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会員紹介
毎号、商工会員の事業所を
表紙に掲載しております。

太田市新田早川町

お菓子工房 ルポン

太田市特産 大和芋 を使い、ふっくらもっちりとした新食感の「ベジシフォン
ケーキ」が、おかげさまで中小企業地域資源活用促進法に基づき、群馬県での
「地域資源活用事業」として、経済産業省と農林水産省から国の認定を受けました。
※「ベジシフォンケーキ」は、道の駅おおたでも販売しています。

商工会報
〈第21号〉の
主な内容

◆商工会新年会・年頭のご挨拶……２Ｐ
◆新田支部・藪塚支部事業報告……３Ｐ
◆商業部会・工業部会・建設部会事業報告……４Ｐ
◆青年部・女性部事業報告……５Ｐ
◆講演会実施報告・今年度の主な実施事業……６Ｐ
◆自慢シリーズ……７Ｐ
◆新入会員紹介……８Ｐ
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平成26年 太田市新田商工会新年会開催
去る１月28日（火）午後６時より、平成26年の
当商工会主催新年会が、尾島地区の割烹朝日にお
いて開催されました。多くの会員皆さまのご出席
と来賓のご臨席を頂き、総勢81名で盛大に執り行
われました。白石副会長の開会の辞により始まり、
主催者である江森会長から挨拶がなされた後、清
水聖義太田市長、笹川博義衆議院議員、鯨井博太
田商工会議所副会頭のご祝辞をいただきました。
菅沼秀明東部県民局東部行政事務所長の乾杯によ
り祝宴になると、会場内では出席者が相互に年頭
の挨拶を交わしておられ、柿沼副会長の閉会の辞
が述べられた後も、新春の明るい雰囲気が会場を
包んでいました。
新年会では江森会長からご挨拶を頂きました。
「おおたタイムス」（１月11日号）においても年頭
のご挨拶の掲載がございますので、本紙において
も下記のとおりご紹介させていただきます。

平成26年 年頭のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
会員の皆さまにおかれましては輝かしい新年を
お迎えの事と推察し、心よりお喜び申し上げます。
平素は、商工会の運営に対しまして、ご理解あ
るご協力を賜り心より厚く御礼申し上げます。
私も一昨年の６月に会長を拝命し、一年半が経
過する中で、商工会という組織が会員の皆さまは
もちろんですが、地域にとっても重要な役割が求
められている状況を幾度となく痛感し、改めてそ
の重責に身の引き締まる思いをしております。
さて、昨年は年間を通して国内いたるところで
大雨等の自然災害に見舞われた一年でありまし
た。国内経済の面ではアベノミクス効果を背景に
長く低迷していたわが国経済が、その代表格とも
いうべき自動車業界を中心に大手企業の好調ぶり
が印象深い年でもありました。
とりわけ当地区においては大手自動車メーカー
である富士重工の地元として、地域全体が活況を
呈しているように思われている節もありますが、
多くの会員事業所では景気回復の実感にはほど遠
い状況にあるように感じざるをえません。
このようなタイミングでの４月からの消費税率
アップということがまた大きな不安材料になるわ
けですが、この問題を含め、これからも予想され
る厳しい社会経済情勢の中で、商工会自体がその
存在意義を発揮するためには、会員の必要とする

太田市新田商工会

会長

江森

義一

支援活動にきめ細かく対応し、頼りにされる組織
になること以外にこの組織の進むべき方向はない
と確信するものです。
そこで、これから商工会の進むべき方向の先に
ある原点ともいうべき「行きます・聞きます・提
案します」をモットーに、商工会活動をより一層
推進するため、県・市からの大きなお力添えをい
ただきながら、役員・職員一丸となって努力する
所存でありますので、今後とも変わらぬご支援ご
協力をお願い申し上げますとともに、合わせてす
べての会員の皆さまのますますのご発展を祈念
し、年頭の挨拶といたします。

