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当社は、昭和44年創業より産業機器の部品製造を行っています。大小
さまざまなNC旋盤加工、M/C加工、ワイヤーカット、レーザー加工、
研磨加工など、多彩な加工を複合的な工程でワンストップにて行ってい
ます。また、新分野の部品製造にも積極的に挑戦しています。単にお客
様のオーダーに応えるだけでなく、より優れたソリューション案をご提
供するのが当社のモットーです。
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平成28年度 商工会通常総代会開催
去る５月24日、平成28年度通常総代会が商工会
本所において、多数の来賓を迎え開催されました。
委任状を含め総代82名が出席し、提出された次の
議案11件が議長茂木昭宏氏（㈲茂木製作所）の議
事進行により、全て原案通り承認されました。

江森義一商工会長

茂木昭宏議長

高柳篤太田市産業環境部副部長

議案第１号
平成27年度事業報告承認について
議案第２号
平成27年度収入支出補正予算並びに収入支出決算承認に
ついて
議案第３号
平成27年度財政調整基金特別会計収入支出補正予算並び
に収入支出決算承認について
議案第４号
平成27年度新田共済特別会計収入支出補正予算並びに収
入支出決算承認について
議案第５号
平成28年度事業計画（案）決定について
議案第６号
太田市新田商工会会費及び加入賦課徴収規約の一部を改
正する規約について
議案第７号
太田市新田商工会手数料（受託料含む）及び使用徴収規
約の一部を改正する規約について
議案第８号
平成28年度収入支出予算（案）決定について
議案第９号
平成28年度財政調整基金特別会計収入支出予算（案）決
定について
議案第10号
平成28年度新田共済特別会計収入支出予算（案）決定に
ついて
議案第11号
平成28年度借入限度額決定について

平成28年度 商工会事業計画
本年度は、一昨年制定された「小規模企業振興基本法」に基づいて商工会活動を見直して、「経営発達
支援計画」の認定を受けたうえで、会員企業の経営力強化と商工会の組織力強化のため次のとおり事業
を実施します。

〈重点施策〉
1. 伴走型支援による経営支援

2. 会員増強による組織強化

3. 商工会合併10周年記念事業

小規模事業者支援法による「経営
発達支援計画」の認定を実現し、会
員企業の持続的発展のため、補助金
利用や経営改善普及事業の継続的実
施により地域総合経済団体としての
使命を果たす。

商工会加入のメリットを前面に打
ち出してアピールすると同時に、個
々の事業所に対する惜しまない支援
を行うことにより、新規加入の促進
と退会防止を図り組織力アップによ
る組織強化を目指す。

新田、尾島、藪塚本町の３商工会
が合併して10周年を迎える。一つの
区切りとして、またこれからの太田
市新田商工会の10年先を鑑みて、会
員の皆様に対し感謝の気持ちを込め
て記念事業を策定し開催する。

〈収入支出予算の概要〉
【収入の部】［単位：千円］
補助金

73,744

会費

18,200

手数料等

9,509

特別賦課金他

3,900

前年度繰越金

4,513

計

109,866

9％

【支出の部】［単位：千円］

3％ 4％

17％
67％

経営改善普及事業費

66,380

一般事業費

17,880

管理費他

25,606

計

109,866

23％
16％

61％
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商業部会総会報告

部会長

権田

博良

去る５月12日㈭、尾島町「割烹朝日」にて平成28
年度商業部会通常総会を部会員17名の出席、来賓
として江森会長ご臨席のもとに開催いたしました。
第１号議案から第４号議案まで全て可決承認し
ていただくことができました。これもひとえに商
業部会員の皆様のご協力の賜と思っております。
中小・小規模企業にとっては、円安による原材
料価格の高騰や、経済の先行き不安による個人消
費の冷え込みで依然として厳しい状況が続いてお
ります。
このような中、今年度も商業部会の商業活性化、
経営支援をするために様々な事業を実施していき
ます。中でも地域資源を活用する新事業を計画し
ており、「地域資源を活用し
特産品や観光等を開発する」
内容となっております。今
後共皆様のご支援ご協力の
程、よろしくお願い申し上
げます。

