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◆当店のこだわりは情熱卵という高級な卵を使用しており、生地
がもちもち、サクサク、尾島産大和芋入りのふわもちという食
感の３種類から選べるということと、ホイップクリームも２種
類から選べるようになっています。
◆店舗のメニューは100種類以上もあり、ピザクレープや納豆ク
レープなどの変わり種クレープも充実しております。その他、
イオンやとりせん様などの数々のスーパーの店内にも数量限定
で販売させてもらっています。
◆去年からお弁当販売も始めたので配達などのご注文も承りま
す。
太田市内に２店舗ある他に、ケータリングカーも１台あるので、
どこでも出張いたしますので、ケータリングを呼びたい企業様、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
お客様に喜んで頂けるよう、１枚１枚
感謝を込めて作っています‼スタッフ
一同お待ちしております！
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会員親睦旅行

福利厚生委員長

柿沼

洋康

10月27日（日）に大型バス２台、会員78名で長野県に行
ってきました。午前中は真田家の宝物館と善光寺へのお参
り、午後は花と栗のまち・小布施町の散策を楽しみました。
当日は小雨が降るあいにくのお天気でしたが、趣のある
景色と美味しい信州そばで心身ともにリフレッシュするこ
とができました。次回も会員のみなさまに楽しんでいただ
ける旅行を企画したいと思いますので、来年度もご参加、
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

〜群馬県最低賃金が
改正されました〜
必ずチェック
最低賃金 使用者も 労働者も
群馬県最低賃金は
時間額

835円

令和元年10月６日より改正
詳しくは、群馬労働局労働基準部賃金室
（電話：０２７−８９６−４７３７）又は
群馬県内の労働基準監督署へお問い合わせ
ください。
群馬労働局URL
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/

第13回会員親睦ボウリング大会

福利厚生委員長

柿沼

会員親睦ボウリング大会は、11月20日（水）の開催
で第13回を迎えました。本年は会員41名（11事業所）
が参加し、木村工業部会長による始球式で開会されま
した。
ご参加いただいた皆様はストライクが出ると大きな
ガッツポーズやハイタッチをして楽しまれていました。
日頃の仕事の疲れやストレスが解消できたためか、笑
顔と笑い声が会場いっぱいに聞こえ、より親睦を深め
ることができたように思います。ゲーム終了後には表
彰式が行われ、賞品が手渡されました。
成績は次のとおりです。※【 】内は賞品

■個人の部
優 勝：星野良江さん 327 ピン【米 10kg】
準優勝：斉藤基之さん 306 ピン
【スープカレー・そば・うどんセット】
第３位：内藤八千代さん 305 ピン【米５kg】
■団体の部（チーム平均）
優 勝：木村工業所 B 137 ピン【りんご１箱】
準優勝：星野紙工・小暮鈑金 ( 有 ) 136 ピン
【梨 1 箱】
第３位：居酒屋姉妹 129 ピン【みかん１箱】

洋康
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商業部会事業報告

部会長

鈴木

浩和

木村

浩

今年の新規事業として10月・11月の２カ月間にわたり消費拡大キャン
ペーンセールを行いました。本事業は消費税が10％に増税され消費の落
ち込みが懸念されるなか風評払拭に向けて、にったハッピースタンプ会
と共催で実施しました。
個店で1000円もしくは500円お買上げごとに三角スピードくじを引いて
もらう企画で、くじには10円、50円、100円、500円などが印字され、記
載の金額を現金で直接キャッシュバックするもので参加店は64店舗。
ちいさな子どもからお年寄りまで、抽選ボックスに手を入れくじを引
く姿はほほえましく、参加店からも好評をいただき無事終了しました。
参加店はじめご協力いただきました皆様に感謝と御礼を申し上げます。
今後とも、イベント等を通して地域の商業活性化及び情報交流会や研
修会を開催し個店の魅力向上に寄与していきたいと思いますので、今後
ともご協力をお願いします。

