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当社は創業より家造りを通して人と人との繋がりを大切にしています。
和風建築を得意としており、木が大好きで伝統的な木工技術に誇りをもっ
て仕事をさせて頂いております。
お客様ご家族とよくお話をしてご希望をおうかがいしながら一点一点オー
ダーメイドの注文住宅を造ります。
地域に根差し身近な大工さんとして多くのお客様のお役に立てるよう頑
張っております。
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平成31年

太田市新田商工会新年会開催

去る平成31年１月24日（木）午後６時より、平成31
年の商工会主催の新年会が、藪塚町「ホテルふせじま」
で開催され、会員、来賓の方々と職員も含めて総勢76
名で華やかに執り行われました。
公務ご多忙中にも関わらず太田市長をはじめ11名の
ご来賓の出席を賜り、平成31年新春の集いに華を添え
て頂きました。
杉山副会長の開会で始まり白石会長が挨拶を行った

◆

ご来賓

後、清水聖義太田市長、石倉稔太田市議会議長、笹川
博義衆議院議員、長谷川嘉一衆議院議員の４名よりご
祝辞を頂戴いたしました。続いて小堀副会長の乾杯の
ご発声により祝宴が始まると、会場内では出席者が相
互に年頭の挨拶を交わして親睦と情報交換がなされま
した。しばらくの間に懇親が深まり盛会の中、吉田筆
頭理事が閉会を告げ、宴席はお開きとなりました。

◆
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平成31年

年頭のご挨拶

明けましておめでとう
ございます。
昨年中、会員の皆様は
じめ関係機関各位に多大
なるご支援ご協力を賜り
ましたことを心より感謝
申し上げます。
さて、今年は消費税の
増税とそれに伴う軽減税
率の導入が行われます。
また、消費の低迷を回避するためにキャッシュレス決
済に限りポイント還元が行われるようです。それも店
の規模により還元率が変わるということで小規模事業
者にとって事務作業が煩雑になり負担が重くのしかか
るばかりか、小売業においては軽減税率対応のレジス
ターやカード決済用の機器を準備しなければなりませ
ん。これらに対応するために商工会としても各方面か
ら情報を収集し、講習会等を開催してまいりたいと考
えておりますので、会員の皆様には是非ともご参加い
ただき万全な体制で臨めるようご準備いただきたいと
思います。

大学院理工学府

教授

太田市新田商工会

会長

白石

昌一

また、皆様への支援策として軽減税率対応型のレジ
スターの導入の補助金（原則として費用の3/4、上限1
台に付20万円、複数台の場合200万円迄）や販売促進
を目的とする小規模事業者持続化補助金（原則として
費用の2/3、上限50万円）等もございます。その他に
も「伴走型小規模事業者支援推進事業」、「公的融資の
斡旋」、「共済事業の推進」なども行っております。
商工会までご連絡いただければ職員が各制度のご案
内とご提案をさせて頂くと共に書類等の作成のお手伝
いも致しますのでお気軽にお問合せ下さい。
小規模事業者にとって、これからも厳しい状況が続
くのではないかと思われますが商工会を積極的に活用
していただきながら事業に邁進されますことをお願い
致します。そして今年が会員の皆様にとって実り多い
年になりますことをご祈念いたしまして新年のご挨拶
とさせていただきます。
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新田支部「新年会」

新田支部長

木村

昭善

藪塚支部長

今井

勇

新田支部では、平成31年２月19日（火）新田
木崎町「味処なかや」を会場に、毎年恒例とな
りました「新年会」を開催致しました。
今年度は、新たに会員事業所となった、岡田
しのぶさん（㈱オーエスプロダクション）によ
るミニコンサートを催し、総勢54名の参加を頂
きまして、盛況に催すことが出来ました。
岡田さんは太田市新田のご出身で、幼少の頃
より数多くの「カラオケ番組」などで実績を残
し、1999年 に「越 後 恋 唄」（日 本 コ ロ ム ビ ア）
でデビュー、2018年６月には、テイチクエンタ
テインメントへ移籍し『いのち預けて』を発売
してメジャーデビューを果たしました。
木村支部長の挨拶に続いて、白石商工会長を
はじめとするご来賓の皆様からご祝辞をいただき、清水副支部長の乾杯の発声
で祝宴が開始されました。
岡田さんには、『いのち預けて』の他数曲披露していただいた後に、参加者と
デュエットもしていただきました。間近で聴く歌声に魅了されつつ、昨年度の
持続化補助金に採択されたことなどトークでも会場を盛り上げていただき、会
員の親睦を深めることができました。
日頃の新田支部活動へのご協力を感謝しますとともに、今後もご支援ご協力
を賜りたくお願い申し上げます。

