
 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.６  次号のあずままスポットは「御菓子司 大間々 青柳」をご紹介いたします。 お楽しみに！ チョッとひといき･･･Q1 年越しそばは大晦日に残さず食べなければならない？                   Ｐ.１                           

松島建材  
代表者  松島 和也 

所在地  みどり市東町小夜戸 35 

TEL    0277-97-3413   FAX  0277-97-3995 

定休日  日曜日       営業時間 8：00～18：00 
 

 

                  

 

問題 朝採り野菜を沢山取り揃えたお店は？ 旬菜トラットリア○○○  

 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、2月 20日

（月）必着でご応募下さい。正解者の中から抽選でありす・デザートを 3０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 7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 

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 

 

 青いボディのコンクリートミキサー車１０台で、コンクリートを運

送しております。良い仕事をさせて頂けるよう誠心誠意努力して

いますので、生コンの事なら是非ご相談ください。従業員一同お

待ちしております。 

よろしくお願い致します。 

有限会社石原自動車整備工場 
代表者  石原 勉  

所在地  みどり市大間々町桐原 50-1 

TEL     0277-73-3311  FAX   0277-73-3312 

定休日  日曜日・祭日   営業時間 8：30～18：00 
 
お客様のニーズに合った最高のサービスを提供できるよう

日々努力しております。さらに、お車の事を全てカバーできる

様、鈑金塗装工場の他、整備工場も完備し、一般・車検整備・

新古中車販売、２４時間レッカー・ロードサービスも致しておりま

す。お客様に、最高のカーライフを送って頂ける様努力しており

ます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《小規模事業者持続化補助金公募締切間近！》 
小規模事業者持続化補助金が、昨年の１１月４日より公募が開始されています。この補助金は、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組を支援するものです。前回は群馬県内で３７５社が採択

され、集客のためのチラシ作成、店舗改装、設備導入などの事業を実施いたしました。今回の公募締め切りは、

１月２７日（金）消印有効となっております。申請を希望される方は、１月２０日（金）までに商工会へご相談くださ

い。この補助金の内容については下記の通りです。 

・補助上限額 : ５０万円  ・補助率 : ３分の２ 

・補助対象経費例 : 新規客獲得のための設備・什器導入費、販路開拓のためのチラシや HP作成費 

看板設置費、展示会出展費用、店舗改装費など 

・商工会相談締切日 : １月２０日（金） 

《補助金活用事例説明会》 
 １１月１日（火）・２２日（火）に補助金活用事例説明会を開催し、延べ４０名が参加しました。内容は、事例紹

介、採択者の体験談、公募予定となっている補助金の紹介でした。参加者は、「事業にどのように使えるか勉強

になった」「採択者の生の声を聴けて、良かった」「採択後も書類の準備等が大変だということを初めて知った」な

どの声が聴かれました。 

《経営計画作成セミナー》 
昼の部１１月７日（月）・１４日（月）、夜の部１１月１０日（木）・１７日（木）の全二回の経営計画作成セミナーを、

中小企業診断士の阿左美義春先生を講師に迎えて開催しました。補助金活用事例説明会に参加された方のう

ち２０名が出席し、補助金獲得向けて熱心に経営計画書を作成していました。商工会では、セミナーで作成した

計画書を基に個別相談を行っていきます。 

《エクセル活用講座》 
 １１月２５日（金）・２８日（月）にエクセル活用講座を開催しました。 

事業に合った見積書・請求書の作成の仕方、管理の仕方を身につけ 

ていただくことを目的にしています。１日目は、見積書・請求書の作成 

・管理方法。２日目は、作成した見積書・請求書を各々の事業に合わ 

せて修正・変更を行いました。「エクセルで書類を作れるようになり手 

間が省けるようになった」との声をいただけました。 

 

 

Ｐ.２ チョッとひといき･･･Q２ 水道のレバーを上げると水が出る方式に統一された理由は？ 豆知識･･･ 「ズワイガニ」の「ズワイ」の意味は「木の枝」という意味である。                    Ｐ.５ 

 

 

