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会員親睦旅行

福利厚生委員

梶塚

謙

今年の会員親睦旅行は、
10月21日
（日）
に大型バス２台、
会員79名の参加で山梨県忍野八海方面に行ってきまし
た。朝７時に商工会本所を出発したバスは関越自動車
道・圏央道・中央自動車道を走り、最初にワイナリー
工場にて試飲、帰路ではぶどう狩りを楽しみました。
この日の天候はまさに旅行日和。富士山もくっきり
見渡すことができ、澄み切った忍野八海の空気と清水、
景観を満喫し、午前中のワイン、お昼の懐石御膳、午
後のぶどう狩りで観て、感じて、味わって心身共にリ
フレッシュすることができました。

１年に一度の、会員、従業員、家族、そして地域の
会員が一緒に親睦を図り、明日への企業経営に邁進さ
れることを祈念して、来年も参加者全員に楽しみと癒
しをご提供できるようご期待願います。

会員親睦ボウリング大会

福利厚生委員会副委員長

小倉

孝夫

第12回を迎える今年の会員親睦ボウリング大会は、
11月20日（火）、会員55名（15事業所）の参加により、
太田パークレーンにおいて盛大に行われました。
梶塚委員の始球式でストライクを披露した後、参加
メンバーは、ストライク（歓喜）、スペア（安堵）、ガ
ーター（消沈）ありの一喜一憂したプレーを２ゲーム
楽しみました。
日頃の運動不足やストレスの解消ができたせいか、
元気な笑い声が会場いっぱいに聞こえ、会員・従業員・
家族や会員同士の親睦を図れました。
ゲーム終了後、表彰式が行われ、ハンディキャップ
に助けられた人もいたようですが、団体の部では上位
３チーム、個人の部では上位10名ほか、会長賞、当日・
当月賞、飛び賞、ＢＢ・ＢＭ賞と多数の賞品が用意され、
最後まで楽しむことができました。
成績は次のとおりです。
□個人の部
優 勝：平野 健三さん
準優勝：田中 信明さん
第３位：木村 信太郎さん
□団体の部
優 勝：平野工業所
準優勝：㈱岩崎工業C
第３位：木村工業所A
上位入賞者の皆さま、たいへんおめでとうございま
した。来年もお楽しみに．．．
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商業部会事業報告
商業部会県外視察研修レポ

今回は歌舞伎座をメインに研修です。十八世中村勘
三郎七回忌追善の十月大歌舞伎。
昼の部三つの演目、中村屋をメインですから七之助・
勘九郎・獅童といった有名どころのでる公演でした。
後日テレビで特集が組まれていました。幕間で昼食を
とり三時まで見てその後は、銀座の地の利を生かし、
ぐんまちゃん家、GINZA SIX、地下鉄一駅のミッド
タウン日比谷等へ、それぞれインバウンドの観光客の
あふれる視察地へ行きました。銀座六丁目歌舞伎座前
で乗り降りでしたから快適でした。

浩和

部会長

木村

浩

工場見学では、ムーブメント組立作業、ムーブメン
ト完成試験、続いて、金細工やダイヤを埋め込むなど
の宝飾作業を順に説明を受けながら回り、最後に完成
品が展示されているロビーで今日まで製造された歴史
的価値のある時計の展示と合わせて説明を受けました。
今後も、工業部会の活動を推進する上で、部会員の
皆様のご理解、ご協力のもと活動していく所存ですの
で、どうぞ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４日（日）にやぶづか産業祭、11
月11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。地
域の皆様からは価格と仕上がりに対して喜びの声が聞
こえ、大変嬉しく思っております。
さらに11月21日（水）には視察研修会を開催し、26
名の部会員にご参加いただきました。本年は明治150年
にあたるということで
赤煉瓦造りの法務省旧
本館及び東京国立近代
美術館工芸館と靖国神
社遊就館を視察し、修
復を重ねながらも長く
残る煉瓦造りの建造物
と先人の建築技術に吃
驚しました。