工業部会事業報告
工業部会は、11月１日（金）に視察研修会を開催し、
部会員22名の参加を頂き「豊洲市場」と「東京モーター
ショー 2019」に行って来ました。
「豊洲市場」は開場から１年が経過し、一時期の大混
雑はなくなりましたが、昼時ともなると観光客、一般
客が多く訪れていました。観光客はやはり中国人など
外国人が多いと感じながら、各々施設見学と午後の東
京モーターショーに備えての昼食をとり、２時間程度
の滞在となりました。
「東京モーターショー 2019」は、多くの外国メーカー
が不参加のため入場者が少ないと聞いていましたが、
見て回る限り多くの来場者が訪れていました。また、
来年の東京オリンピックに備えて、東京ビックサイト
東展示棟が使用できず、西・南展示棟と離れた青海展
示棟での開催だったので、参加者の多くは15,000歩前
後歩いたのではないでしょうか。

好きなメーカー、車、バイクや趣味趣向にあったカ
スタム車などを見て回り、カッコよさや懐かしさなど
様々な思いを持ち楽しむことができました。また、こ
れからの車づくりのキーワードは、「安全」と「環境」
であり、自動車業界の方向性を決定する重要なファク
ターだと思いました。スバルで国内唯一の生産拠点で
ある太田市にとって、また、当部会の多くの自動車関
連の会員企業にとっては、自動車業界の大変革に対応
していくことが、各企業の存亡を左右し、地域経済の
興隆につながるのではないか。そんな考えを抱きなが
ら見聞を広めてきました。
これからも、部会員にとって事業活動に有益で、楽
しく喜んでいただける事業を行って参ります。どうぞ
皆様のご理解、ご協力を頂きますよう、今後ともによ
ろしくお願い申し上げます。

建設部会事業報告
建設部会では11月３日（日）にやぶづか産業祭、11
月10日（日）に太田市産業環境フェスティバルに出店し、
熟練職人による網戸の張り替え事業を行いました。網
戸を持参していただいた地域の皆様には、きれいな仕
上がりを喜んでいただき、大変嬉しく思います。
さらに11月28日（木）には視察研修会を開催し、日
本最大級のモスクである東京ジャーミイ、丹下健三氏
が設計を手掛けた東京カテドラル聖マリア大聖堂、鳩
山会館を視察してまいりました。当日は部会員25名に
ご参加いただき、それぞれ
の美しい装飾や細工に驚嘆
し、建築物が建てられた時
代背景等に考えを巡らせま
した。
最後になりますが、部会
員の皆様をはじめ、多くの

部会長

部会長

村田

剛志

皆様のご協力を得て円滑に事業が運営できております
ことを心より御礼申し上げます。今年度の事業としま
しては、２月に新年会とストレッチセミナー、３月に
建築建材展への視察の開催を企画しておりますので、
今後ともよろしくお願いいたします。
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青年部事業報告

■５/８〜７/17 尾島小学校ねぷた訪問指導
（担当：文化継承委員会）
今年も尾島小学校の５年生
を対象に、ねぷたの製作指導
を行いました。地域に伝わる
まつり文化を、ねぷたを作り
上げることによって、子供た
ちにも体験してもらうことが
できました。

■７/28 木崎祇園祭
（担当：執行部）

木崎祇園祭に、青年部は射
的を出店しました。暑さにも
負けず、豪華な景品を求めて
きた子供たちに大盛況でした。

■８/１・２ 弘前交流事業
（担当：交流委員会）

毎年交流させていただいている弘前市へ今年も８月
１日､２日の２日間､当青年部員総勢21名で行ってまい
りました。
弘前JCなど多くの方々と、先輩方から続く、弘前市
との交流の歴史をさらに継いでいくために交流を深め
ました。
そして合同運行の大トリ
に、弘前市市制施行100周年
記念に制作された、津軽剛情
張大太鼓を共に運行させてい
ただき、弘前ねぷたまつりを
肌で感じさせていただきまし
た。その後の弘前青年会議所
メンバーの皆様と当青年部員
との懇親会ではさらに交流を
深める事ができました。