新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様には、日頃より商工会の事業･運営に対しまして、ご支援ご協力を 

賜り心より感謝申し上げます。 

昨年は７月３日「第６回七夕まつり」をながめ通りにて、また商工会合併記念 

事業「粉もんグルメグランプリ」を、はねたき広場にて開催しました。１万５千人と 

多くの方の来場があり、皆さまのおかげで大変賑やかな事業となりました。 

 

会員事業所の支援といたしましては、小規模企業基本法に基づき、会員事業所と一緒になって経営計画の

作成、販路開拓、資金計画等、事業運営で必要なことを一緒になって考え、お手伝いさせていただきました。 

 今後も、会員や市民の皆様に楽しんでいただけるイベントや事業を計画し、また、会員事業所の運営の発展

を役職員一丸となって支援させていただきたいと思っています。 

本年も、会員皆様の変わらぬご支援ご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。 

 

《全国大会 福島大会》 
 １１月８日（火）～９日（水）にかけて福島県郡山市の「ビックパレット 

ふくしま」において第１８回商工会青年部・女性部全国大会 福島大会 

に参加しました。今年は青年部・女性部全国組織化５０周年記念式典 

ということで女性部と合同で、北は北海道から南は沖縄までの青年部員・ 

女性部員が福島に集まり盛大に開催されました。 

各地域の青年部員とコミュニケーションをとり、今後の青年部のあり方 

などを話し合いおおいに盛り上がりました。 

《ちえのみ保育園収穫祭》 
 １１月１５日（火）東町ちえのみ保育園で行われた「収穫の秋祭り」 

に参加しました。１０時のおやつとしてポップコーンと綿菓子を、 

昼食として焼きそばを部員が調理しました。 また、じゃんけんゲー 

ムで一緒に遊び、園児たちと一緒に昼食を食べながらお話をして 

と楽しい時間を過ごしました。 

《グルメグランプリ》 
１２月４日（日）、高崎市おもてなし広場にて 

第５回商工会青年部グルメグランプリが行われ、 

「あずまま団子（肉団子）」を出品しました。 

当日は、天候に恵まれ大勢の来場者で賑わい 

ました。 

残念ながらグランプリは獲得できませんでした 

が、完売による達成感を共有し、より一層絆が深 

まった一日となりました。 

 

 

 

 

青色申告者事業所に係る個別指導を下記日程により実施します。 

必要関係書類を持参のうえ、ご来場ください。 

●決算作成指導           ２月１６日（木）・１７日（金） 

●確定申告指導・納税相談    ３月 ７日（火）・ ８日（水） 

◆時間 午前９時３０分～午後４時００分まで（正午～午後１時００分までは休憩時間です。） 

◆場所 みどり市商工会  本所 大会議室               ◆講師 関東税理士会桐生支部派遣税理士   

お問い合わせは  みどり市商工会 本所（TEL７３－６６１１） 

※東町地域の該当者には、個別に通知が発送されますので、ご確認ください。 

 

https://www.bing.com/images/search?q=%e6%ad%a3%e6%9c%88+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&qpvt=%e6%ad%a3%e6%9c%88+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&id=93273886A5E0AB28BAFB00168C07732319BDE1C7&selectedIndex=0&ccid=DMLNtFXi&simid=608038920801289614&thid=OIP.M0cc2cdb455e2734c18ecd83a3518ba8co0


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《旧花輪小学校『昔の学校体験授業』講習会》 

１０月１９日（水）１７名の参加者で、「みどり市ボランティア 

ガイドの会」の協力により、校外学習や国語・音楽の授業を受け、 

楽しみにしていた給食をいただき、その後卒業証書が授与され 

ました。みんなは子供のころを思い出し、楽しいひと時を過ごしま 

した。 

 
 
 

《軽体操 レグダンス》 
                    １１月１１日（金）・１８日（金）の２回、総勢５５名の参加により、 

みどり市在住の深澤ツユ先生をお招きして、『レグダンス』を行い 

ました。音楽に合わせ体を動かし、楽しく体の温まる軽体操で 

した。部員同士の会話も弾み、リフレッシュできました。 

《三嶋神社 恵比寿講模擬店》 
１１月２０日(日)、東町三嶋神社境内に於いて、恵比寿講福神祭に焼まんじゅうや地元の野菜の販売をして

祭りを盛り上げました。

 

