稚園のこども達の「夢」が 

書かれた短冊が飾られた笹が沿道を彩り、昨年同様、 

様々なイベントや飲食店が出店します。  

是非遊びに来て下さい。 

今年もスペシャルゲストがくるかも!! 
※新規会員を随時募集しております。お問い合わせは商工会まで！！（本所７３－６６１１・東支所９７－２２０１） 

 

※新規会員を随時募集しております。お問い合わせは商工会まで！！（本所 73-6611・東支所 97-2201） 

新規加入会員の紹介 平成 2８年１月～ 

地区 事業所名 代表者名 業種

大間々 田中興業 田中　知也 鳶業

桐生市 喫茶・茶店 金居　成治 飲食業

塩原 Glee　Green　ふぁ～む　株式会社 提橋　佳子 サービス業

大間々 旬菜トラットリア　ありす 糸井　百合子 飲食業

Ｐ.２ チョッとひといき･･･Q２ トイレットペーパーを三角折りにするのはマナー？ 豆知識･･･ 赤身肉には脂肪燃焼効果を高める「L－カルニチン」が含まれており、ダイエットに嬉しい栄養素を摂取出来る Ｐ.５ 

 

 

                       

 

開催日時：７月３日（日） 午前１０：００～午後４：００ 

場   所：はねたき広場 

 平成 27年 4月 1日に東町商工会と大間々町商工会が合併し、みどり市 

商工会として 1年が経ちました。この合併 1周年を記念して、そば粉・小麦粉などの粉を 

使った食のイベント『粉もんグルメ GP』を開催いたします。 

多くの店舗が参加いたしますので、皆様のご来場お待ちしております。  

 

 

 

◆経営計画作成セミナーを開催しました！ 

今年も小規模事業者持続化補助金の公募が始まり 

ました。この補助金は、小規模事業者の販路開拓、業 

務効率化、生産性向上に向けた取り組み費用の２／３ 

（補助上限 50万）を補助するものです。そこでみどり市 

商工会では、第一回は２月２４・２５日、３月２日みどり市 

商工会管内を対象に、第二回は３月１５・２２日桐生市・ 

みどり市地域を対象として、中小企業診断士の阿左美 

義春氏をお呼びし、経営計画作成セミナーを行いました。 

小規模事業者持続化補助金を申請するには、経営計 

画書が必要となります。多くの方が、補助金を活用したく 

ても、この経営計画書作成をどのようにしたらいいか分からないとの声が多かったため、このセミナーを開催し

ました。約６０事業者が参加し、経営計画書の作成を行いました。参加者の中からは、「計画書を作る経験がな

く、難しかったが自分の事業を見直す上でも大変勉強になった。」との声がありました。 

補助金の申請締切まで１ヶ月弱となりました。経営計画書を更に良いもとするために、４月の中旬ごろ、個別

の相談を行う予定となっていますので、補助金申請をされる方は是非参加してください。 

 

 

 

 
みどり市商工会のホームページを 

リニューアルしました！！ 

補助金制度説明会や経営セミナー等、事業に役立

つ情報をどんどん掲載いたしますので、ご覧下さい。

URL：http://www.midori-sci.or.jp/ 

  

 

 

３月１６日（水）にながめ余興場にて「みどり市商工会合併記念講演 

会」が開催されました。 講師としてテレビでおなじみの獨協大学教授・ 

経済アナリストの森永卓郎氏をお招きして、「日本経済に何が起こってい

るのか？」をテーマに RIZAP でのダイエットの裏話やアベノミクス等の 

経済にまつわる話など幅広くお話をしていただきました。約５３０人の観 

客は終始笑いに包まれたまま講演は閉幕しました。 

                       

今年度末をもって退職することになりました、みど

り市商工会の戸塚です。商工会での勤務は、２年間

と短い期間ではありましたが、会員の方におかれま

しては、在職中大変お世話になりました。厚く御礼申

し上げます。ここでの経験も活かしながら、次の職場 

でもまた頑張っていきたいと思っ 

ています。２年間本当にお世話 

になりました。 

ありがとうございました。 

        