建設部会総会報告

部会長

村田

剛志

平成28年度太田市新田商工会
建設部会総会が、５月10日㈫午
後６時30分より、白石副会長ご
臨席のもと、藪塚町の「倉寿司」
において開催されました。
部会員31名の参加を頂き、スムーズに議事が進
行して、提出された議案全てが原案通り全会一致
で可決承認されました。
建設業界においては、技術者・労働者の不足、
高齢化という恒久的問題が依然としてあり、また
原材料の高騰や受注競争の激化など中小零細企業
は従前どおり厳しい状況にあります。こうした環
境の中で、地域建設業者の情報交換や景気の底上
げを図るために、視察研修の実施、講演会の開催、
やぶづか産業祭・太田市産業フェスティバルの参
加、親睦ゴルフ大会の実施、新年会の開催などを
計画しています。
総会終了後は懇親会が開催
され、和やかに歓談をして部
会員相互の親交を図ることが
出来ました。

工業部会事業報告

部会長

佐瀬

信之

去る５月13日㈮、新田「魚徳会
館」にて平成28年度工業部会通常
総会が開催され、提出議案が全て
原案どおり可決承認され、平成28
年度事業が本格的にスタートしました。
また、来賓として江森商工会長にご臨席いただ
き、総会終了後には、懇親会が開催され部会員相
互の懇親が深められ、大盛況の内に終了すること
ができました。
さて、平成28年度第１弾事業としまして、６月
12日㈰に恒例のグラウンドゴルフ・バーベキュー
大会が参加者50名の中、利根グラウンドゴルフ場
及び利根キャンプ場にて開催されました。
本事業を計画した企画部の皆様の行いにより、
当日は絶好の好天に恵まれ、グラウンドゴルフ大

会は篠塚製作所の落合正克さんが63
の見事なスコアで栄えある優勝に輝
き、準優勝にはスコア67で星野紙工
の星野良江さん、第３位はスコア68
で㈱テラウチの寺内邦次さんが獲得しました。
また、バーベキュー大会ではAGF関東㈱さんと
サッポロビール㈱さんより多大なるご協賛をいた
だいたおかげで、表彰式も盛り上がり、参加者全
員が和気あいあいとした雰囲気の中で親交を深め
ていました。
また、第２弾事業として９月上旬に県外視察研
修が計画されており、新潟県三条市の爪切り工場
へ視察を予定しております。工業部会員の皆様お
誘いあわせの上ご参加下さいますようお知らせい
たします。

青年部事業報告

部長

立川

和幸

青年部HP http://ons-impulse.com/
■ 4/22通常総会・懇親会（担当：総務広報委員会）
去る４月22日㈮に新田「魚徳会
館」にて平成28年度の通常総会が
開催されました。全ての議案がス
ムーズに進行し原案通り承認され
ました。
また、来賓として、商工会から江森義一会長、
岡﨑準一事務局長にご臨席いただきました。
総会終了後は、懇親会を開催いたしました。
（公
社）弘前青年会議所より太田厚仁理事長、比内理
佑専務理事の方にご来賓としてご臨席いただき、
歓談中には青年部活動記録の映像が上映され、そ
の後新委員長として青年部活動に尽力する５つの
委員会の各委員長より今年度の抱負が力強く発信
され、より一層の懇親が深められ、大盛況のうち
に終了することができました。
今後とも青年部をどうぞよろしくお願いいたし
ます。
■ 5/18 〜青年部座禅会〜（担当：研修委員会）
木崎町、大通寺にて早朝（午前５
時）より座禅の指導をしていただき
ました。
当日は大変多くの部員の方々が参
加され、きちんとした座禅を指導し
ていただき、頭の中を無にすること
で自分と向き合えました。心に余裕
が持てる、雑念が消え新たな視点から自分を見つ
め直すことができるとの思いから本事業が企画さ
れ、新しい発想が生まれ、自分自身を知ることが
できる大変良い事業が出来たと思います。
■ 5/28 〜新たな縁
（えん）
と青年部の魅力〜
（担当：
交流委員会）
せっかく青年部に入ってく
れた新部員に、もっと色々な
経験をしてもらいたい、もっ
とたくさんの部員と繋がりを
持ってほしい。
また、青年部で活動する目的・意味を知り、今
まで活動してこられた方からの想いや感じ方をた
くさんの部員に伝えたい。そうした想いから企画
された本事業は、部員間の交流を深めるレクリ
エーション的なイベントで、新入部員もご参加い
ただき、皆の親睦を深める事ができました。正副
部長や委員長経験者が青年部での経験を積極的に
話すことで、部員間の交流が深まったと実感でき
ました。
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女性部総会報告