藪塚支部「新春講演会・交流会並びに太子講」
藪塚支部は、平成31年２月８日（金）に藪塚町「倉寿司」
にて、「新春講演会・交流会、並びに太子講」を開催い
たしました。
新春講演会では、あかぎ信用組合笠懸支店長の矢島
隆様に「これからの金融機関について」と題し、キャッ
シュレス決済やAI等のFintechの進展と今後の金融機
関のあり方についてご
講演をいただきました。
講演会終了後は交流
会並びに太子講祭を開
催 し ま し た。太 子 講 と
は、職 能 神 と し て 聖 徳
太 子 を 祀 り、飲 食・会
合をするものです。建

設業者を中心として、本年の事業安泰を祈願しました。
また、交流会はご臨席いただいた白石商工会長、町田
市議、髙藤市議、今井市議からご挨拶を頂戴した後、
加川幹事の乾杯のご発声で開会しました。和やかな雰
囲気の中、会員事業者の親睦を深めることができまし
た。
今年度も藪塚支部活
動についてご協力いた
だきましたことに心よ
り感謝申し上げます。
来年度もご支援、ご協
力賜りますよう何卒お
願い申し上げます。

建設部会事業報告
建設部会では、３月５日（火）に視察研修会を開催いたしま
した。24名の建設部会員の方々にご参加いただき、日本経済新
聞社主催「建築・建材展2019」への視察をしてまいりました。
展示会では新しい素材や独自の技術を活かした最新の設備等の
情報収集に勤しみました。
また、３月９日（土）には上武ゴルフ場で親睦ゴルフ大会を
開催し、部会員相互の懇親を深めることができました。
今年度も多くの部会員の皆様にご参加、ご協力いただき、円
滑に事業運営ができましたことに心より感謝申し上げます。来
年度も魅力ある事業を実施していきたいと考えておりますの
で、どうぞよろしくお願い申し上げます。

建設部会長

村田

剛志
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商業部会事業報告
◇

商業部会長

鈴木

浩和

事業のブラッシュアップを図るべく情報交流会を

商業部会では、新規事業として事業経営の取組みについて、他店の取組みを聞き、参加者へのフィードバックを
して事業所を磨くための「情報交流会」を３回（9/10、11/12、2/7）開催しました。
具体的には、ニュースレター配布、食品製造・販売・チャンネル変化の取組み、高速道路サービスエリアでの販
売ノウハウ、顧客とのコミュニケーションのためのＳＮＳツールの使い方など参加メンバーそれぞれの得意技を披
露していただきました。後半では、情報を整理するため江原伸広中小企業診断士からの問題解決、今後の方向性・
進め方等にアドバイスをいただく形式をとりました。
３回目には10月の消費税10％に対応してＱＲコード決済（ＰＡＹＰＡＹ・オリガミペイなど）・クレジットカード
決済の導入事業所から貴重な情報開示もあり、新年度にはこの辺りについても研究・研修をする機会をぜひつくり、
中小零細だからといって遅れることなく逆にフットワークの軽さをもって攻めていきたいと思います。情報交流会
については、継続事業として進める予定です。
３回目の交流会開催後、ホテルふせじまにて「新年会」を開催しました。部会員25名、来賓２名（白石商工会長、
江原中小企業診断士）が出席し、今年１年の新たなスタートを共に分かち合い、相互親睦を図ることができました。
情報交流会は、新規の参加希望も大歓迎です。ビジネスチャンスが創出されるよう取り組んでいきます。

第１回交流会

第２回交流会

第３回交流会

工業部会事業報告
本年度の工業部会は、総会と三事業を予定通り実施することが出来ま
した。

新年会

工業部会長

木村

浩

総会

平成30年度事業報告
１総会
日時
場所

平成30年５月11日（金）午後６時30分
割烹 明養軒 参加21名

２グランドゴルフ・バーベキュー大会
日時
場所

平成30年６月３日（日）午前９時〈集合受付〉
利根グランドゴルフ場及びキャンプ場 参加62名

３県外視察研修会
日時
場所

４忘年会
日時
場所

GG&BBQ

平成30年10月19日（金）午前６時 参加17名
①諏訪圏工業メッセ2018
②セイコーエプソン㈱ 塩尻事業所
平成30年12月12日（水）午後６時30分
味処 なかや 参加18名