会長

江森

義一
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新田支部
「新春講演会」

藪塚支部
勉強会･懇親会について

２月７日（金）新田上田中町の「魚徳会館」に
おいて、恒例の新田支部「新春講演会」が開催さ
れました。
荻原支部長の挨拶
に 続 き、今 回 は「事
業 発 展 の 勘 ど こ ろ」
と 題 し て、群 馬 銀 行
相談役の渡邊一正様
を講師にお招きしご講
演をいただきました。
渡邊相談役は、群馬銀行代表取締役会長などを
歴任され、現在は、群馬県人事委員会委員も務め
ておられます。
「哀しみは身より離れず人の世の
愛あるところ添ひて潜める」
窪田空穂の歌を紹介し、「幸せに暮らしている
人の不意を打つ厄災は、気配を消してじっと隙を
うかがっている。皆さん経営者は、自分の会社だ
けは万全であると決して思わず、常に憂い心を
持っていて欲しい」と話されました。
また、経営危機に陥った企業の問題点などを、
自身の経験や支店長時代に心掛けていた事など多
岐にわたる具体例を交えて説明していただきまし
た。渡邊相談役の講話は小規模事業者の目線に合
わせた大変わかり易い内容で、受講者の皆様は自
社の発展に役立てて頂けるものと思われます。
講演会終了後には新年会が開催され、新田地区
会員相互の親睦を図ることができました。

藪塚支部長

今井

勇

平成26年２月26日藪塚町『倉寿司』にて支部の
研修と懇親を目的に、太田市新田商工会合併以来、
藪塚支部では初めての懇親事業を実施し35名の参
加をいただきました。
今回のきっかけは、旧藪塚本町商工会建設部で
実施していた『太子講』を実施することで支部の
活性化を図ったらどうかとの提案が建設部会副部
会長の村田さんからあり、支部役員会に諮ったと
ころ是非支部単位の事業を実施すべきとのことで
実施を決定しました。また、せっかくやるなら勉
強会も併せて行ったらどうかとなり、あかぎ信用
組合常務理事の小林正弘氏を講師として『上手な
事業資金の使い方』の演題で講演会を行いました。
この講演会は地域金融機関の現状及び将来・企業
の財務健全化・融資先のランク付けなど大いに役
立つものでありました。この後『太子講』の礼拝
とお札配布（希望者）を経て懇親会となりました
が、藪塚独自での懇親会がしばらくなかったこと
もあり大いに盛り上がり有意義なものとなりまし
た。
参加いただいた会員皆様はもとより今回の事業
実施に中心となって協力いただいた藪塚支部建設
部会の皆様と事務局の皆様にお礼申し上げます。

経営者ご自身の「現役引退後の生活資金」のことをお考えですか？
年金だけでは不十分で、不安がある。自分で積み増しするには、どんなものがあるのかな…

広告
★毎月3万円の掛金
（年間36万円）
で、例えば課税対象所得400万円の方なら、
約11万円の節税になります。
（左図は確定申告書の記載例）

小規模企業共済

掛金は
全額所得
控除

検 索
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商業部会視察研修会報告
商業部会

㈲深沢牧場

深沢

政久

３月６日まだ寒さが続く時期にもかかわらず、
総勢３０余名の参加を得て視察研修会が開催され
ました。往路で首都高速の渋滞に巻き込まれ、何
とかたどり着いたアクアラインでは、幸運にも遠
くに富士山も見え、海の白波とともに美しい景観
に目を楽しませていただきました。
バスは、ほどなくして研修会の目玉でもある千
葉県の南房総道楽園に到着しました。そこでは、
イチゴ狩りや余興場での演芸鑑賞など盛りだくさ
んの内容で、昼食時には名物の浜焼き料理に舌鼓
を打ちました。
帰路には、木更津アウトレットモールを見学し
ましたが、若い世代の人たちであふれ、ただただ
時代の変化に驚くばかりでした。
見学を終えた一行は一路帰路につきましたが、
途中、往路でも立ち寄ったアクアラインの「海ほ
たる」では、夕暮れ時の美しい夜景を眺めたり、
各自自由に夕食を取りながら、ほっとするひと時
を過ごしました。
高速道路の渋滞で予定の時間より少し遅れまし
たが、全員が無事太田に戻り、今回の研修会が終
了となりました。
視察研修会に参加して思うことは、色々な場所
の知らないことを知るためには、このような視察
研修会が大変良い機会になると思います。これか
らも続けてほしいと思います。