 
戸塚 孝典 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivcCIAu1WfH0AUW2U3uV7/SIG=122r549jm/EXP=1458459656/**http:/www.illust365.net/okashi/gif/o-0011.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivbIsAe1WMgUA9nGU3uV7/SIG=12lt535iv/EXP=1458459308/**http:/www.photolibrary.jp/mhd8/img280/s-20130217110848213496.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimVHBAe1WTRYAlDGU3uV7/SIG=1236mu916/EXP=1458459457/**http:/sozai-site.com/illust/img/07_yatai18.png
http://www.midori-sci.or.jp/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivbwGA.1W1DkAxD.U3uV7/SIG=129fdiks8/EXP=1458459782/**http:/01.gatag.net/img/201507/27l/gatag-00012202.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivbvLBe1WaFQAAheU3uV7/SIG=13kgkl02e/EXP=1458460491/**http:/stat.ameba.jp/user_images/20130626/18/littlegarden-sozai/d0/c3/g/o0206015212589239331.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《新１年生に贈る防犯用キーホルダー作り》 
２月１７日（水） 大間々町・東町の５つの小学校新入生に贈る「防犯 

用キーホルダー」を作成しました。多くの部員の協力で２００個のキー 

ホルダーを作ることが出来ました。女性部の地域貢献活動の一環とし 

て毎年行っています。 

《東中学校新入生に贈るコサージュ作り》 
３月１８日（金） 東中学校新入生に贈る「八重桜のコサージュ」を作成しま 

した。花弁は鮮やかなピンク色に、葉は緑色に染め、裏ばりをしてコテを当 

てて花を組み立てていきます。今年で２３年目を迎え地域に密着した活動に 

なっています。 

 

 

《青年部経営者勉強会》 
３月９日（水） みどり市商工会本所にて、アクサ生命様を講師にお招きして「経営者勉強会」を行いました。 

限られた時間の中で、資金運用や保険のあり方等を分かりやすく説明していただきました。初めて聞くことも

多々あり、参加者は一様に真剣な眼差しで話に耳を傾け、メモをとったり、質問したりと、とても有意義な時間と

なりました。今回の勉強会で学んだことを今後の事業経営の中で役立てていきたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

チョッとひといき･･･答え Q1 ○ トゲは、水分の蒸発を防ぐために出来るだけ表面を減らした結果出来上がった葉   Ｐ.３  

 

 

３月１３日（土） 大間々カントリー倶楽部において、３４名の皆様にご参加 

いただき、ゴルフ大会を開催しました。スタート時は雪が降り厳しい寒さで 

したが、プレーを楽しみ、会員間の交流・親睦が図られました。 

 

優 勝  佐藤 靖  （桐生信用金庫 大間々支店） 

準優勝  柏 晋一  （有限会社 柏製作所）     （敬称略） 

 

第一回みどり市商工会ゴルフ大会 

 

２月２１日（日）に３９名の参加により、東京方面への視察研修を実施しました。「築地市場」で昼食を楽し

み、江戸東京の歴史・文化について、豊富な資料と復元模型を通して観覧できる「江戸東京博物館」を見学 

した後、「浅草仲見世商店街」を訪れました。 

改修工事による統一景観の維持や電柱の地 

中化、カメラ設置による防犯対策など、古来 

の日本情緒あふれる街並みと近代化を融合 

させ、独自性を出している印象を受けました。 

最後は、「浅草演芸ホール」に立ち寄り、古く

から大衆娯楽として人々に親しまれている寄

席を観覧し、楽しみの内に帰路につきまし

た。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月９日（水）に東京ビックサイトで開催された最新の各種建材や 