忘年会

ここで改めて事業実施に尽力
下さった、各役員の方々に感謝
を申し上げます。来年度も皆様
が参加できる魅力ある企画を計
画・実 行 し て 参 り ま す の で、多
数の参加をよろしくお願い申し
上げます。

視察研修
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青年部HP http://ons-impulse.com/

青年部事業報告

■平成３０年１２月１日（土）
おおた食と光の祭典

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200円で販売しました。
今年は、伏流水で小豆を
丁寧に炊き白玉入りで販売
した所、お客様から大好評
をいただき、完売する事が
できました。

■平成３０年１２月９日（日）
第７回商工会青年部グルメグランプリ
〜Ｇ☆ＳＴＡＲ☆ＦＯＯＤＳ〜

群馬県商工会青年部連合会主催の第７回目となるグ
ルメグランプリが、高崎市のもてなし広場で開催され
ました。県内の各商工会青年部が試行を重ねたグルメ
が一堂に会し、来場者の投票によりグランプリが決定
されました。
太田市新田商工会青年部は「新田バーガー」で臨み
ま し た。残 念 な が ら 入
賞はできませんでした
が、来 年 こ そ は 表 彰 台
に上りたいと思います。
今 回 は「赤 城 山 賊 焼」
を 開 発・販 売 し た 富 士
見商工会青年部が優勝
しました。

■平成３１年１月１９日（土）
次年度各委員会の顔合わせ

次年度の委員会メンバーが初めて会合する、次年度
各委員会の顔合わせが魚徳会館にて開催されました。
総務広報・研修、交流、文化継承の３委員会が各部
屋に分かれ、31年度の事業
内容や委員会内での役職
を、委員長予定者を中心に
協議しました。その後、委
員長予定者が、新年度へ向
けての意気込みを執行部へ
力強く発表しました。

■平成３１年２月１５日（金）
第１回太田市新田商工会青年部全体会議
（担当：全体会議特別委員会、
総務広報・研修委員会）

部員同士の意思の疎通を図ると共に、意識の高揚、
資質向上を目的として全体会議を開催しました。全体
会議には千代田町商工会青年部と富士見商工会青年部
も参加しました。
第一部は千代田町商工会青年部の坂本副部長を講師
に「次世代リーダー塾活動報告」を行って頂きました。

坂本副部長は私たちの大切な事業である「小学校ね
ぷた指導訪問」を題材に毎日新聞社の協力を経て記事

部長

金谷

健一

の執筆を行いましたがその経験を講演して頂きました。
第二部は総務広報・研修委員会が担当し「資質向上
講習会〜生活のプラスになる為に②」を開催しました。
９月のゴルゴ松本氏の講演の復習と実践について学び
ました。実践について
は 物 事 を「目 的」か ら
考えて最適に行動する
手法であるＶＦ（ビジュ
ア ル・フ ュ ー チ ャ ー）
を学びました。

■平成３１年２月２２日（金）
商業観光課との交流会（担当：交流委員会）

今年で６回目となる太田市職員との交流事業を太田
ナウリゾートホテルにて開催しました。来年度からさ
らに深い交流ができるように親睦を深めることを目的
に開催しました。商業観
光課から計６名にご出席
いただきました。
これから先も意見交換
の場所を作ることで深い
信頼関係を築き、情報の
共有と親密なコミュニケ
ーションを地域の活性化
に役立てたいと思います。

青年部員募集中！
！

自分の視野や活動範囲を新しい仲間と
共に広げてみませんか？
興味のある方は詳しくはこちらで↓
＜入部資格＞
太田市新田商工会会員
事業所の経営者または
後継者の方で年齢が
４５才以下の方