部 長

山鹿

律子

平成28年度太田市新田商工会女性部通常総会が、去る５月30日㈪「味処なかや」において、江森商工会
長を来賓にお招きして開催されました。
平成27年度事業報告並びに決算報告、平成28年度事業計画並びに予算の４議案が原案どおりに可決承認
されました。
山鹿部長は挨拶の中で、尾島町・新田町・藪塚本町の３町が合併して10年を迎えることができたこと、
そして、27年度事業活動が無事に終了できたことへのお礼と、28年度も、部員の皆様と楽しく事業を行っ
ていきたいので、色々な提案をしていただき、引続きのご協力をお願いしたいと述べました。また、熊本
で発生した災害に触れ、一日も早い復興を願いつつ、全国商工会女性部連合会や太田市を通じて、女性部
として支援したことを報告されました。
総会終了後の懇親会では、江森商工会長にもご臨席していただき、
はじめて参加していただいた部員さんもおり、地元のお祭りのことや
家業のことなど話題が尽きることなく、終始和やかな雰囲気のなかで、
盛況のうちに終了することができました。
女性部員は随時募集中ですので、お近くに加入いただける方がい
らっしゃったら、是非ご紹介いただきたいと思います。
各事業へは、お気軽に参加下さいますよう、お待ちしております。
今後とも、女性部活動へのご協力をよろしくお願い申し上げます。

にったハッピースタンプ会
夏のはっぴーセールを開催します！
！
公式Web http://www.nitta-happystamp.net/

今年もにったハッピースタンプ会の加盟店では、夏の暑さにも負けない「夏のはっ
ぴーセール」を開催します。期間は、７月16日㈯〜８月15日㈪までの30日間です。
期間中お買い上げのお客様にオリジナル竹製うちわをプレゼントします。裏面に
抽選番号が刻印されており、店舗毎に夏を乗り切る為のグッズが当たります。
また、期間中イベントとして、スタンプカードの捺印が倍になるＷポイントサー
ビスを実施しておりますので、ぜひ、にったハッピースタンプ加盟店をご利用下さい。
スタンプ会の、のぼり旗が目印です。

企業紹介
Webサイト

「ものづくり検索ナビ」

http://www.ota-monodukuri.net/

太田市新田商工会では、群馬県太田市内企業を中心に企業情報
を掲載し、Web公開による販路拡大、ビジネスマッチングに活
用できるサイトを公開しております。利用者が急増しているス
マートフォンにも対応させ、情報発信の機会を逃しません。
今後も継続募集を行い200社以上の掲載を目指していきます。
ぜひ、登録をして活用をお願いいたします。
≪●問合せ先／当会各地区担当指導員まで≫

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−
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今後のイベント
①世良田祇園まつり
■屋台運行・隠居様神輿
■当住様神輿渡御

7月23日㈯
7月24日㈰

◎問合せ：0276-52-1002

②新田まつり
8月13日㈯

世良田十字路（旧国道354号）

13：00 〜 17：00

八坂神社〜世良田町内

世良田行政センター

16：30 〜（荒天時翌日順延）[花火20：00 〜 ]

