
 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.６  次号のあずままスポットは「小林米穀店」をご紹介いたします。 お楽しみに！ チョッとひといき･･･Q1 台所で使う「まな板」は、桧（ひのき）の木より、銀杏（いちょう）の木のほうが良い？       Ｐ.１                           

水沼温泉センター  
営業時間 10：30～20：00  定休日 不定休 

代表者  神山 登 

所在地  桐生市黒保根町水沼 120-1 

TEL    0277-96-2500    FAX   0277-96-2505 

HP    http://www.mizunuma-sb.com/ 

Mail    mizunumaekionsen＠chic.ocn.ne.jp 

 

 

 

                 問題  みどり市東町の小中川にある滝の名前は？ 小○大滝  

   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、８月１９日（金）必

着でご応募下さい。 

正解者の中から抽選で「いたくらや 500円商品券」２０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５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 

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 

サンキ 大間々店 みどり市大間々町大間々24-1 

営業時間：10：00～19：00 定休日なし 

TEL：0277-73-7761  FAX：0277-73-7786 

暑い夏を快適に過ごせるファッション・実用衣料を豊富に

取り揃え販売中。 

「駅に温泉・温泉のある駅」で多くの観光客が訪れます。旅行者のお食事処として「ギンヒカリ特製

弁当、山うなぎ丼、きりゅう丼」等人気を博しております。各種団体のご宴会やご法要にも対応してお

りますので、是非ご利用ください。 

http://www.mizunuma-sb.com/
https://www.fi-sanki.co.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「ぐんま創業支援塾」開催！！ 

 ４日間の講義を通して創業するために必要なビジネスの実践的な知識「プラン作成」・「経営、財務」・「人材育

成」・「販路開拓」について、しっかり学ぶ少人数形式のセミナーです。独立・創業をしてアイディアの実現や夢を

かなえたいとお考えの方、創業して間もないが新たな視点で未来を拓こうとお思いの方などのご参加をお待ち

いたします。この４日間の講義を受講し一定の条件を満たした方には証明書が発行され、各種支援策が適用さ

れるメリットがあります。創業をお考えの方はこの機会にぜひご参加ください。 

【日程】 ７月１０日（日）・２４日（日）・８月７日（日）・２８日（日）の４日間、各日とも１３：３０～１６：３０ 

【会場】 みどり市商工会館 （みどり市大間々町大間々１５４９）    【定員】 ２０名（先着順）    

【内容】 創業に関するプラン作成、マーケティング、財務・税務など  【受講料】 無料 

【対象】 創業をお考えの方、創業後間もない方（５年未満） 

◆軽減税率補助金募集中！！ 

消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、複数税率対

応レジの導入・受発注システムの改修などを行うにあたって、補助金が給付されます。軽減税率の適用が延期

されましたが、補助金の募集は継続されますので、この機会に是非ご活用ください。 

【募集期間】 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

【補助率】 ３分の２ （３万円以下の場合は４分の３）   【補助金上限】 １台当たり２０万円まで 

※詳細につきましては、商工会（TEL ７３－６６１１）までお問い合わせ下さい。 

 

 

 ８月１日（月）大間々祇園まつりで行われる「企業・団体みこしパレード」の商工会 

みこしかつぎ人を募集いたします。参加資格として、商工会の会員ご本人・家族・ 

従業員の方です。身支度については商工会で用意いたします。  

商工会（73-6611）にお申し込みください。 

ご参加お待ちしております。 

 

 

５月２３日（月）ブレッシングにおいて開催された総代会では提出された４議案とも原案通り承認可決されまし

た。平成２８年度の基本方針は、「商工会に相談してよかったと実感していただける経営指導を中心に進める

こと」を主とし、行政機関、関係機関、そして地域の皆様と連携して「身近な商工会・頼れる商工会・行動する商

工会・提案する商工会」を目指すことが明記 

されました。 

◆平成２８年度 重点事業  

1.経営支援体制の充実強化 

2.各種補助金獲得事業の充実強化 

3.部会活動の拡充及び活性化 

4.会員増強による組織強化対策の推進 

5.自主財源確保による財政基盤の確立 

 

また、総代会に先立ち「平成２８年度永年勤続優良従業員表彰」が行われました。これは、みどり市商工

業の発展に貢献している優良な従業員を表彰することにより、従業員の勤労意欲の向上と地元企業への定着

を図ることを目的として行われています。また、２０年以上勤務者には、みどり市からの表彰も併せて行われま

した。 

本年度表彰された方々は以下の通りです。 

㈱東葉電機製作所 

星野三郎（３０年）   金子幹夫（３０年）   

星野日出子（２０年）  川本よし子（２０年）  

松島孝幸（１５年）  笹野公彦（１５年）  松本泉（１５年） 

 金子孝子（１５年）   前原薫（１５年）    柳沢嵩（１０年） 

星野豊明（１０年）   小林智史（１０年） 小林節子（１０年）   黒田芳子（１０年）     尾池允吾（５年） 

㈱足利屋洋品店 

金井真理子（２２年）  蛭間千恵（２１年） 

(有)田村自動車板金 

赤石亮(１０年)  