バナー広告募集中！
！
地元に根ざした企業として
アピールしませんか？
詳しくはこちらで↓
青年部ホームページはバ
ナー広告料により運営さ
れております。広告のご
掲載につき、何卒ご協力
をお願い申し上げます。
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女性部事業報告
木々の芽吹きに春を感じる季節となりました。商工
会女性部では、夏の「尾島ねぷた祭り」、秋の「やぶ塚
かかし祭り」、「産業フェスティバル」と各種イベント
事業へ参加し、いずれも盛況に終了する事ができまし
た。
また、県女性部連合会事業や東部ブロック女性部事
業へも積極的に参加して頂き、部員皆様のご協力を心
より感謝申し上げます。
２月５日には、老神温泉「伍楼閣」において、新年
会を開催いたしました。昨年に引続き二度目のお邪魔
となりました。おかみさんは、私達と同じ女性部員で、
お料理もおいしくいただき、源泉掛け流しの湯に浸か
って日頃の疲れを癒す事が出来ました。
２月12日には、３回目となる建設部会との合同企画
による、日本武術太極拳連盟公認指導員の深澤智子先
生を講師に「体にやさしいストレッチ教室」を開催し
ました。最初に、深澤先生による大きな扇子をつかっ
た表演「夕陽美功夫扇」を披露いただきました。音楽
を流しながらストレッチ体操を行うことでヒーリング
効果も加わり、大脳が活性化して、ストレス解消と集
中力がより高まるそうです。体操後は、身体が程よい
疲れと、頭もスッキリとした感じになりました。

山鹿

律子

女性部では、事業を通して様々な体験をしながら交
流を図っております。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
にご参加下さい。新入部員も随時募集中です、お待ち
しておりますので、よろしくお願い申し上げます。

セミナー開催報告
事業委員会では、平成31年１月24日（木）に「大学
発ベンチャーの挑戦―ウッドチップブロックから自動
運転まで―」と題して、群馬大学学長特別補佐 大学
院理工学府教授 板橋英之先生を講師に招聘し、講演
会を企画開催いたしました。板橋先生は、お隣の桐生
市にお住まいで、大学卒業後、筑波大学化学系準研究員、
群馬大学工学部応用化学科教授を経て、現在の職に就
いておられます。
2017年大学内に、ベンチャー企業「株式会社グッド
アイ」を設立し、学内研究で培った技術を生かし、ウ
ッドチップブロックや土壌改良材などの環境関連素材
の製造・販売や、自動運転技術を核とした都市計画開
発などを行っています。数年後の黒字化を目指して、
生じた利益は不足している大学の基礎研究費に充てる
計画です。

部長

事業委員長

坂井

勝

間伐材を利用した「ウッドチップブロック」は、除
草効果や殺菌効果、消臭効果、保水効果があり、現在
は実証実験を行っていて、地球温暖化問題の完全解決
を目指す取り組みです。
車の自動運転技術においては、最高レベル「完全自
動運転（レベル４）」のプロジェクトを進めています。
自動運転EVバスなどを核とした、教育と研究機関・
企業・行政など、地域が一体となって連携していくシ
ステムで、大学発の革新的なビジネスモデルであり、
今後の展開に期待をするところです。
人口減少がすすみ社会構造が大きく変化しているな
かで、地球温暖化対策や、自動運転技術等について、
大変興味深い情報をお届けできたと思います。来年度
も、会員の皆様に有益な事業を計画しますので、多く
の皆様のご参加をお待ちしております。
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軽減税率対策補助金 （消費税の軽減税率対応のためのレジ・システム補助金）
軽減税率対策補助金とは
消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジや券
売機の導入や改修、受発注システム、請求書管理システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、
導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。
軽減税率制度対応として、３つの申請類型があります。

A型

複数税率対応レジ
の導入等支援

軽減税率対象商品を将来にわたり
継続的に販売するために複数税率
対応レジ又は区分記載請求書等保
存方式に対応した請求書等を発行
する券売機を導入又は改修する必
要のある事業者が使える補助金で
す。

Ｂ型

受発注システム
の改修等支援

軽減税率対象商品を将来にわたり
継続的に取扱うために、電子的受
発注システムの改修・入替を行う
必要がある事業者が使える補助金
です。

Ｃ型

請求書管理システム
の改修等支援

軽減税率に対応するために必要と
なる区分記載請求書等保存方式に
対応した請求書管理システムの改
修・導入を行う必要がある事業者
が使える補助金です。
（2019年２月６日拡充）

※いずれの類型においても、レジ・券売機、受発注システム、請求書管理システムを使用して日頃から軽減税率
対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継続的に販売や請求書の発行を行うためにこれらを導入又は改修
する事業者を支援します。