チョッとひといき･･･答え Q1 ○。 新年の金運が悪くなるから。                        Ｐ.３  

０円！ 

 
※当金庫のキャッシュカード 
ご利用時に限ります。 

みどり市商工会のホームページをリニューアル！！ 

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！！ 

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

  

  

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Ｐ.４  チョッとひといき･･･答え Q２ 物が落ちてぶつかっても水が出ないようにするため。 

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雇用型訓練制度（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 

（有）小林米穀店「上州田舎のすいとん・上州黒かんりんとう」セット 1０名様 

伊藤 正子    中野 順子    髙久 幸子   清水 きみ子   小池 正夫 

井草 京子    福田 良子    毒島 征子   宮田 ハツ子   古塩 葵                           

  (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 6 号 当選者発表  答え：「ゆりもり」 

 

 

《勉強会》 
１０月１９日（水）「鮮魚鈴木」において、勉強会を開催しま 

しまた。㈲竹内製作所・貴船工業㈱・㈲森田石材店・木村木 

材㈱の４社が自社の沿革などの会社説明を行いました。 

主な事業内容や事業の変遷のほか、苦労した点など他の 

業種の人にもわかりやすい説明でした。説明したい内容が 

多いため、各社予定時間を超えて、質疑応答は懇親会でと 

なりました。  

《ハイキング》 
１０月２２日（土）毎年恒例のハイキングを行いました。 

紅葉が始まった伊香保を見ながら、榛名ロープウェイ 

の駐車場に到着しました。ロープウェイに乗り、榛名湖 

を見下ろしながら山頂駅を目指します。 

 山頂駅を降りると、次に榛名神社に行き、山門をくぐり、 

榛名川を右手に本殿を目指しました。御神木のパワー 

を感じながら、本殿へつづく階段を登ると、榛名山の中 

腹に幻想的な社殿が見えてきます。群馬一のパワース 

ポットです。榛名神社のハイキングで疲れた体を倉渕町 

「くらぶち相間川温泉」で休めました。ここは鉄分を含ん 

で濁った温泉です。 天気も良く充実した一日でした。 

 

 

 

 

 

 

 はっぴぃ商品券の有効期限は平成２9年 1月３１日（火）までです。 

  まだ使わずにお持ちの方は、早めにご利用くださいますようお願いします。 

  期限を過ぎてしまいますと商品券は利用できなくなります。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《小規模事業者持続化補助金公募締切間近！》 
小規模事業者持続化補助金が、昨年の１１月４日より公募が開始されています。この補助金は、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組を支援するものです。前回は群馬県内で３７５社が採択