関連製品・サービスなどを幅広く紹介する「建築・建材展 2016」への 

視察研修を行いました。専門家を講師に迎えセミナーとあわせて、 

これからの住まい・店舗・街づくりに関する最新情報を発信。建設 

技能者の不足と高齢化への対応が近々の課題になる中、これから 

の現場に求められる生産性や安全性の向上、働きやすい環境づくり 

にむけた製品・サービスを集中展示する「工事現場ゾーン」を新設。 

各種作業器機や部材のほか、女性用仮設トイレ、作業用ロボット 

スーツなども紹介。日本デザイン振興会が主催する「グッドデザイン 

賞」を受賞した建築・建材関連製品を紹介する特別企画ゾーン。２０１５年度受賞製品を展示・紹介する特設展

示と受賞企業のブース出展で構成される。阿左美勝二部会長は「今後の建築業界での未来的技術が展示さ

れ、より住みやすい環境がすぐそこまで来ている。世界の技術研究・開発が近年早さを増している」と実感して

いました。 

Ｐ.４  チョッとひといき･･･答え Q２ × 清掃員による「清掃済み」の合図のため三角折りにしている。 

あずままだより第３号 当選者発表  答え：「沢入駅」 

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より－お知らせ－ 

 

 

 

 

 

 

参考 http://www.jc-center.jp/  ジョブ・カード事業ＨＰ 

ジョブ・カード制度をご活用下さい！ 

人材確保・育成を目指す経営者の皆様へ、 

更に使いやすくなった職業訓練制度（厚生労働省/群馬県キャリアアップ助成金）のご活用をご提案いたします！ 
      みどり市商工会 又は 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 TEL０２７６－４５－２１２１ 

黒坂石バンガロー・テント村 １，０００円券 １０名様 

中村 千代子   豊田 雅代    新井 珠季    金子 進一   牛久保 和代 

前原 栄     松永 直久    長島 英男    斎藤 容子   塩谷 こころ 

                           沢入ファミリーオートキャンプ場 １，０００円券 １０名様 

古川 孝     古川 望     樋下田 晴美   青山 義雅   中里 初恵 

小林 紀子    中村 正司    東宮 希依    東宮 由佳   山藤 智徳 

                           

阿部 良子    秋田 やすみ   坂本 直芳  (順不同・敬称略) ご応募ありがとうございました。  

                            

鮨国 ３，０００円食事券 ３名様 

 

 

２月１８日（木）にサンレイク草木において「おもてなし」をテーマに元 

ホテルふせじまの女将、遠藤ひとみ先生に講演をしていただきました。 

おもてなしのための身だしなみ、挨拶の仕方や心構えをユーモア 

たっぷりに解説され、参加部会員からは、「おもてなしについて今から 

できる新しい発見があり、明日から実践したい」との声もあり大変好評でした。 

続いて石原みどり市長より、「みどり市の今後のサービス産業」について講話を頂きました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時：７月３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。 
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同時開催いたします。  

 

市内４小学校・５保育園・１幼稚園のこども達の「夢」が 
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※新規会員を随時募集しております。お問い合わせは商工会まで！！（本所 73-6611・東支所 97-2201） 
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場   所：はねたき広場 

 平成 27年 4月 1日に東町商工会と大間々町商工会が合併し、みどり市 
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◆経営計画作成セミナーを開催しました！ 

今年も小規模事業者持続化補助金の公募が始まり 

ました。この補助金は、小規模事業者の販路開拓、業 

務効率化、生産性向上に向けた取り組み費用の２／３ 

（補助上限 50万）を補助するものです。そこでみどり市 

商工会では、第一回は２月２４・２５日、３月２日みどり市 

商工会管内を対象に、第二回は３月１５・２２日桐生市・ 

みどり市地域を対象として、中小企業診断士の阿左美 

義春氏をお呼びし、経営計画作成セミナーを行いました。 

小規模事業者持続化補助金を申請するには、経営計 

画書が必要となります。多くの方が、補助金を活用したく 

ても、この経営計画書作成をどのようにしたらいいか分からないとの声が多かったため、このセミナーを開催し

ました。約６０事業者が参加し、経営計画書の作成を行いました。参加者の中からは、「計画書を作る経験がな

く、難しかったが自分の事業を見直す上でも大変勉強になった。」との声がありました。 

補助金の申請締切まで１ヶ月弱となりました。経営計画書を更に良いもとするために、４月の中旬ごろ、個別

の相談を行う予定となっていますので、補助金申請をされる方は是非参加してください。 

 