■８/14・15 継承と発展の尾島ねぷたまつり
（担当：文化継承委員会）

第41回尾島ねぷたまつりで、今年もねぷたを運行し
ました。
尾島小学校の５年生が制作したねぷたも揃っての出
陣となり、子供たちのヤーヤドーの掛け声も会場に響
いていました。
今年よりねぷたの灯りがLEDへと進化し、一層光り
輝いていました。
２日目は台風の影
響のため中止となり、
楽しみにされていた
方々には残念な結果
となってしまいまし
たが、令和初のねぷ
たまつりを無事に終
了することができま
した。

部長

奈良部

建二

■11/10 太田市産業環境フェスティバル
（担当：総務広報・研修委員会）

太田市新田文化会館（エアリス）にて太田市産業環
境フェスティバルが開催され、今年も毎年恒例の「射的」
を出店しました。会場で
は、やはり子供たちに大
人気でたくさんの人だか
りができていました。
地域の方がたくさん訪
れるイベントにて、青年
部として地域活性化の貢
献ができました。

■11/16 名ジョッキー！岡部幸雄氏に聞く！！
（担当：生涯学習部会）

太田市出身の元騎手、岡部幸雄さんを招いた座談会
を茨城県の大杉神社で開催しました。部員13名が参加
して、名手として活躍した岡部さんのお話を聞くこと
ができました。
座談会は、岡部さんが騎手を目指してから引退まで
の道のりを振り返り、八つのテーマごとに質疑応答形
式で行いました。「諦めず、恐れずチャレンジしていく
姿勢や決断力」「本番に向けての入念な準備の大切さ」
「苦難にも逃げずに挑戦する生き方」などを学ぶことが
でき、今後の青年部活動に活かしていきたいと思いま
す。

■11/30 おおた食と光の祭典
（担当：文化継承委員会）

太田市北部運動公園にて開催された『おおた食と光
の祭典』にて、お汁粉を
１ 杯150円 で 販 売 し ま し
た。
会場にはかかまるも登
場し、グルメとイルミネ
ーションを目当てに集ま
った多くの方に青年部の
PRができました。
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女性部事業報告

部長

山鹿

律子

年の暮れを迎え、令和元年もあっという間に残りわずかとなりました。女性部の毎年恒例となりました地域のイ
ベントへの出店も、部員皆様のご協力により無事に終了し、計画された本年度の事業も数えるほどとなりました。
８月は「尾島ねぷたまつり」、10月には「やぶ塚かかしまつり」、11月には「太田市産業フェスティバル」が開催され、
それぞれに売店を出店して、福利厚生委員会の飲み物引き換えも行いました。今年は「尾島ねぷたまつり」が悪天
候で１日の開催。「やぶ塚かかしまつり」では、台風の影響により３日程中止となりましたが、皆で協力して作成
したかかしが「岡登堰土地改良区賞」をいただきました。また、小学生稲刈り体験へのさつまいもスティックの無
料配布も藪塚支部との協力により実施することができました。
「寄せ植え講習会」は、夏は７月、冬は12月に、その季節の花を使って おもてなしの寄せ植え を行い、今年
も多くの皆様の参加をいただき大変好評でした。
11月の１泊２日の旅行では、５年ぶりの被災地視察に石巻方面へ行って参りました。一日目は「石巻市」へ、車
窓より被災したボランティアガイドの方の説明を受けながら見学して参りました。そして、被災者の受け入れを行っ
た南三陸温泉「ホテル観洋」に宿泊しました。２日目は、「南三陸町防災対策庁舎跡」など震災前とは違う姿の街
並みを見学し、改めて自然の怖さと、防災の大切さを感じました。帰りには松島で観光船に乗り、被災はしたもの
の町を守った美しい島々を見て、美味しい海の幸と温かい温泉を堪能
し日々の疲れを癒すことができました。
東部地区事業としては、９月に桐生みどり地区との地域間交流研修
会を行いました。大間々町の醤油蔵見学など旧庁舎周辺を散策し、近
くにこんな所があるのかと新しい発見がありました。12月には、鈴木
道子先生に「セルフコミュニケーション」のテーマで講演いただきま
した。
このように、女性部では年間の活動を通して様々な経験をし、部員
の交流を図っています。今後も女性部事業への、多くの部員皆様のご
参加をお待ちしておりますので、お気軽にご参加ください。また、新
バス旅行「石巻市」
入部員も随時募集中です。お問い合わせを心よりお待ちしております。