建設部会視察研修会報告
３月６日（木）、毎年恒例の建築・建材展の視
察研修会を実施いたしました。
築地場外市場にて自由に昼食を取りながら散策
した後、建築・建材展が開催されている東京ビッ
グサイトへと向かいました。２０周年を迎えた今
年は開催規模が拡大され、住宅・店舗・ビル用の
各種建材をはじめ、設備機器やソフトウェア、工
事・施工法、関連サービス等が一堂に集まり展示
されていました。
また、JAPAN SHOP や SECURITY SHOW な
ど７つの展示会が同時開催され、建築に関する分
野だけでなく、企業経営やその他ビジネスに役立
つ最新の技術も学ぶことができ、参加された皆様
は時間いっぱいまで見学されていました。その後、
浅草にて一同で夕食を取り、部会員相互の懇親を
深めました。
本年度も部会員皆様のおかげをもちまして、無
事に各種事業を実施することができました。来年
度もより多くの方にご参加いただき建設部会をさ
らに盛り上げていきたいと思いますので、引き続
きご協力くださいますようお願い申し上げます。

工業部会次年度の抱負
本年度の工業部会活動は、５月の総会に従来の
大雑把な事業計画でなく実施日・実施内容を決め
た事業計画案を提出して、「会員の皆様に、事業
内容を早く知ってもらう事により参加しやすくす
る」事を目指し、昨年３月６日の正副部会長・各
委員長会議から始まりました。その後、視察研修・
企画・親睦の三委員会毎に集まって企画を練って
1、県外視察研修
９月１９日 サントリー天然水白洲工場、
シャトー・メルシャン
2、経営トップ営業力強化研修
６月１３日、７月１８日
3、グランドゴルフ・バーベキュー大会
６月９日
4、忘年会 12月上旬

工業部会長

内田

知直

と、具体的な年間事業計画を総会で発表する事が
出来ました。そして、計画した行事は予定通りに
追加行事の中島邸の見学も含めて全て昨年末に終
了しています。ここに改めてその実行にお骨折り
いただきました各委員の方々に感謝申し上げま
す。
来年度も今年度と同様に早い時期に始動し、多
数の会員の皆様が参加を望む魅力のある企画を、
各委員会で立てて実行して行きたいと思っており
ます。 さらに、今年度は前々からの課題でもあ
ります「各行事の連絡が会員の皆様に上手く届か
ない」事の解消を最大のテーマに確実に届く連絡
方法を模索し各行事への機会損失を防ぎ、より多
くの参加者を得たいと考えておりますので、皆様
の忌憚のないご意見をお願い申し上げます。
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青年部事業報告
平成25年12月７日（土）
Ｇ−ＦＯＯＤカーニバル グルメグランプリ
（担当：文化継承委員会）
群馬県商工会
青年部連合会主
催『G-FOOD グ
ルメグランプリ』
が高崎市もてな
し広場で開催さ
れました。
県内の青年部
が一堂に集まり、
その地域の食材
を使って出店し、
青年部毎に考え
抜 い たＢ級 グ ル
メでイベントを盛り上げていました。また、ステー
ジ上では各地域のゆるキャラも大集合し大賑わい
でした。
太田市新田商工会青年部は『かかまる焼き』で
勝負です。
『かかまる焼き』は太田の名産である大和芋と
焼きそばの麺の入ったお好み焼きです。
予想以上に大繁盛で青年部員は大きな声を張り
上げながら汗だくで頑張りました。
結果は惜しくも入賞にはなりませんでしたが、
とても良い活動が出来ました。
平成26年１月17日（金）
ＰＭ 6：30 〜
次年度各委員会の顔合わせ
毎年恒例の青年部各委員会の顔合わせが、魚徳
会館にて出席者４１名で開催されました。
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内 容 は、総 務（金
谷氏）
・研修（村山氏）
・
交流（今井氏）・ふる
さと創造（山本氏）・
文 化 継 承（田 端 氏）
の５委員会が各部屋
に分かれ、２６年度の事業内容を新委員長予定者
を中心に協議しました。
その後、新委員長予定者が執行部へ新年度へ向
けての意気込みを力強く発信し、副委員長の紹介
も行いました。
各委員会で親睦も図れ、大変素晴らしい顔合わ
せが出来たと思います。
平成26年２月４日（火）
青年部主張発表全国大会
（担当：研修委員会）
今年度は参加者24名
で、埼玉県の埼玉スー
パーアリーナにて開催
された青年部全国大会
に出席してきました。
会場に到着すると、強烈な寒波で雨降る中、次
世代を担う地域のリーダー約5200人が集い、会場
内は熱気に包まれていました。来賓として上田知
事、経済産業大臣らが出席していました。
埼玉県青連会長の力強い開会宣言で始まり、全
国６ブロックの代表者が商工会活動の意義などに
ついて主張を発表していました。どの方も大変素
晴らしい内容の主張でした。
休憩時間には献血活動を積極的に行い、夜には
懇親会が盛大に開かれ、事業の事、地域の事など
を熱く語り合いました。