され、集客のためのチラシ作成、店舗改装、設備導入などの事業を実施いたしました。今回の公募締め切りは、

１月２７日（金）消印有効となっております。申請を希望される方は、１月２０日（金）までに商工会へご相談くださ

い。この補助金の内容については下記の通りです。 

・補助上限額 : ５０万円  ・補助率 : ３分の２ 

・補助対象経費例 : 新規客獲得のための設備・什器導入費、販路開拓のためのチラシや HP作成費 

看板設置費、展示会出展費用、店舗改装費など 

・商工会相談締切日 : １月２０日（金） 

《補助金活用事例説明会》 
 １１月１日（火）・２２日（火）に補助金活用事例説明会を開催し、延べ４０名が参加しました。内容は、事例紹

介、採択者の体験談、公募予定となっている補助金の紹介でした。参加者は、「事業にどのように使えるか勉強

になった」「採択者の生の声を聴けて、良かった」「採択後も書類の準備等が大変だということを初めて知った」な

どの声が聴かれました。 

《経営計画作成セミナー》 
昼の部１１月７日（月）・１４日（月）、夜の部１１月１０日（木）・１７日（木）の全二回の経営計画作成セミナーを、

中小企業診断士の阿左美義春先生を講師に迎えて開催しました。補助金活用事例説明会に参加された方のう

ち２０名が出席し、補助金獲得向けて熱心に経営計画書を作成していました。商工会では、セミナーで作成した

計画書を基に個別相談を行っていきます。 

《エクセル活用講座》 
 １１月２５日（金）・２８日（月）にエクセル活用講座を開催しました。 

事業に合った見積書・請求書の作成の仕方、管理の仕方を身につけ 

ていただくことを目的にしています。１日目は、見積書・請求書の作成 

・管理方法。２日目は、作成した見積書・請求書を各々の事業に合わ 

せて修正・変更を行いました。「エクセルで書類を作れるようになり手 

間が省けるようになった」との声をいただけました。 

 

 

Ｐ.２ チョッとひといき･･･Q２ 水道のレバーを上げると水が出る方式に統一された理由は？ 豆知識･･･ 「ズワイガニ」の「ズワイ」の意味は「木の枝」という意味である。                    Ｐ.５ 

 

 

新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様には、日頃より商工会の事業･運営に対しまして、ご支援ご協力を 

賜り心より感謝申し上げます。 

昨年は７月３日「第６回七夕まつり」をながめ通りにて、また商工会合併記念 

事業「粉もんグルメグランプリ」を、はねたき広場にて開催しました。１万５千人と 

多くの方の来場があり、皆さまのおかげで大変賑やかな事業となりました。 

 

会員事業所の支援といたしましては、小規模企業基本法に基づき、会員事業所と一緒になって経営計画の

作成、販路開拓、資金計画等、事業運営で必要なことを一緒になって考え、お手伝いさせていただきました。 

 今後も、会員や市民の皆様に楽しんでいただけるイベントや事業を計画し、また、会員事業所の運営の発展

を役職員一丸となって支援させていただきたいと思っています。 

本年も、会員皆様の変わらぬご支援ご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。 

 

《全国大会 福島大会》 
 １１月８日（火）～９日（水）にかけて福島県郡山市の「ビックパレット 

ふくしま」において第１８回商工会青年部・女性部全国大会 福島大会 

に参加しました。今年は青年部・女性部全国組織化５０周年記念式典 

ということで女性部と合同で、北は北海道から南は沖縄までの青年部員・ 

女性部員が福島に集まり盛大に開催されました。 

各地域の青年部員とコミュニケーションをとり、今後の青年部のあり方 

などを話し合いおおいに盛り上がりました。 

《ちえのみ保育園収穫祭》 
 １１月１５日（火）東町ちえのみ保育園で行われた「収穫の秋祭り」 

に参加しました。１０時のおやつとしてポップコーンと綿菓子を、 

昼食として焼きそばを部員が調理しました。 また、じゃんけんゲー 

ムで一緒に遊び、園児たちと一緒に昼食を食べながらお話をして 

と楽しい時間を過ごしました。 

《グルメグランプリ》 
１２月４日（日）、高崎市おもてなし広場にて 

第５回商工会青年部グルメグランプリが行われ、 

「あずまま団子（肉団子）」を出品しました。 

当日は、天候に恵まれ大勢の来場者で賑わい 

ました。 

残念ながらグランプリは獲得できませんでした 

が、完売による達成感を共有し、より一層絆が深 

まった一日となりました。 

 

 

 

 

青色申告者事業所に係る個別指導を下記日程により実施します。 

必要関係書類を持参のうえ、ご来場ください。 

●決算作成指導           ２月１６日（木）・１７日（金） 

●確定申告指導・納税相談    ３月 ７日（火）・ ８日（水） 

◆時間 午前９時３０分～午後４時００分まで（正午～午後１時００分までは休憩時間です。） 

◆場所 みどり市商工会  本所 大会議室               ◆講師 関東税理士会桐生支部派遣税理士   

お問い合わせは  みどり市商工会 本所（TEL７３－６６１１） 

※東町地域の該当者には、個別に通知が発送されますので、ご確認ください。 
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Ｐ.６  次号のあずままスポットは「御菓子司 大間々 青柳」をご紹介いたします。 お楽しみに！ チョッとひといき･･･Q1 年越しそばは大晦日に残さず食べなければならない？                   Ｐ.１                           