◎問合せ：0276-57-1041

新田中央公共地区（陸上競技場）

綿打行政センター

③尾島ねぷたまつり
8月14日㈰・15日㈪

尾島商店街大通り（旧国道354号）

◎問合せ：0276-47-1833

④藪塚まつり
8月27日㈯

16：00 〜 22：00

太田市役所

16：00 〜（荒天時翌日順延）藪塚本町中央運動公園

◎問合せ：0277-78-2111

藪塚本町行政センター

⑤やぶ塚かかし祭り
10月1日㈯ 〜10月10日㈪
◎問合せ：0276-47-1833

⑥やぶづか産業祭
11月6日㈰ 9：00 〜

三島神社公園及び周辺

太田市役所

藪塚本町中央公民館駐車場周辺

◎問合せ：0277-78-2536

やぶづか産業祭実行委員会

◎問合せ：0276-47-1834

太田市役所

ご存知ですか？

国の制度だから

検索

安 心・確 実 ！

●新規加入や掛金月額を
増額する場合︑掛金の
一部を国が助成します︒
●掛金は全額非課税で︑
手数料もかかりません︒

外部積立型だから

管理が簡単！

●従業員ごとの納付状況や
退職金試算額を事業主に
お知らせします︒
●退職金は︑
中退共から直接
従業員へ支払われます︒

◎パートさんもご加入
いただけます︒

お気軽にお問合せください

︵独︶勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部

〇三︵五九五五︶八二一一

☎ 〇三︵六九〇七︶一二三四

詳しくはホームページをご覧ください。 中退共

﹁ 中 退 共 ﹂の
退職金制度
なら︑掛金
に国の助成
が受けられ
ます︒

⑦太田市産業環境フェスティバル
11月13日㈰ 9：00 〜 エアリス駐車場
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創業支援について
■ 土日創業・経営相談窓口
群馬県商工会連合会に創業・起業を志す方を
力強くサポートするための相談窓口が設置され
ました。すでに事業を営まれている方の経営相
談も受付けています。相談には創業・経営支援
の専門家（中小企業診断士等）が、無料でお答
えします。
創業に興味はあるがどんな準備が必要なの
か？独立・開業のための資金調達はどうすれば
いい？創業したけど思うように売上が上がらな
いなど、創業や経営に関することでしたら、ど
んな些細なことでもＯＫ！

■ ぐんま創業スクール 2016
国の平成28年度地域創業促進支援事業（創業
スクール事業）が開催されることになりました。
・日程：平成28年８月21日㈰〜 9月25日㈰まで
の全日曜日（全６回コース）
午前９時30分〜午後４時30分
・会 場：群馬県商工連会館 ２階大研修室
・講 師：経営コンサルタント 綿貫有二氏
・対象者：創業・第二創業に関心のある方
・参加費：10,800円（全６回分・テキスト代含）
・定 員：30名（先着順）

・電話で予約。もしくは相談窓口に直接お出か
けください。（予約不要）
相談日の予約も受け付けています。

○お問合せ・申し込み先

○相談窓口：TEL 027−231−9779
毎週 土曜日・日曜日9：00 〜 17：00

〒371-0047 前橋市関根町三丁目8−1
TEL 027−231−9779

群馬県商工会連合会

群馬県事業引継ぎ支援センター
群馬県事業引継ぎ支援センターは、次世代への事業引継ぎに関する様々な課題解決を支援する公的相
談窓口。中小企業の事業承継実務に精通した専門家が秘密厳守で相談を受けています。

■ 趣旨と目的
群馬県事業引継ぎ支援センターは、「産業競争力強化法」に基づき、（公財）群馬県産業支援機構が国
からの委託を受けて事業を行っています。中小企業の中には将来の事業存続に課題や悩みを抱えている
ことが多く、特に親族内に適当な後継者がいない企業の増加が顕著となっています。こういった承継問
題を先送りにし、特段の対策を行わないまま経営を続けた結果、産業、雇用喪失といった社会的損失が
発生しています。そこで国が「事業引継ぎ」を支援することで、円滑な事業のバトンタッチをサポートし、
次世代への経営資源のスムーズな承継を促進します。

■ 相談の流れ
①センターに連絡後、相談日時の決定⇒②窓口相談⇒③事業引継ぎ支援⇒④成約
事業承継に関する専門家が、事業実態や具体的な課題を抽出し、事業の引継ぎに関わる様々な選択肢
を提示します。（相談無料）

■ 群馬県後継者バンク
登録した起業家と後継者不在の事業主とを結び
つける制度。経営者（飲食店、ショップ、工場等）
の方と、後継者バンクの登録者を結び付け、事業
の円滑なバトンタッチを支援する仕組み。登録に
当たっては、創業塾を受講しているなど、創業を
準備している方を対象としています。

群馬県事業引継ぎ支援センター
【（公財）群馬県産業支援機構】
〒371-0854 前橋市大渡町1-10-7
群馬県総合公社ビル２階
TEL 027−226−6115
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手数料規約改正のお知らせ

新しい事務局体制
役
職
局長
課長・経営指導員
経営指導員
経営指導員
経営指導員
補助員
補助員
一般職員
記帳指導員
記帳指導員
記帳指導員
記帳専任職員
記帳指導員
記帳指導員

今年度よりポスター・長尺印刷（横断幕、懸垂
幕等）の印刷サービスに対応するため手数料が改
正になりましたのでお知らせします。
■ 書類作成・コピー・印刷
区

分

書類
作成

コピー（用紙別）
はがき・B5・A4・B4・A3
A2・A1・A0・36in
はがき・B5・A4・B4・A3
(黒)
はがき・B5・A4・B4・
A3・A2・A1・A0・36in
(カラー・本所のみ対応)