女性部事業報告
若葉の萌える頃となり、心若やぐ季節となりま
した。この冬は、日本各地で歴史的な大雪となり、
被害に遭われた方も多かったと思います。心より
お見舞い申し上げます。
商工会女性部では、夏のねぷた祭りに始まり、
かかし祭り、産業フェスティバルと各種イベント
事業への参加、県並びに東部ブロック女性部事業
への参加など、部員皆様のご協力により、いずれ
の事業も盛況に開催する事が出来ました。
また１２月には、合併後初の試みで、㈲片山園
芸の片山さんを講師にお招きして「寄せ植え講習
会」を開催致しました。今でも玄関先を素敵に彩っ
てくれています。２月にはイベント慰労会を藤岡
温泉で行いました。

女性部は、このような行事を通して地区内外
の方との交流を図り、様々な経験をし、忙しい
日々の中でも楽しめる会となるよう活動して参
ります。皆さまのご参加を心よりお待ちしてお
ります。
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「ディズニーマジック！感動を呼ぶサービス」講演会
２月２０日（木）午後６時３０分より商工会館
において、「社会人として大切なことは、みんな
ディズニーランドで教わった」の著者としてお馴
染みの香取貴信氏を講師に招き、人を感動させる
サービスの本質について学んで頂くための講演会
が開催されました。
２階の会場は一般の方々を含め総勢９３名の受
講者で用意された席がほぼ満席状態の中、江森会
長からの挨拶の後、香取講師の元気みなぎる声で
講演会がスタートしました。
講演では、ディズニーランド従業員の中で落ち
こぼれであったと自ら認める講師が、先輩や同僚
からの言葉や行動に触発されて、仕事をする上で
大事にしなければならないことをひとつひとつ学
びながら一人前のスタッフへと成長して行く体験
が語られました。
講師の最初から最後まで明るく元気な話は、お
かしさの中にも感動的なエピソードを織り交ぜな
がら、終了予定時刻になっても、もう少し聞いて
いたいと思わせる充実感あふれる講演会でありま
した。

平成 25年度
開催日
平成 25 年

そして、講師から発信された次のメッセージは、
受講された方々の明日からの仕事にきっと元気を
与えてくれるだろうと感じました。
「どのような仕事においても、お客様が口には
出さないが、こうして欲しいと思うことを察知し
て提供する価値のあるサービスを実現するために
は、サービスを提供する側の気持ちの中にある本
気モードのスイッチをしっかり入れることが重
要。そのためには、日頃から何事も否定しない前
向きな言葉を使う習慣を身につけ、その言葉のも
つ力により自分自身の仕事に対する本気モードス
イッチをしっかり入れ
て仕事をして欲しい。
そうすることによっ
て、相手が幸せな気分
になり、自分も仕事が
苦痛ではなく、大きな
達成感を感じられる。
ぜひ実行してみて下
さい」。