松島建材  
代表者  松島 和也 

所在地  みどり市東町小夜戸 35 

TEL    0277-97-3413   FAX  0277-97-3995 

定休日  日曜日       営業時間 8：00～18：00 
 

 

                  

 

問題 朝採り野菜を沢山取り揃えたお店は？ 旬菜トラットリア○○○  

 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、2月 20日

（月）必着でご応募下さい。正解者の中から抽選でありす・デザートを 3０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 7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 

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 

 

 青いボディのコンクリートミキサー車１０台で、コンクリートを運

送しております。良い仕事をさせて頂けるよう誠心誠意努力して

いますので、生コンの事なら是非ご相談ください。従業員一同お

待ちしております。 

よろしくお願い致します。 

有限会社石原自動車整備工場 
代表者  石原 勉  

所在地  みどり市大間々町桐原 50-1 

TEL     0277-73-3311  FAX   0277-73-3312 

定休日  日曜日・祭日   営業時間 8：30～18：00 
 
お客様のニーズに合った最高のサービスを提供できるよう

日々努力しております。さらに、お車の事を全てカバーできる

様、鈑金塗装工場の他、整備工場も完備し、一般・車検整備・

新古中車販売、２４時間レッカー・ロードサービスも致しておりま

す。お客様に、最高のカーライフを送って頂ける様努力しており

ます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《小規模事業者持続化補助金公募締切間近！》 
小規模事業者持続化補助金が、昨年の１１月４日より公募が開始されています。この補助金は、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組を支援するものです。前回は群馬県内で３７５社が採択

され、集客のためのチラシ作成、店舗改装、設備導入などの事業を実施いたしました。今回の公募締め切りは、

１月２７日（金）消印有効となっております。申請を希望される方は、１月２０日（金）までに商工会へご相談くださ

い。この補助金の内容については下記の通りです。 

・補助上限額 : ５０万円  ・補助率 : ３分の２ 

・補助対象経費例 : 新規客獲得のための設備・什器導入費、販路開拓のためのチラシや HP作成費 

看板設置費、展示会出展費用、店舗改装費など 

・商工会相談締切日 : １月２０日（金） 

《補助金活用事例説明会》 
 １１月１日（火）・２２日（火）に補助金活用事例説明会を開催し、延べ４０名が参加しました。内容は、事例紹

介、採択者の体験談、公募予定となっている補助金の紹介でした。参加者は、「事業にどのように使えるか勉強

になった」「採択者の生の声を聴けて、良かった」「採択後も書類の準備等が大変だということを初めて知った」な

どの声が聴かれました。 

《経営計画作成セミナー》 
昼の部１１月７日（月）・１４日（月）、夜の部１１月１０日（木）・１７日（木）の全二回の経営計画作成セミナーを、

中小企業診断士の阿左美義春先生を講師に迎えて開催しました。補助金活用事例説明会に参加された方のう

ち２０名が出席し、補助金獲得向けて熱心に経営計画書を作成していました。商工会では、セミナーで作成した

計画書を基に個別相談を行っていきます。 

《エクセル活用講座》 
 １１月２５日（金）・２８日（月）にエクセル活用講座を開催しました。 

事業に合った見積書・請求書の作成の仕方、管理の仕方を身につけ 

ていただくことを目的にしています。１日目は、見積書・請求書の作成 

・管理方法。２日目は、作成した見積書・請求書を各々の事業に合わ 

せて修正・変更を行いました。「エクセルで書類を作れるようになり手 

間が省けるようになった」との声をいただけました。 

 

 

Ｐ.２ チョッとひといき･･･Q２ 水道のレバーを上げると水が出る方式に統一された理由は？ 豆知識･･･ 「ズワイガニ」の「ズワイ」の意味は「木の枝」という意味である。                    Ｐ.５ 

 

 

新年明けましておめでとうございます。 
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《全国大会 福島大会》 
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