 

Ｐ.２ チョッとひといき･･･Q２ 日焼け止めは、外出する直前か、または外に出て日陰で肌に塗ったほうが良い？ 豆知識･･･ 人間は血液中の栄養素が十分満たされていれば空腹感を感じないため、点滴だけで生きていくことができる Ｐ.５ 

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・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、是非ご覧下さ

い！！URL：http://www.midori-sci.or.jp/ 

  

大間々・東地域の皆様、初めまして。今年度より

みどり市商工会に配属となりました堀川大陸と申し

ます。商工会職員としてはもちろん、社会人としての

経験自体が浅いため皆様にはご迷惑をおかけする 

ことがあるかとは思いますが、今後 

商工会職員として信頼を得られるよ 

う努力して行きますのでどうぞよろ 

しくお願い致します。 

堀川 大陸（ほりかわ たいりく） 

蜂 須 電 気  
営業時間 8：00～18：00  定休日 日曜日 

代表者  蜂須 明守 

所在地  みどり市東町花輪 359-4 

TEL    0277-97-3537   FAX   0277-97-3537 
 みどり市東町花輪で電気工事業を営んでおります。一般住宅配線から店舗工事・ 

動力工事まで各種電気工事を承ります。お客様に満足していただけるよう、親子 

二代親切丁寧な仕事を心掛けて頑張っていますので、よろしくお願い致します。 

大間々祇園まつり『企業・団体みこしパレード』かつぎ人募集！！ 

地区 事業所名 代表者名 業種

桐原 有限会社　ドリーム 前原　充 裁断・縫製業

新規加入会員の紹介 平成 2８年 4 月～ 

※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） 

http://www.bing.com/images/search?q=%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e7%8a%b6%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=7695AF1F3AE60A86981D1AF25602F84417BECEA8&selectedIndex=3&ccid=IPes/1pM&simid=608017681947561383&thid=OIP.M20f7acff5a4c244e2f5b95ae2d0bc92ao0
http://www.midori-sci.or.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 中 大 滝 （こなかおおたき） 

 みどり市民でさえ名称は聞いたことはあるが行ったことがない方も 

多いのではないでしょうか？ 今回、委員会メンバーが自ら足を 

運びご紹介させていただきます。小中大滝は、小中川の清流が長い 

年月をかけて造り上げた落差９６mの壮大な滝です。水しぶきを 

上げて滝つぼへ落ちていく姿を見ると、今にも引き込まれてしまい 

そうな心地がするでしょう。春には新緑とヤシオツツジのピンクの 

コントラストが、また秋には燃えるような紅葉が大滝を彩り、滝の 

美しさを一層ひきたてます。豊かな自然にかこまれた大滝は、ほか 

では味わうことのできない魅力があふれています。 

 大滝の手前に赤いつり橋（けさかけ橋）がありますが、通常の 

つり橋と違い、勾配のある階段状のつり橋で、少しスリルが味わえ 

ます。 

※注意事項 

○トイレに紙がないので持参してください。 

○道中小さな落石等があるので運転に気を付け 

てください 

 丸美屋自販機コーナー 
（通称 花輪 Pパック） 

国道１２２号線上花輪あたりに自販機コーナー 

があります。マスコミにも取り上げられ、昭和 

レトロ感満載です。取材当日は平日にもかかわらず県外ナンバーの車や 

バイクであふれておりました。私たちも話題のうどんを買い、通常「かき 

揚げ天」ですが大当たりだと「えび天」が追加され、ドキドキしながら自 

販機から出来上がりのうどんが出てくるのを待ちました。委員のうち１名 

は大当たりの「えび天」をゲットしました。 

 皆様もぜひ一度、小中大滝、丸美屋自販機コーナーに足を運んでみてく 

ださい。 

チョッとひといき･･･答え Q1 銀杏のほうが良い。  ※銀杏は殺菌作用が高く、また、刃物にもやさしいため     Ｐ.３  

http://www.bing.com/images/search?q=%e3%81%88%e3%81%b3%e5%a4%a9%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=9F1D0D32C260678295545E8CE4857EB8A4892982&selectedIndex=2&ccid=PrMnlso/&simid=607989240683432003&thid=OIP.M3eb32796ca3f85d47c1aaa570bef0938o0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《平成２８年度通常総会開催》 
４月２１日（木）豊田館にて青年部通常総会が開催され、全議案とも 