夏の寄せ植えの様子

やぶ塚かかしまつり
「なつのそら」

にったハッピースタンプ会
〜サンタクロース＆歳末福引セール〜
毎年恒例の にったハッピースタンプ会 主催の「サンタクロー
ス＆歳末福引セール」が12月６日（金）〜 27日（金）まで22日
間開催しています。
スタンプ会加盟店で300円お買上げごとに「福引抽選補助券」
がもらえ、５枚集めると１回抽選できるイベントです。
当商工会会員から協賛いただいたオーブントースターや焼酎、
うなぎ蒲焼、商品券など特別賞とお米賞、商店賞、100円硬貨つ
かみどりなど、盛りだくさんな賞品をご用意しています。さら
にスティックコーヒー獲得サイコ
ロゲームも好評につき昨年に引き
続き行います。
満点のスタンプカード（全て押
印）は、１月末まで700円割引券
として利用できます。
（通常500円）
な お、抽 選 会 は25日（水）、26日
（木）、27日（金）の３日間限定で、
抽選会場は商工会本所と尾島上町
会館の２カ所で行います。忘れず
におでかけください。
消費税増税に負けないよう生活
応援セールとして今年も大々的に
盛り上げていきますので、お買い
物はぜひスタンプ会加盟店でよろ
しくお願いします。

バス旅行
「松島・五大堂」

中小事業主の皆様へ
令和２年４月１日から「時間外労働の上
限規制」が中小企業（建設事業、自動車の
運転業務、医師等を除く）にも適用されます。
早めの対応が必要となりますので、改正
労働基準法の内容や長時間労働の削減方法
についてお困りごとがございましたら、下
記までお問合せくださるようお願いします。
①群馬働き方改革推進支援センター
☎0120‑486‑450
（前橋市元総社町528‑9
群馬県社会保険労務士会）
②最寄りの労働基準監督署
☎0276‑45‑9920
（太田市飯塚町104‑1 太田労働基準監督署）
※参考URL「群馬の働き方改革」
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku
/banner/281005.html
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小規模事業者持続的発展支援事業 共同・協業販路開拓支援事業【催事販売会型】
「美味しい群馬再発見！ぐんま商工会2019」

会場：ビエント高崎

昨年度の『道の駅キャラバン』に変わり、今年
度 は『美 味 し い 群 馬 再 発 見！ぐ ん ま 商 工 会2019』
が開催されました。
10月５日（土）、６日（日）ビエント高崎
10月26日（土）、27日（日）道の駅川場田園プラザ
本商工会からは６事業所が参加し、製造した商
品の魅力をPRして、販路開拓を図りました。商工
会では群馬県商工会連合会と連携し、伴走型支援
により会員の販路拡大とブランド力アップに力を 会場：道の駅川場田園プラザ
入れています。

【出展者】
Jewel Crepe【※】、サンエツフーズ㈱【〇※】、㈱ルポン【〇】、㈱叶食品【※】、
㈱大松【〇※】、金星食品㈲【※】
〇はビエント高崎の出展、※は道の駅川場田園プラザの出展