商工会の主な実施事業

事業名

詳細

4 月 25 日

第１回理事会

平成 25 年度通常総代会提出議案について、他

5 月 23 日

通常総代会

議案第１号〜第 10 号を審議

6 月 20 日

Facebook 講習会
＜初級＞

講師：横田秀珠先生（イーンスパイア㈱）
場所：商工会本所 参加者 17 名

6 月 21 日

Facebook 講習会
＜中級＞

講師：横田秀珠先生（イーンスパイア㈱）
場所：商工会本所 参加者 20 名

10 月 9 日

第２回理事会

平成 25 年度一般会計第１次補正予算について、他

10 月 27 日

会員親睦旅行

旅行先：山梨方面（ワイン試飲と世界遺産の富士山散策）
参加者 82 名

11 月 26 日

会員親睦ボウリング大会

場所：太田パークレーン

新年会

場所：割烹朝日

平成 26 年

1 月 28 日
2 月 20 日
3 月 27 日

「ディズニーマジック！
感動を呼ぶサービス」講演会

第 3 回理事会

総代 61 名出席

参加者 72 名

参加者 81 名

講師：香取貴信先生（㈲香取感動マネジメント）
場所：商工会本所 参加者 93 名
平成 25 年度一般及び特別会計補正予算について、他
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自慢シリーズ ⑪

総合療術院ナチュラル

住所

㈱強戸柳文

太田市新井町528-11 ＢＨビル101

住所

太田市成塚町1142

業種

代表

業種

整体療術業

川村ひさよ

簡易ガス・ＬＰガス・
灯油・配管設備

2
太田駅

新井町北

セブンイレブン

太田市役所南

TEL
0276-78-7582

コープ

TEL
0276-37-5555

飯塚町

ユニクロ

㈱ミタニ空調

住所

住所

代表

空調設備工事業

三谷

業種

正洋

そば屋

大原仲

TEL
090-2648-5324

294

藪塚庁舎入口

ミタ二空調

藪塚駅

69

藪塚本町小

藪塚本町中

68

315

業種
飲食業

北関東自動車道

太田市新田中江田町1003-9
代表
島田

喜行

じっくり煮出した特
製スープと、甘辛風味
ソース太麺シャッキリ
キャベツで旨さ絶品の
焼そば。ボリューム感
たっぷりあん鯛焼。小
中学生に大好評の可愛
いパンダ焼で、知る人
ぞ知る新田のかくれ宿
的存在のお店です。リ
ピーターのお客様がと
ても多いことも自慢の
ひとつです・・・

TEL
0276-56-6174

新田金井十字路

2
ジョイフルホンダ
セブンイレブン

新田上江田町

311

コミュニティー広場

69
新田中江田町

セゾン
セーブオン

第一保育園

愛家和

太田警察署

78
2

太田市新田小金井町171-3
代表
齋藤

胡依

2013年5月にOPEN
し ま し た。上 州 産 の
石臼挽きそば粉を使
っ た 二 八 そ ば、各 種
て ん ぷ ら、丼 物 等 ご
用 意 し て お り ま す。
当 社 で は、生 産 か ら
販売まで一貫して管
理しておりますので、
安心安全のおそばを
どうぞご賞味下さい
ませ。

TEL
0276-57-5828

太田藪塚I.C.

たい焼・焼そば 愛家和

住所

生品神社
生品中

木崎公民館
木崎小

新田木崎町

312

39
生品神社
生品中

生品小

太田警察署

花一文
新田庁舎入口
マクドナルド
ユニクロ

ローソン
新田村田町

線
桐生
東武

線
桐生
東武

業 務 用・家 庭 用 エ
ア コ ン の 販 売、取 付
工事、メンテナンス、
クリーニング等行っ
て お り ま す。エ ア コ
ンの事ならなんでも
ご相談下さい。
大原上