「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日（2016年3月29日）から2019年9月30日までに導入
又は改修し、支払いが完了しているものが支援対象となります。なお、A−5型、A−6型、C型
においては、2019年1月1日から2019年9月30日までに導入又は改修し、支払いが完了したものが
支援対象となります。

●申請受付期限
A型、B−2型、C型：2019年12月16日までに申請（事後申請）してください。
B−1型：2019年9月30日までに事業を完了することを前提に、2019年6月28日までに交付申請を行ってください。
完了報告書は2019年12月16日までに提出してください。
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/

平成30年度補正「小規模事業者持続化補助金」について
「小規模企業者持続化補助金」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に対し
て国が支援するものです。これまでの５年間で群馬県
の商工会地区だけでも約2,300事業者が採択され、集客
のためのチラシを作成したり、店舗を改装したり、設
備導入の取り組みなどに補助金を活用しています。
●補助率：2/3
●補助上限額：50万円（一定の要件に該当する場合は
上限が100万円となります）
●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、顧客の増加につながる店舗
改装工事費など
●予算額・採択予定件数：約150億円（20,000社程度を
想定）
●公募受付開始日：平成31年３月下旬頃の予定
●公募締め切り日：未定
（例年は公募開始から２ヵ月程度）

※本事業の申請に際しては、太田市新田商工会の確認
が必要となります。群馬県商工会連合会への提出の
前に、申請書類（経営計画書等）を提出のうえ、
「事
業支援計画書（様式４）」の作成・交付を依頼して
下さい。
※本申請に関して作成支援をさせて頂きますので、希
望される会員の皆さまはお早めにお声掛け下さい。
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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

翔南圧送

南雲 智康

太田市新田大根町1084-3

0276-55-1721

コンクリート圧送業/建設

大南食品

吉田 成彦

太田市新井町507-1

0276-45-3563

めん類製造業/商業

木崎義貞

笠原 裕史

太田市新田木崎町1255-18

0276-56-5036

めん類製造業/商業

㈱路面凹凸

上原 英夫

太田市新田瑞木町38-6

050-7512-8817 食品機械製造販売/工業

トライズポイント・
オートワークス

髙柳 憲治

太田市新田木崎町1545-2

0276-61-3151

自動車整備業/商業

立川板金

立川 新一

太田市本町16-30

0276-45-7889

板金工事業/建設

㈱町田野菜園

町田 和哉

太田市大原町2160

0277-78-4800

農業/商業

クボタ電設

久保田 勉

太田市末広町548-5

0276-56-4150

電気工事/工業

㈱ZEN・エンジニアリング

飯塚 晃司

太田市粕川町420-4

0276-55-5522

石材・外溝工事/建設

自慢 シ リ ー ズ ㉓
トライズポイント・オートワークス
◆キャリア 25 年と 10 年の有資格整備士が在籍する
当店は、国産・輸入車・旧車など多種にわたるお客
様のニーズにお応えすることをモットーとしており
ます。
◆車検整備をはじめ、鈑金塗装、ドレスアップなど、様々
なサービスを展開して、お客様の笑顔と満足度を大
切に取り組んでおります。

住 所
代表者
業 種
定休日

編集後記

太田市新田木崎町1545-2
髙柳 憲治
自動車整備・販売
月曜／第３日曜

TEL 0276-61-3151
FAX 0276-61-3173
営業時間 AM9:00 〜 PM6:00
（日曜） AM9:30 〜 PM5:30

『新たな時代へ』
今年、4月30日に天皇陛下が30年を節目に退位し皇太子殿下が即位され新たな元号に変わ
ろうとしています。平成には東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨など天災が多かったこ

とから、
「安」と言う漢字を使った元号を期待する声も多いようですが皆様にとってどのような時代だったでしょうか。
また変わるのは陛下や元号のみならず多くの物事が日々変化しているようにも感じます。近年の若者はお金を稼ぐ
ことにあまり興味がないことが多く、仕事に対する意欲よりも休日の過ごし方を最優先するようです。我々商工業者
としても日々の変化をいち早く読み取り、当たり前・常識と言われてきた価値観や風習を見直し即時対応していける
ように心がけていなければ、いつの日か A I にリストラされてしまう日が来てしまうかもしれませんね。
太田市新田商工会

広報委員会

副委員長

戸谷 剛志