鈴木

商業部会としては新たな試みで日程を大幅に変更さ
せていただきました。
10月の月曜日と車中でお話を聞くと月曜定休の会員
の初参加の方もいました。今後の企画も含め参考にさ
せていただきます。25名の方の参加でした。

工業部会事業報告
工業部会は、10月19日（金）に部会員15名の参加を
頂き「諏訪圏工業メッセ2018」と「セイコーエプソン
㈱塩尻事業所」を訪問して視察を行いました。
諏訪圏には、切削・プレス・電子・金型等特徴ある
超精密・微細加工技術を有する中小企業の集積と豊富
な地域人材OBといった 強み があり、この 強み
を活かし、「世界のSUWAブランド」を目指した地域
が一体の取り組みが「諏訪圏工業メッセ」です。
建屋が約１万平方メートルに、諏訪地域を中心に金
属・電気・光学等の機械装置や加工部品に関わる400社
以上の企業・団体が出展し、「地方では国内最大級の工
業専門展示会」と高い評価受ける規模・内容です。
「セイコーエプソン㈱塩尻事業所」は、自動巻き発電
クォーツ腕時計（オートクオーツ）、スプリングドライ
ブの高級組立腕時計と太陽光発電とクォーツを組み合
わせたライン製造による中高級品を生産しています。
従業員はおよそ800名、そのうちの数十名は、技能五輪
に出場する訓練を受け大会に出場して優勝するなど、
時計のムーブメント組立や宝飾加工技術の伝承を受け
事業所内で高級腕時計を生産しています。

部会長

部会長

村田

剛志

法務省旧本館では司法の歴史も合わせて学び、旧近
衛師団司令部庁舎として使用された工芸館では「イン
ゲヤード・ローマン展」を視察してまいりました。彼
女の食器やインテリア等のものづくりを通して、デザ
インについての見識を広げることができたように思い
ます。
最後になりますが、部会員の皆様をはじめ、多くの
皆様のご協力を得て円滑な事業運営が実施できており
ますことを心より御礼申し上げます。今後の事業とし
ましては、２月に新年会、
ストレッチセミナー、３
月に建築建材展への視察
と親睦ゴルフ大会の開催
を企画しておりますの
で、引き続きよろしくお
願いいたします。
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青年部事業報告

■５/10 〜７/12 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。

部長

金谷

健一

■10/６ ハロウィン仮装大会
（担当：ふるさと創造委員会）

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。

やぶ塚かかし祭りの開催に合わせ第１回ハロウィン
仮装大会を行いました。天候にも恵まれ、大人の部12組、
子どもの部５組が出場しました。みなさんアニメやゲ
ームのキャラクターなど
の個性的な衣装を着飾っ
ていました。中には衣装
から小物にいたるまで全
て自作で作られた方もい
らっしゃいました。
参加された出場者を始
め、ご協力いただいた関
係者様、盛り上げていた
だいたお客様に感謝申し
上げます。

■８/１・２ 友好都市「弘前市」との交流事業
（担当：交流委員会）

■11/11 太田市産業環境フェスティバル
（担当：理事会）

■７/22 木崎祇園祭
（担当：理事会）

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19名で行ってまい
りました。
弘前青年会議所様の粋な計らいで、６年ぶりに復活
した直径４メートルもある津軽剛情張大太鼓を皆様と
ご一緒にねぷた祭りで引かせ
ていただきました。太鼓の大
きさと雷のように響き渡る音
に只々感動の一言でした。
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
めることができました。

■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40回尾島ねぷたまつりで、今年もねぷたを運行し
ました。パートナーである太鼓会と一緒に記念撮影を
し、いざ出陣！！雄大なねぷたを、看板や電線をかわ
しながら進行しました。尾島小学校の子供たちもねぷ
たまつりの為に一生懸命ねぷたを
作り、担ぎや声出しも練習しまし
たので本番ではヤーヤドーの掛け
声が町中に響いていました。
平成最後のねぷたまつりを無
事に終了することができました。