道

そば処 花一文

太田市藪塚町1607-8

業種

北関東自動車

39
線
桐生
東武

ヤマダ電機

ナチュラル

下浜田

強戸柳文
強戸小

勤労会館北

当社は簡易ガス事
業・ＬＰガス・灯油の
販売をはじめとする
燃料販売店です。
電 気・ガ ス・水 道
の配管配線工事から
リ フ ォ ー ム、ピ ュ ア
ウォーター販売まで
幅広く展開すること
で地元のお客様のお
役に立てれば大変あ
りがたいです。

強戸中

太田市役所

博文

駅
門橋
治良

東洋医学をベース
とした８種類の療術
で、お 客 様 １ 人 １ 人
に合わせた｢オーダー
メイド｣の施術を行っ
ています。

代表
柳

新田小金井町

78
2

藤阿久北

ジョイフルホンダ

消費税転嫁対策
窓口相談事業
商工会では、『経理・税務・販路開拓・
新商品開発・経営革新・ＩＴ活用などの
講習会・専門家派遣による個別の経営課
題解決』などを通じて、中小・小規模企
業の皆様を支援します。相談無料・秘密
厳守です。
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新入会員紹介
事業所名
㈱ドリーム

代表者名

住

所

（平成26年3月27日理事会承認分まで）

TEL

業種／部会

関澤

敏雄

太田市藪塚町1967

0277-79-0125

肥料／商業

荘

賀信

太田市粕川町200

0276-52-0166

金属加工／工業

㈲秋山商店

秋山

一男

太田市西本町6-6

0276-22-3195

不動産・日用品／商業

群桐エコロ㈱

山口

博

太田市新田大町600-26

0276-55-0500

廃棄物処理／工業

東

弘

太田市藪塚町1326

0277-78-7543

新聞発行／商業

堀江美智子

太田市大原町383-23

080-3393-5510

エステ・整体／商業

ましも税理士事務所

眞下

勘久

太田市泉町1152-3

0276-55-8222

税理士／商業

秋本運送

秋本

幸一

太田市藪塚町553-4

0277-78-7621

運送業／商業

王鉄興業㈱

鈴木

和司

太田市新田反町町51-1

0276-56-7841

鋼材加工他／工業

金星

川井

理広

太田市大原町439-33

080-6644-7436

ちゃんこ鍋・やきとり／商業

㈲上武工業所

㈱太田タイムス社
エステ＆ヒーリングサロン凛晏

平成25年度補正予算

「小規模事業者持続化補助金事業」の公募について
本事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、 ＜想定される取組例＞
小規模事業者の地道な販路開拓（創意工夫による売り方 ①広告宣伝
やデザイン改変等）などの取り組みを支援するため、そ
★新たな顧客層の取り込みを狙ったチラシの作成
れに要する費用の２／３を補助するものです（上限額：
②集客力を高めるための店舗改装
５０万円）。
★幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバー
公募期間：第２次受付締切
サルデザイン化
５月２７日（火）17：00 必着
③商談会・展示会への出展
応募方法：公募要領、申請書様式等を群馬県商工会連合
会ホームページからダウンロードしてくださ
い。本事業の申請には商工会による確認が必
要となりますので、ご提出の前に当商工会ま
でご連絡ください。

編集後記

★新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
④商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更
★新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを
一新

一番先に誰が金を取るか、何個メダルを取れるかを騒ぎ立て、日本中の期待を背負っ
てのプレーは、緊張のあまり実力が発揮できずに失速するのも無理はないと思いきや、
スノーボードハーフパイプで２人の若者が快挙を成し遂げた。思わず拍手を送りたく
なった。
「編集後記」の原稿をあれやこれやと考えながら、始まったばかりのソチ五輪の日
本選手の結果に気を揉んでしまいました。
ところで、現実の日本を思うと、ますます高齢化が進み、核家族化が進むと、隣近
所や社会のコミュニティーが薄れてくる。国際化が進み、企業も個人も同様に段々孤
立していく。そのような状況を少しでも改善すべく、情報交換やふれあい等で協力し
合いたいもの。その一助に商工会がなればと願いながら会報を作成し、また商工会の
活動に参加していただくことが必要であると痛感します。

太田市新田商工会

広報委員

福田大健