印 刷
ポスター・長尺印刷

A2ロール
（420mm幅）
普通紙
A1ロール
（594mm幅）
普通紙
Ａ0ロール
（841mm幅）
普通紙

文字
ポスター
文字
ポスター
文字
ポスター

文字
36インチロール
（914mm幅）
ポスター
普通紙
他団体からの委託事務

手
会
員
10円/枚
500円/枚
1,000円/枚
2円/枚+800円
(用紙代別)

数

4円/枚+800円
(用紙代別)

料
非 会 員
20円/枚
1,000円/枚
2,000円/枚
4円/枚+1,600円
(用紙代別)
8円/枚+1,600円
(用紙代別)

200円/m
400円/m
+800円(用紙込)
+1,600円(用紙込)
600円/m
1,200円/m
+800円(用紙込)
+1,600円(用紙込)
300円/m
600円/m
+800円(用紙込)
+1,600円(用紙込)
900円/m
1,800円/m
+800円(用紙込)
+1,600円(用紙込)
400円/m
800円/m
+800円(用紙込)
+1,600円(用紙込)
1,200円/m
2,400円/m
+800円(用紙込)
+1,600円(用紙込)
500円/m
1,000円/m
+800円(用紙込)
+1,600円(用紙込)
1,500円/m
3,000円/m
+800円(用紙込)
+1,600円(用紙込)
契約時及び契約更新時に会長が定める

退職のご挨拶
■小澤

和之

このたび一身上の都合により６月30日をもちまし
て退職することとなりました。13年間という永きに
わたり会員・役職員の皆様には大変お世話になりま
した。
この13年間各団体の運営や様々な商工会業務に携
わり、会員の皆様のつながりの大切さを学ばせてい
ただきました。今後も自分の財産とし、大切にして
いきたいと思っております。
昨今の厳しい社会情勢ではありますが、会員の皆
様には積極的に商工会行事等に参加して交流を深め
ていただき、今まで以上に商工会を盛り上げていた
だければ幸いです。
最後に在職中は公私共々いろいろご支援いただき
ましたことに厚くお礼申し上げます。

■山内みつえ
このたび、
６月30日をもちまして退職いたしました。
３年間皆様方の暖かいご指導のもと楽しく有意義に
過ごさせていただき心から感謝いたしております。
商工会職員の皆様のより一層のご活躍と会員皆様
の企業のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。あり
がとうございました。

■池田

和樹

平成28年３月をもちまして、一身上の都合により
退職させていただきました。
突然の話で大変ご迷惑をお掛けいたしましたが、
この場をお借りいたしまして、３年間、色々とお世
話になりましたことを厚くお礼申し上げます。在職
中に得た貴重な経験や交流は、現在の仕事にも活か
していくつもりでございます。
末筆ではございますが、改めて皆様のご厚情に深
謝するとともに、商工会と会員皆様のますますのご
健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

本

所

尾島支所
藪塚支所

氏
岡 﨑
齋 藤
膳
山 岸
國 定
小 島
竹 澤
爲 谷
新 井
小保方
須 永
鎌 塚
阿久津
武 井

名
一
幸
美
治
諭
洋 子
茉 希
美帆子
恵 美
直 美
陽 子
久 子
久美子
紗 希
準
広
由
裕

転入・新任職員紹介
●國定

諭

４月１日付で、高崎市新町商工会よ
り異動してまいりました國定と申しま
す。私にとって初めての異動でありま
した。前商工会では６年間勤務してま
いりました。太田市新田商工会では経
営改善普及事業、青年部、広報委員会
を担当させていただきます。東毛地域はあまり土地
勘がありませんが、早くこの地域に慣れて、会員の
皆さまのお役に立てるよう頑張りますので、ご指導
の程よろしくお願いいたします。

●小島

洋子

こんにちは。この度、７月１日の人
事異動により明和町商工会より太田市
新田商工会に勤務することになりまし
た、小島洋子と申します。
明和町では、13年間勤務させてい
ただきました。
商工会での勤務は明和町が初めてでしたが、初心
を忘れることなく一日でも早く慣れるようにがんば
りたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。

●竹澤

茉希

７月１日付けで、新しく商工会へ採
用されました竹澤と申します。
新田地区の共済業務等を担当させて
いただきます。
商工会の業務自体がはじめてのこと
ばかりなのですが、いち早く業務知識
を取得し、皆様のお役に立てるように一生懸命頑張
りますので、宜しくお願い致します。