太田市産業環境フェスティバル
令和元年11月10日（日）に太田市新田文化会館（エアリス）を中心とした周辺施
設において、恒例の太田市産業環境フェスティバルが開催されました。
天候に恵まれ、15,000名の来場者を数え大盛況に行うことができました。当商工
会からは、26事業所、団体が出展（店）して、商品販売や企業PR活動などを行い、
個店の魅力や事業活動で、イベントを盛り上げました。
また、永年勤続優良従業員表彰においては、４事業所４名の方が受賞されました。
心からお祝い申し上げます。
以下、受賞一覧（企業名、氏名、勤続年数）
㈱ササガワ 笹川 康彦 様 25年
ଢీࢤీঐճ߁ๅ  ߺߚݬ
㈱森永新田 大和田一彦 様 20年
木村工業所 酒本 昌史 様 11年
𠮷田建設㈱ 岩井 透匡 様 10年

ʮؖ౨ָԄָਫ਼ʤଢీΫϧϨ* ݡ,5/6ʥͶΓΖϱηνήϧϞ৶ࣆۂʯ

 ଢీߨݟ੭ࣆແॶ͗ؖ౨ָԄָͳ࿊ͱ͢ܠଢీஏҮຳྙద͵ๅ৶Νߨ͏Ήͤɽ

《関東学園大学生（太田キラリ発見 GIRLS）によるインスタグラム発信事業》

ঐճͶྙڢғབ͍͗ΕɼஏҮʀϗϱφๅΏճҽๅ͵ʹΝ͏ͱ͓ߡͳ͏ͪ͢ڛ

太田行政県税事務所が関東学園大学と連携して太田地域の魅力的な情報発信を行います。
Ήͤɽ
当商工会にも協力依頼があり、地域・イベント情報や会員情報などを提供したいと考えています。
 ଢీࢤۛว͕ͤͤΌๅʤৱʀవʀϗϱφʀ؏ޭஏʀ෫ܢʥΝؖ౨ָԄָʀঃࢢ
太田市近辺のおすすめ情報（食・店・イベント・観光地・風景等）を関東学園大学・女子大生３人組の
ਫ਼  ਕૌʤʤଢీΫϧϨ* ݡ,5/6ʥʥ͗खࡒɼ,QVWDJUDP ͶΠρϕ͢ͱɼଢీஏҮຳ
ラリ発見GIRLS
が取材、Instagramにアップして、太田地域の魅力情報の発信を行います。
ྙๅ৶Νߨ͏Ήͤɽ
 ϱηνӫ͓ͤΖๅͫͪ͜͏ڛΗͻɼଢీΫϧϨ* ݡ,5/6 Ͷͯ͵͝Ήͤɽ
インスタ映えする情報提供をいただければ、太田キラリ発見GIRLSにつなげます。
 ͪͫ͢ɼखࡒɼΠρϕͤΖ͖ͺଢీΫϧϨ* ݡ,5/6 ͶҗΔΗͱ͏Ήͤɽ
ただし、取材、アップするかは太田キラリ発見GIRLSに委ねられています。
ʴ616 ๅ৶ΉͲླྀΗʵ

【SNS情報発信までの流れ】


太田キ
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新入会員紹介
事業所名

代表者名

食の安全・おいしさ倶楽部

横幕和幸

㈲中川自動車販売
花カフェシフォン
佐藤室内装飾
美輝興業
らーめん心
PITH HAIR

中川浩一
吉橋美枝
佐藤正行
高橋錬冶
山崎鶴樹
古田土将宏

住 所
太田市下田島町1038-1
ベルメゾンの丘・下田島201
太田市西本町13-4
太田市小舞木町428-1
太田市大原町1351-3
太田市新田村田町746-2
前橋市千代田町4-15-3
太田市新井町550-11

TEL

業種／部会

090-1044-8106

経営コンサルタント業/工業

0276-31-7300
0276-49-1187
0277-78-4476
080-7792-5646
027-212-5654
0276-50-1707

自動車整備業/商業
飲食業/商業
内装工事業/建設
とび工事業/建設
ラーメン店/商業
美容業/商業

クーポン券
㈱あなはら新田店
腕時計の電池交換
100円引き
住所：太田市新田嘉祢町18
電話：0276-57-3939
営業時間：10：00 〜 19：00 定休日：火曜日
有効期限：令和2年３月31日