■９/23 ゴルゴ松本氏「命の授業」
（担当：総務広報・研修委員会）

ゴルゴ松本先生をお招きして、言葉の大切さや、夢
や希望を叶える為の心構えを学ぶ命の授業を太田市民
会館で行いました。
総勢1,100名程の地域の皆様
にお越しいただき盛大に開催
することが出来ました。あら
ためまして、各協力団体と各
関係者、青年部OBの皆様のお
力添えとご協力、誠にありが
とうございました。

太田市新田文化会館環境（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、今年は「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
活性化に貢献ができました。

■11/21・22 第 20 回商工会青年部全国大会
（広島大会）（担当：ふるさと創造委員会）

商工会青年部全国大会が広島県の広島グリーンアリ
ーナで開催され、当青年部も地域を担うリーダーの一
員 と し て 参 加 し ま し た。
全国から予選を勝ち抜い
てきた主張者の発表を傾
聴 し、同 じ く 次 世 代 を 担
う者として強い刺激を受
けました。
そ し て 二 日 目 は、広 島
の文化財の見学や食を楽
しみ大変充実した全国大
会でした。

■11/30

ドッジボール懇親会（担当：交流委員会）

交流委員会発案の事業で、部員の運動不足とストレ
ス解消、健康作りを行う為にド
ッジボール懇親会を行いました。
汗を流した後に懇親会も行い
ました。スポーツの後だからこ
そ、弾む会話もあり更なる親睦
を深めることが出来ました。
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女性部事業報告

部長

山鹿

律子

心せわしい年の暮れとなり、2018年もあっという間に
残りわずかとなりました。毎年恒例となりました地域の
イベントへの出店も、女性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
し祭り」、11月には「太田市産業環境フェスティバル」
が開催され、それぞれに売店を出店して、福利厚生委員
バス旅行
会の飲み物引き換えも行いました。今年の「やぶ塚かか
し祭り」では、台風の影響により３日程中止となりまし
「下田了仙寺」
たが、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
夏の寄せ植えの様子
した。
「寄せ植え講習会」は、夏は６月、冬は11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月には、１泊２日の旅行に伊豆方面へ行って参りま
した。１日目は「熱海初島」にフェリーで渡り、島の散
策と食事を楽しみ、稲取温泉「稲取石花海（せのうみ）」
バス旅行
に宿泊しました。２日目は、下田「ペリーロード」を散
「三島スカイウォーク」
策し、ペリー艦隊による開港の歴史をたどり、三島市に
ある日本一の長さを誇る歩行者専用吊橋「三島スカイ
ウォーク」を体験しました。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
やぶ塚かかし祭り
「ちびまるこちゃん家族」 域間交流研修会を開催し、株式会社SUBARU群馬製作
所矢島工場視察と情報交換会を行いました。「SUBARU
の個性的な技術と安全への取り組み」と題して、群馬製
作所総務課長吉岡様にご案内頂き、中島知久平氏が旧尾
SUBARU群馬製作所
島町において「飛行機研究所（中島飛行機製作所）」を
矢島工場視察
創設してから、独創的な技術開発により独自の安全技術
でモノづくりを受継いでいることなど、分かりやすくお
話いただき、大変参考となりました。12月には、高崎商
科大学特任教授熊倉浩靖先生に「上毛かるたで見直す群
馬の姿」のテーマで講演いただき、かるたに読まれなかっ
た事柄が意味深く、もっとお聞きしたいと思いました。
このように、女性部では年間の活動を通して様々な経
冬の寄せ植えの様子
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、お気軽にご参加下さい。また、新入部員も随時募集
東部地区講演会
中ですので、お問い合わせを心よりお待ちしております。
（熊倉浩靖先生）

パソコン講習会開催報告
商工会主催のパソコン講習会「販売促進・新規顧客
獲得のためのホームページ作成・活用 実践セミナー」
が10月16日（火）〜 18日（木）と10月23日（火）〜 25日（木）
の６日間にわたって延べ71名の方に参加して頂き、開
催 さ れ ま し た。講 師 はMicrosoft Oﬃcial Trainer の 木
暮恵理子先生が担当しました。
WordPressを使ったホームページ作成についてドメ
イン・サーバー取得・契約から実際の作成運用まで学
びました。
参加者一同、IT力を向上させることができました。