承認可決されました。総会終了後には、懇親会を開催し、部員同士の 

親睦を深めました。 

《全国統一事業「“絆”感謝運動》 
６月１４日（火）の早朝、赤城駅前ロータリーのゴミ拾い・草取りなどの清掃活動 

を実施しました。 

この事業は、商工会の日（６月１０日）に合わせ、地域へ感謝の気持ちを込めて 

実施したものです。仕事の前に、気持ちのいい汗を流しました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

 

≪わたらせ渓谷鐡道花桃まつり≫ 
４月９日（土）と１０日（日）の二日間、わたらせ渓谷鐡道神戸駅の花桃まつり 

に女性部として出店致しました。手作り味噌の焼きまんじゅうや酒饅頭、ホット 

珈琲の販売を行い、今年初めて試みた、米粉焼き餅（山椒味噌・ふき味噌・ 

ゆず味噌）も好評でした。桜の花・桃の花は少し散りかけていましたが、来場 

者も多く、天候にも恵まれたイベントでした。 

 

≪平成２８年度通常総会開催≫ 
５月１３日（金）大間々ゴルフ宴会場にて女性部通常総会を、開催致しました。齋藤部長は挨拶で、「二年

目を迎えこれからも女性部が一丸となって商工会そして女性部を盛り上げていきたい」と語って、議事に入り

議案第１号から第４号まで、スムーズに承認可決されました。 

 

Ｐ.４  チョッとひといき･･･答え Q２ 日焼け止めは、皮膚に塗って２０分後頃から浸透するため、外出前３０分くらいが良い。 

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 

よもぎまんじゅう６個入り １０名様 

今泉 悦子    中里 初恵    古川 望     円谷 洋子   百海 芳枝 

天沼 喜八郎   宮田 栄治    新田山 美樹   森田 勝敏   池田 元晴 

                           富弘美術館入場券    ペア１０名様 

青山 義雄    塩谷 さゆり   古川 隆太    阿部 信男   前原 栄 

丸山 嘉子    牛久保 和代   石井 三恵    上澤 和子   塩谷 佳祐         

  (順不同・敬称略) ご応募ありがとうございました。  

                            

あずままだより第４号 当選者発表  答え：「富弘美術館」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「ぐんま創業支援塾」開催！！ 

 ４日間の講義を通して創業するために必要なビジネスの実践的な知識「プラン作成」・「経営、財務」・「人材育

成」・「販路開拓」について、しっかり学ぶ少人数形式のセミナーです。独立・創業をしてアイディアの実現や夢を

かなえたいとお考えの方、創業して間もないが新たな視点で未来を拓こうとお思いの方などのご参加をお待ち

いたします。この４日間の講義を受講し一定の条件を満たした方には証明書が発行され、各種支援策が適用さ

れるメリットがあります。創業をお考えの方はこの機会にぜひご参加ください。 

【日程】 ７月１０日（日）・２４日（日）・８月７日（日）・２８日（日）の４日間、各日とも１３：３０～１６：３０ 

【会場】 みどり市商工会館 （みどり市大間々町大間々１５４９）    【定員】 ２０名（先着順）    

【内容】 創業に関するプラン作成、マーケティング、財務・税務など  【受講料】 無料 

【対象】 創業をお考えの方、創業後間もない方（５年未満） 

◆軽減税率補助金募集中！！ 

消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、複数税率対

応レジの導入・受発注システムの改修などを行うにあたって、補助金が給付されます。軽減税率の適用が延期

されましたが、補助金の募集は継続されますので、この機会に是非ご活用ください。 

【募集期間】 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

【補助率】 ３分の２ （３万円以下の場合は４分の３）   【補助金上限】 １台当たり２０万円まで 

※詳細につきましては、商工会（TEL ７３－６６１１）までお問い合わせ下さい。 

 

 

 ８月１日（月）大間々祇園まつりで行われる「企業・団体みこしパレード」の商工会 

みこしかつぎ人を募集いたします。参加資格として、商工会の会員ご本人・家族・ 

従業員の方です。身支度については商工会で用意いたします。  

商工会（73-6611）にお申し込みください。 

ご参加お待ちしております。 

 

 

５月２３日（月）ブレッシングにおいて開催された総代会では提出された４議案とも原案通り承認可決されまし

た。平成２８年度の基本方針は、「商工会に相談してよかったと実感していただける経営指導を中心に進める

こと」を主とし、行政機関、関係機関、そして地域の皆様と連携して「身近な商工会・頼れる商工会・行動する商

工会・提案する商工会」を目指すことが明記 

されました。 

◆平成２８年度 重点事業  

1.経営支援体制の充実強化 

2.各種補助金獲得事業の充実強化 

3.部会活動の拡充及び活性化 

4.会員増強による組織強化対策の推進 

5.自主財源確保による財政基盤の確立 

 