●転出職員のお知らせ
他の商工会へ異動した職員と、その異動先をお知らせします。
経営指導員
北山
優 笠懸町商工会 （4月1日付）
記帳専任職員 干川由紀美 前橋東部商工会（4月1日付）
補助員
塚田千津子 明和町商工会 （7月1日付）
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新入会員紹介
事業所名

代表者名

住

所

TEL

業種／部会

清水物流サービス

清水

尚男

太田市新田木崎町1110-11

0276-56-3677

機械器具小売業／工業

㈱カーロット

髙栁

知典

太田市新田木崎町1369-8

0276-56-5166

自動車一般整備業／商業

あかぎ信用組合笠懸支店

矢島

隆

みどり市笠懸町久宮68-34

0277-76-4611

金融業／商業

㈲大伸

佐久間章友

太田市新田大根町1226-1

0276-60-5506

自動車一般整備業／商業

吉澤建築

吉澤

健一

太田市新田下田中町333-8

080-3123-7232

建設業／建設

石井電子

石井

良昭

太田市新田木崎町1432

0276-56-1462

自動車部分品・付属品製造業／工業

利根エンタープライズ

正田

文孝

太田市押切町593-1

0276-52-2874

経営コンサルタント業／商業

Mitsu's Foundation

中村

充宏

太田市新田早川町45

0276-56-5398

土木・コンクリート工事業／建設

髙野

髙野

修道

太田市新田市野倉町81

090-1539-8067

ポータルサイト・サーバ運営業／商業

津久井

修道

津久井一男

太田市新田市野井町541

0276-57-1149

太陽光発電／商業

焼鳥えびすや

一男

田島

和則

太田市新田市野井町526-5

0276-57-5088

飲食業／商業

新倉

誠二

新倉

誠二

太田市新田村田町1184-6

0276-57-1273

電気設備保守管理／工業

岩﨑

千恵子

岩﨑千恵子

太田市大原町1095

0277-78-2153

太陽光発電／商業

㈱イースター

吉田

裕

太田市大原町1455-8

0277-47-6633

労働派遣業／工業

㈱ハウス＆ホーム

稲垣

達也

伊勢崎市連取町1538

0270-61-8992

木造建築工事業／建設

グローバルプラス㈱

戸崎

徹

太田市世良田町1215-1

0276-55-0976

一般土木建築工事業／建設

税理士法人 栗林会計事務所

栗林

紀昌

太田市浜町50-23

0276-46-1101

税理士事務所／商業

軽減税率対策補助金
■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や、
受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を補助する制度です。

A型：複数税率対応レジの導入等支援

Ｂ型：受発注システムの改修等支援

複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対
応できるように既存のレジを改修したりするときに
使える補助金です。※レジには、ＰＯＳ機能を有して
いないレジ、モバイルＰＯＳレジシステム、
ＰＯＳ
レジシステムなどを含みます。

電子的な受発注システム（EDI/EOS 等）を利用する
事業者のうち、複数税率に対応するために必要とな
る機能について、改修・入替を行う場合に使える補
助金です。

■申請受付期限
Ａ型：平成29年５月31日までに申請（事後申請）
Ｂ型：平成29円３月31日までに事業が完了するように申請
（事前申請。交付決定以前に作業着手した場合は補助対象になりません。）
※過日、消費税率引き上げ及び軽減税率制度の導入時期の延期が表明されましたが、本補助金の受付が継続されることに
なりました。
※本補助金の詳細については、ホームページをご確認ください。随時更新されます。

http://kzt-hojo.jp/（軽減税率対策補助金事務局ＨＰ）
先日、九州地方でまた大きな地震が発生し、未だに被害が出続けております。
人間の自然の脅威に対する非力さを痛感いたしますが、会社経営をしていく中でも予
測できない事態は、天災だけでなく、対人関係や、お客様との関係等沢山発生いたします。
またその結果が周囲の人に与える影響は大きなものとなります。
そんな時にこそ柔軟な考えで、物事に対応していくことこそ、リーダーにとって必要な事ではないでしょうか。困
難な状況の時に慌てずに済むように、常日頃から色々な人と情報交換したり、様々なメディアから知識を吸収する事
を心がけ、色々な経験をして、失敗をしたり、恥をかいて得た教訓は身に付くものです。
周りの環境がどんどん変化するのですから、現状に満足する事無く、何事にも勇気を持ってチャレンジしていかな
ければ、会社の存続も厳しい状況になってしまうのではないでしょうか。

編集後記

太田市新田商工会

広報委員

石原康彦