【群馬県からのお知らせ】
ぐんま緑の県民税を

５年間延長します

群馬県では、平成26年度からぐんま緑の県民税を導
入し、荒廃した森林の整備等を進めてきましたが、引
き続き取り組んでいく必要があるため、課税期間を５
年間延長することとしました。
課税の方法、年間の納税額（率）に変更はありません。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
※詳しくは群馬県ホームページをごらんください。
●税の使い途など森林保全に関すること
：群馬県林政課
電話：０２７-２２６-３２１１
●税の仕組みに関すること
：群馬県税務課
電話：０２７-２２６-３７７１
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美味しい群馬再発見！道の駅キャラバン2018
『道の駅キャラバン2018』が、県内の道の駅
10カ所を会場に開催されました。本商工会から
は４事業者が参加、県内外の消費者等に地場商
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
ップに力を入れています。
【出展者：Jewel Crepe、㈱叶食品、㈱大松、金
星食品㈲】
会 場

開催日

道の駅あぐりーむ昭和

9月15日（土）、
16日（日）

道の駅よしおか温泉

9月22日（土）、
23日（日）

道の駅八ッ場ふるさと館

9月29日（土）

道の駅玉村宿

10月６日（土）、
７日（日）

道の駅こもち

10月13日（土）、
14日（日）

道の駅尾瀬かたしな

10月20日（土）、
21日（日）

道の駅くらぶち小栗の里

10月27日（土）

田園プラザかわば

11月３日（土）

ぐりーんふらわー牧場大胡

11月11日（日）

道の駅みょうぎ

12月15日（土）

太田市産業環境フェスティバル
平 成30年11月11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。
天候に恵まれ新たに焼さんまの無料配布
1,500尾も行われ、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、27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
事業活動し、イベントを盛り上げました。
また、３年毎の永年勤続優良従業員表彰が
毎年開催されることになり、２事業所７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（企業順、敬称略）
・（株）エス工業
若井
宏
18年
・（株）髙橋塗装工業所
松井 辰男 32年、齋藤 典子 23年
天笠 有香 23年、五十嵐康雄 22年
稲村 和重 11年、大谷 光宏 11年

にったハッピースタンプ会
◇サンタクロース＆歳末福引きセール
毎年恒例となりましたにったハッピースタンプ
会主催の「サンタクロース＆歳末福引きセール」
が12月７日（金）〜 27日（木）までの21日間開
催しています。
加盟店において300円お買上げごとに「福引抽
選補助券」を差し上げ、５枚集めると１回抽選が
できます。
本商工会員企業にもご協賛いただき、盛りだく
さんの賞品を用意しました。その他「はっぴーカード１万円分買い物券」
や「100円硬貨のつかみ取り」、新企画「ＡＧＦスティック珈琲サイコロゲ
ームプレゼント」などの企画を用意しており、抽選日は、25日（火）、26日
（水）、27日（木）の３日間、会場は
商工会本所と尾島上町会館の２カ所
にて行われます。
ス タ ン プ カ ー ド が 満 点 に な る と、
１ 月31日（木）ま で は、通 常500円
のところ600円の割引でご使用いた
だけます。
また、セール期間中の加盟店では、
サンタクロースが所々で活動してお
ります、ぜひお出かけください!