 

 

 
みどり市商工会のホームページを 

リニューアルしました！！ 

補助金制度説明会や経営セミナー等、事業に役立

つ情報をどんどん掲載いたしますので、ご覧下さい。

URL：http://www.midori-sci.or.jp/ 

  

 

 

３月１６日（水）にながめ余興場にて「みどり市商工会合併記念講演 

会」が開催されました。 講師としてテレビでおなじみの獨協大学教授・ 

経済アナリストの森永卓郎氏をお招きして、「日本経済に何が起こってい

るのか？」をテーマに RIZAP でのダイエットの裏話やアベノミクス等の 

経済にまつわる話など幅広くお話をしていただきました。約５３０人の観 

客は終始笑いに包まれたまま講演は閉幕しました。 

                       

今年度末をもって退職することになりました、みど

り市商工会の戸塚です。商工会での勤務は、２年間

と短い期間ではありましたが、会員の方におかれま

しては、在職中大変お世話になりました。厚く御礼申

し上げます。ここでの経験も活かしながら、次の職場 

でもまた頑張っていきたいと思っ 

ています。２年間本当にお世話 

になりました。 

ありがとうございました。 

        

 
戸塚 孝典 
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Ｐ.６  次号のあずままスポットは「いたくら屋」をご紹介いたします。 お楽しみに！ チョッとひといき･･･Q1 サボテンのトゲは葉なのかな？                             Ｐ.１                           

金 子 建 設 
代表者  金子 巖 

所在地  みどり市大間々町桐原７８８ 

TEL    ７２－１５１４    FAX   ７２－１５１２ 

Mail   kaneko＠kensetsu.gunma.jp 

  大間々町桐原で建設業を営んでいます。 この地で創業８０余

年、地域の皆様と共に歩んでまいりました。 今後も皆様に喜ん

でいただけるよう、取り組んでいきたいと思います。 

住まいのことなら何でもご相談下さい。 

 

                   問題  草木ダムの近くにある美術館の名前は？ ○○美術館  

   応募方法：ハガキに①答え②住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥紙面へのご意見ご感想を必ず記入し、５月２０日（金）

必着でご応募下さい。 

正解者の中から抽選で「よもぎまんじゅう 6個入り」１０名様、 「富弘美術館入場券」ペア 10組プレゼント 

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 

出会い・ふれあい・信用組合 

皆様の夢と笑顔を応援します 

http://www.skibank.co.jp/gunmamirai 

 

 

みどり市東町沢入４２８－１ 

ＴＥＬ0277-95-6１２２ 

 

 

あずままだより 第４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            TEL 0277-97-2201 FAX 0277-97-3328 

－安全です! 新鮮です!! － 

とりせん 大間々店 
みどり市大間々町大間々４０１－３ 

朝９時～深夜２４時 

定休日なし 

会員紹介は随時募集しております。 申込は商工会 長島まで ７３－６６１１ 

大間々支店 TEL0277-73-2321 

みどり市東町草木７５  

ＴＥＬ：0277-95-６１３６  FAX：0277-95-６１３８ 

 ＨＰ      http://kusakidrivein.com 

 Mail     info@kusakidrivein.com 

営業時間 平日   ９：００～１７：００ 

     土日祝  ８：００～１７：００ 

     コンビニ ８：００～１９：００  

定休日  年中無休（但し 12月 26日～1月 1日は冬期休業）  

草木湖を一望でき、富弘美術館まで徒歩５分。春の桜・新緑から紅

葉そして雪景色！とても風光明媚なところです。 

 自家製面のうどん・そばをはじめ、丼物・定食等を提供し土産品は

一押しの「製造直売よもぎまんじゅう」そして舞茸をはじめ群馬・栃

木の土産品を取り扱っております。お近くにお越しの際は、是非お

立ち寄りください。 
あずままスポット 

http://www.skibank.co.jp/gunmamirai/index.html
http://www.kusakidrivein.com/index.html
http://kusakidrivein.com/
mailto:info@kusakidrivein.com