Jewel Crepe ジュエルクレープ

にったハッピースタンプ５倍
（お買い物一回限り）
※シンデレラセールは除きます。
住所：太田市尾島町511-3
電話：0276-52-0338
営業時間：9：00 〜 19：30 定休日：月曜日
有効期限：令和２年３月31日

岩瀬川本店

390円以上のクレープ１個お買上げで
フローズンクレープ１個無料プレゼントします。
住所：太田市岩瀬川町277-2
電話：0276-55-2510
営業時間：12：00 〜 19：00 定休日：不定休
有効期限：令和２年３月31日

Jewel Crepe ジュエルクレープ ブレイス新田店
390円以上のクレープ１個お買上げで
フローズンクレープ１個無料プレゼントします。
住所：太田市新田市野井町438
電話：0276-55-3858
営業時間：12：00 〜 19：30 定休日：不定休
有効期限：令和２年３月31日

ゆめみ労務管理事務所

給与計算を基本料金5,000円、１名あたり2,000円
でお受けします。一度、ご連絡を頂きたいです。
住所：埼玉県本庄市小島6-2-2 2階
電話：070-3966-6671
営業時間：9：00 〜 18：30 定休日：日曜・祝日
有効期限：令和２年３月31日

支部活動
新田支部
＜新田まつり＞太田市新田中央公共地区 令和元年８月10日（土）
今年、新田まつりは第33回を迎え、木崎音頭などの郷土芸能や、みこしや山車がにぎやか
に披露されました。まつりの締めくくりの花火大会では、夏の夜空を艶やかな花火で彩り
ました。
＜木崎音頭まつり＞木崎小学校校庭 令和元年８月24日（土）
第13回木崎音頭まつりが、木崎小学校校庭にて開催されました。地元住民や地域の各種団
体が積極的に参加してくれ、大変に盛り上がりました。
尾島支部
＜ねぷたまつり＞県道142号 令和元年８月14日（水）、15日（木）は中止
最大の見せ場である ねぷた運行 は、高さ７メートルにもおよぶ扇ねぷたとねぷた太鼓の隊列が大小10数台つ
らなり、華麗で勇壮な姿で観客を魅了していました。
台風の影響で残念ながら１日に短縮されましたが、今年も弘前市との交流が行われるなど多くの人が訪れ、参加
する、最高潮に盛り上がった夏となりました。
藪塚支部
＜第36回やぶ塚かかし祭り＞三島神社周辺 令和元年10月５日（土）〜10月14日（月）
＜やぶづか産業祭＞藪塚中央公民館前駐車場 令和元年11月３日（日）
藪塚支部ではかかし祭りとやぶづか産業祭に出店し、射的を実施しました。会場には子ど
もからお年寄りまで、たくさんの地域住民の方にご来場いただき、大盛況のうちに幕を閉
じました。
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自慢
シリーズ㉔
自慢シ
㉒
食の安全・おいしさ倶楽部（しょくらぶ）
来年 6 月施行の改正食品衛生法で、より高度な食品衛生管理 HACCP（ハサップ）の導入が決定しました。
太田市の飲食をより安全・安心に、そして豊かな飲食で皆様に健やかでさらなる上質の日常を提供した
いと思っております。お気軽にご相談ください。
住

所 太田市下田島町1038-1

業

種 コンサルタント（食品衛生、生産管理）

代表者 横幕

和幸（よこまく

かずゆき）

T E L 090-1044-8106
e-mail shokulove.mack1@gmail.com
U R L https://shokuｰlove.com

年末調整指導会日程
令和 2 年 1 月 7 日（火）・8 日（水）
午前 9 時 30 分〜正午／午後 1 時〜 3 時
本所／商工会館
℡ 0276-57-3535
尾島支所／太田市尾島庁舎
会場 （1F エレベータ隣）
℡ 0276-52-0334
藪塚支所／
太田市藪塚本町庁舎（1F）
℡ 0277-78-2909
日時