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

809円

平成30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-roudou
kyoku/

経営者の皆様へ

自社のニーズに合った人材を育成するために、

ジョブ・カード制度を活用した「有期実習型訓練」を実施しませんか？

この訓練は、一定の要件を満たしている場合、訓練の終了後に国から人材開発支援助成金（特別育成訓練コー
ス）が支給されるので、訓練の実施に要するコスト負担を軽減できます。
詳細は下記へお問い合わせください。

太田市新田商工会または太田商工会議所／群馬県地域ジョブ・カードサポートセンター（0276-45-2121）
ジョブ・カード事業 HP http://www.jc-center.jp/
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新入会員紹介
事業所名
㈱STYLE'S
訪問看護リハビリステーションKODOU
㈲フジウ２１
BeautySalon Clara
東群物流㈱
㈲イーヴライン
アールズ
亀岡製麺所／手打ち蕎麦カフェうたたね
ゆめみ労務管理事務所
ラーメンショップ太田店
アトリエみちのそら
㈱カント

代表者名
石塚

優介

藤生 史郎
渡辺真由美
新井 武彦
壽盛 頼奈
釘村 昌志
亀岡 克浩
関口 恵太
山根 義晴
髙橋 理子
加藤 幹久

住

所

TEL

業種／部会

太田市藪塚町1266-4

0277-47-6484

看護業/商業

太田市藪塚町2577-7
太田市大原町71-1ゼクエンスＪ
太田市新田木崎町1153-1
太田市すずかけ町15-4
太田市台之郷町1344 4-105
太田市東矢島町86-1
本庄市小島6-2-2
太田市安養寺町302
太田市新田木崎町596
太田市藪塚町2175

0277-78-2201
090-2484-2829
0276-20-8288
0276-57-6660
0276-67-6114
0276-55-5224
0276-47-3539
090-1697-0383
080-3414-0013
0277-78-3655

農業/工業
エステティック業/商業
運送業/商業
デザイン業/商業
遺品整理業/商業
そば店/商業
労務管理事務所/商業
ラーメン店／商業
喫茶店／商業
園芸／工業

自
慢シリーズ㉒
自慢
アールズ
◆ご相談・お見積り・無料にてお受け致します。埼玉、
群馬、栃木、その他の県もご相談お受け致します。
◆『故人様、ご遺族様の希望、要望を第一として、真
心込めて作業致します』
１Ｒ35,000 円〜 広さ、物量などで異なります。
◆特殊清掃・ゴミ屋敷もお受けします。
住 所
業 種
代表者
e-mail

太田市台之郷町1344-4-105
遺品整理
釘村 昌志
smiley@r-s.top

◆平成30年分から配偶者控除及び配偶者特別控除が変わりました。

TEL 0276-67-6114
営業時間 24時間受付
定休日 年中無休

◆平成32年分より青色申告特別控除額
・基礎控除額が変わります。
個人の方の所得税について
青色申告特別控除額
現行65万円 → 改正後55万円
基礎控除額
現行38万円 → 改正後48万円
※10万円の青色申告特別控除の改正
はありません。
◆平成31年１月からｅ-Ｔａｘの利用
手続きがより便利になります。
※詳しくは商工会または税務署に
お問い合わせください。

秋の褒章受章
藍綬褒章
梶塚 正志 氏
太田市消防団副団長
ニッタガス(株) 代表取締役

支部活動
新田支部
＜新田まつり＞太田市新田中央公共地区 平成30年８月11日（土）
今年、新田まつりは第32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 平成30年８月25日（土）
第12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。

新田まつり

尾島支部
＜ねぷたまつり＞県道142号 平成30年８月14日（火）、15日（水）
ねぷた運行では、大小10数台のねぷたが会場を練り歩き、高さ７メートルの扇ねぷたとね
ぷた太鼓の隊列が見ものでした。当日は、津軽物産市・おおた物産市のほか、多数の催し
物が開催され、弘前市との交流と合わせて夏の風物詩を彩る２日間でした。
藪塚支部
＜やぶ塚かかし祭り＞三島神社周辺 平成30年９月30日〜10月８日
第35回を迎えたかかし祭りに出店しました。趣向を凝らしたかかしに
囲まれながら射的を実施し、多くの地域住民に喜んでいただけました。
＜やぶづか産業祭＞藪塚中央公民館前駐車場 平成30年11月４日
会場内で北茨城市のさんま焼きを行い、300匹を無料配布しました。
当日はステージイベントや同日開催の文化祭もあり、多くの来場者で
大変賑わいました。