また、総代会に先立ち「平成２８年度永年勤続優良従業員表彰」が行われました。これは、みどり市商工

業の発展に貢献している優良な従業員を表彰することにより、従業員の勤労意欲の向上と地元企業への定着

を図ることを目的として行われています。また、２０年以上勤務者には、みどり市からの表彰も併せて行われま

した。 

本年度表彰された方々は以下の通りです。 

㈱東葉電機製作所 

星野三郎（３０年）   金子幹夫（３０年）   

星野日出子（２０年）  川本よし子（２０年）  

松島孝幸（１５年）  笹野公彦（１５年）  松本泉（１５年） 

 金子孝子（１５年）   前原薫（１５年）    柳沢嵩（１０年） 

星野豊明（１０年）   小林智史（１０年） 小林節子（１０年）   黒田芳子（１０年）     尾池允吾（５年） 

㈱足利屋洋品店 

金井真理子（２２年）  蛭間千恵（２１年） 

(有)田村自動車板金 

赤石亮(１０年)  

 

Ｐ.２ チョッとひといき･･･Q２ 日焼け止めは、外出する直前か、または外に出て日陰で肌に塗ったほうが良い？ 豆知識･･･ 人間は血液中の栄養素が十分満たされていれば空腹感を感じないため、点滴だけで生きていくことができる Ｐ.５ 

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・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、是非ご覧下さ

い！！URL：http://www.midori-sci.or.jp/ 

  

大間々・東地域の皆様、初めまして。今年度より

みどり市商工会に配属となりました堀川大陸と申し

ます。商工会職員としてはもちろん、社会人としての

経験自体が浅いため皆様にはご迷惑をおかけする 

ことがあるかとは思いますが、今後 

商工会職員として信頼を得られるよ 

う努力して行きますのでどうぞよろ 

しくお願い致します。 

堀川 大陸（ほりかわ たいりく） 

蜂 須 電 気  
営業時間 8：00～18：00  定休日 日曜日 

代表者  蜂須 明守 

所在地  みどり市東町花輪 359-4 

TEL    0277-97-3537   FAX   0277-97-3537 
 みどり市東町花輪で電気工事業を営んでおります。一般住宅配線から店舗工事・ 

動力工事まで各種電気工事を承ります。お客様に満足していただけるよう、親子 

二代親切丁寧な仕事を心掛けて頑張っていますので、よろしくお願い致します。 

大間々祇園まつり『企業・団体みこしパレード』かつぎ人募集！！ 

地区 事業所名 代表者名 業種

桐原 有限会社　ドリーム 前原　充 裁断・縫製業

新規加入会員の紹介 平成 2８年 4 月～ 

※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） 

http://www.bing.com/images/search?q=%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e7%8a%b6%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=7695AF1F3AE60A86981D1AF25602F84417BECEA8&selectedIndex=3&ccid=IPes/1pM&simid=608017681947561383&thid=OIP.M20f7acff5a4c244e2f5b95ae2d0bc92ao0
http://www.midori-sci.or.jp/


 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.６  次号のあずままスポットは「小林米穀店」をご紹介いたします。 お楽しみに！ チョッとひといき･･･Q1 台所で使う「まな板」は、桧（ひのき）の木より、銀杏（いちょう）の木のほうが良い？       Ｐ.１                           

水沼温泉センター  
営業時間 10：30～20：00  定休日 不定休 

代表者  神山 登 

所在地  桐生市黒保根町水沼 120-1 

TEL    0277-96-2500    FAX   0277-96-2505 

HP    http://www.mizunuma-sb.com/ 

Mail    mizunumaekionsen＠chic.ocn.ne.jp 

 

 

 

                 問題  みどり市東町の小中川にある滝の名前は？ 小○大滝  

   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、８月１９日（金）必

着でご応募下さい。 

正解者の中から抽選で「いたくらや 500円商品券」２０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５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 

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 

サンキ 大間々店 みどり市大間々町大間々24-1 

営業時間：10：00～19：00 定休日なし 

TEL：0277-73-7761  FAX：0277-73-7786 

暑い夏を快適に過ごせるファッション・実用衣料を豊富に

取り揃え販売中。 

「駅に温泉・温泉のある駅」で多くの観光客が訪れます。旅行者のお食事処として「ギンヒカリ特製

弁当、山うなぎ丼、きりゅう丼」等人気を博しております。各種団体のご宴会やご法要にも対応してお

りますので、是非ご利用ください。 

http://www.mizunuma-sb.com/
https://www.fi-sanki.co.jp/