※お近くの会場にお越しください。
※開催日でのご来場をお願い致します。開
催日以外につきましては、事前予約をお
願いします。
ご持参いただく書類
①源泉徴収簿（令和元年分、
平成 30 年以前分）
②控除証明書（生命保険、地震保険等、国保、
国民年金等）
③源泉税の納付書
④税務署から送付された書類（封筒等）
⑤給与支払報告書（総括表）市から送付さ
れたもの
⑥認め印
⑦マイナンバー→12 桁の番号（事業主・専
従者・専従者の扶養者・従業員・従業員
の扶養者等）
※事業主（マイナンバーカード・通知カー
ド・本人確認の写し）
⑧その他必要なもの

＜資格・登録＞
・群馬ものづくり改善インストラクター
・群馬県商工会連合会 エキスパート
・（公）群馬県産業支援機構
中小企業支援専門家派遣事業 専門家
・中小企業庁ミラサポ専門家派遣 登録専門家
・（社）日本ソムリエ協会認定 ソムリエ
・（社）日本ソムリエ協会認定 SAKE DIPLOMA
・（社）日本ビール文化研究会認定 びあ検１級
・環境計量士（濃度）（国家資格）

青色決算・申告、消費税申告
指導会開催日程

今後の予定

開催日
会場
令和 2 年 2 月 17 日（月） 藪塚支所
18 日（火） 本所
19 日（水） 尾島支所
26 日（水） 本所
3 月 2 日（月） 本所
4 日（水） 藪塚支所
4 日（水） 尾島支所
5 日（木） 本所
●本
所／☎0276-57-3535
●尾島支所／☎0276-52-0334
●藪塚支所／☎0277-78-2909
※時間はいずれも午前 10 時〜正午／午後 1 時〜
3 時となります。
※お近くの会場にお越しください。
※開催日でのご来場をお願い致します。開催日以
外につきましては、事前予約をお願いします。
ご持参いただく書類
①青色申告決算書控（元年分、30 年分、29 年分）
②所得税の申告書控（元年分、30 年分、29 年分）
③控除証明書（生命保険、地震保険等、国保、国
民年金等）
④消費税の申告書控（元年分、30 年分、29 年分）
⑤その他税務署等から送付された関係書類（ハガ
キ等）
⑥※申告される方（マイナンバーカード・通知カー
ド・本人確認の写し）
※専従者・扶養者等（マイナンバー）
⑦認め印
⑧その他必要なもの

令和元年

商工会
「新年会」
令和 2 年 1 月 29 日（水）
PM6:00
ホテルふせじま
建設部会
「新年会」
令和 2 年 2 月 12 日（水）
PM6:30
倉寿司
新田支部
「新春講演会並びに新年会」
令和 2 年 2 月 18 日（火）
PM6:00
なかや
藪塚支部
「新年講演会、交流会並びに太子講」
令和 2 年 2 月 14 日（金）
PM6:00
倉寿司

令和２年

12/27 金 12/28 土 12/29 日 12/30 月 12/31 火 1/1 水 1/2 木 1/3 金
通常業務
年末年始閉所（9 日間）

1/4 土

1/5 日

1/6 月
通常業務

編集後記
10月末に、“商工会女性部全国大会inしまね” が開催され参加してきました。松江市総合体育館会場では、全国各地で
の 活 躍 事 例 が 代 表 者 か ら 発 表 さ れ ま し た。結 果、最 優 秀 賞 に 関 東 代 表・山 梨 県 南 都 留 中 部 商 工 会 女 性 部 の 方 が
“welcomeでOMOTENASI” の題で世界各国の旅行者に、その国の言葉でおもてなしをするために、言葉を覚えるという
意欲と勉学心を、易しく表現されていました。
太田地区にも国を離れ働きに来ている方が多くいます。声を掛け、お互い助け合い、思いやりをもって、彼らを支え、
力になってあげられるよう願っています。

太田市新田商工会

広報委員

山鹿 律子