花火大会

木崎音頭まつり
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米国インディアナ州貿易投資セミナー 〜新しい戦略でアメリカ市場に挑戦！〜
海外での事業展開【（1）自社製品の販路開拓（2）販売後の会社設立（3）工場の設立など】では、事前準備が重要です。
セミナーでは、例えば、「月額 1 万円以下でアメリカ拠点を持ち、さらに、無料で現地の営業、市場調査、工場設
立の検証、新規顧客開拓の支援を州関連機関から受ける。進出可否の継続検討・撤退も自由。」といった、「ローコ
スト＆ローリスクでアメリカへ事業展開するプログラム」の活用法と具体的な手法について、ご提案します。
日
場
内

時 平成 31 年 2 月 7 日（木）13：30〜16：00
所 ティアラグリーンパレス（太田市細谷町 1 番地）
容 （1）インディアナ州の投資環境､日系企業の現状､同州の支援プログラム
※インディアナ州は、3 メーカー（スバル、トヨタ、ホンダ）が進出している唯一の州
（2）同州中小企業開発センタープログラムの実践、新しい戦略的な活用法
参加費 無料
定 員 40 名
締 切 平成 31 年 1 月 31 日（木）
主 催 群馬県、米国インディアナ州政府駐日代表事務所

年末調整指導会日程
平成 31年 1 月 7 日（月）・8 日（火）
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。そ
れ以外の日時については予約をお願い致
します。
ご持参いただく書類
①源泉徴収簿（30 年分、29 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

青色決算・申告、消費税申告
指導会開催日程
会場
開催日
平成 31 年 2 月 18 日（月） 藪塚支所
20 日（水） 本所
20 日（水） 尾島支所
26 日（火） 本所
3 月 1 日（金） 藪塚支所
4 日（月） 本所
6 日（水） 尾島支所
7 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。それ以外
の日時については予約をお願い致します。
ご持参いただく書類
①青色申告決算書（30 年分、29 年分、28 年分控）
②所得税の申告書（30 年分、29 年分、28 年分控）
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（30 年分、29 年分、28 年分控）
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

平成 30 年

商工会「講演会・新年会」

平成 31 年 1 月 24 日 ( 木 )
ホテルふせじま
・「講演会」PM4:00
テーマ：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−
講師：板橋英之教授
（群馬大学 学長特別補佐
大学院理工学府）
・「新年会」PM6:00

建設部会「新年会」

平成 31 年 2 月 5 日 ( 火 )
PM6:30 割烹朝日

商業部会「新年会」

平成 31 年 2 月 7 日 ( 木 )
PM6:30 ホテルふせじま

新田支部「新年会」

平成 31 年 2 月 19 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」
平成 31 年 2 月 8 日 ( 金 )
PM6:00 倉寿司

平成 31 年

12/28 金 12/29 土 12/30 日 12/31 月
1/1 火
1/2 水
通常業務
年末年始閉所（6 日間）

編集後記

今後の予定

1/3 木

1/4 金
通常業務

本年６月の暖かい良日に広報委員長に就任させていただきましたが、早いもので2018年も残り僅か
となりました。今年は暖冬だと言われていますが、いよいよ寒さも本格的になってまいりました。皆
様におかれましては健康第一を、また療養中の方は早期回復をお祈り申し上げます。

広報委員会メンバーも新たに若手委員が増え、先日の編集会議でも色々と活発な意見が飛び交い広報をより良くしていこうという
意欲に燃えております。会員の方々におかれましてもご意見ご不満改善点等ございましたらどしどしお寄せください。広報発展の為
どんどん取り入れさせていただきたいと思います(^。^)
今回就任後初の編集後記を担当させていただく事となりましたが、日頃筆まめではございませんので乱筆乱文でありますこと、ど
うかご了承ください。
来年は元号も改まります。皆様におかれましても良き一年になりますよう心よりお祈り申し上げ締めとさせていただきます。

太田市新田商工会

広報委員長

佐瀬 信之

