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当社は、住宅建設に関わる木材・造作材・銘木・
構造材プレカット・フローリング、合板、建具など

〒379-2301

の新建材・水廻りの設備機器などを多数取り扱い販

太田市藪塚町 2175

売しております。

TEL 0277-78-2020 FAX 0277-78-5516
e-mail：katomokuyabu@nifty.com

主に職人さん相手の商売なので、職人さんの厳し
い目になるべく応えられるよう心がけております。
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令和２年

太田市新田商工会新年会開催

去る令和２年１月29日（水）午後６時より、令和２
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78
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10名のご来賓の出席を賜り、
令和２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
後 、清 水 聖 義 太 田市長、久保田俊太田市議会議長、

◆

ご来賓

笹川博義衆議院議員、井野俊郎衆議院議員、長谷川嘉
一衆議院議員、石川雅之太田商工会議所副会頭の６名
よりご祝辞を頂戴いたしました。続いて渡辺謙一郎太
田市議会都市産業委員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。

◆

太田市長

清水

太田市議会議長

久保田

聖義 様

衆議院議員

井野

俊郎 様

太田商工会議所副会頭

衆議院議員

長谷川嘉一 様

群馬大学学長特別補佐

太田市議会都市産業委員長
衆議院議員

渡辺謙一郎 様

群馬県議会議員

穂積

大学院理工学府

笹川

群馬県議会議員

秋山健太郎 様

俊様
博義 様

令和２年

昌信 様

会長挨拶

令和２年に入り早く
も３ヶ月が過ぎようと
しております。
昨年は新天皇陛下の
ご即位と元号の改定が
行われ令和の時代が始
まりましたが４月に働
き方改革関連法案が施
行 さ れ、10月 に は 消 費
税増税と共に軽減税率
も導入されました。
消費が低迷している状況下での法改正は事業者にと
って深刻な問題ですが、今年は東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催により景気が上昇するのではない
かとの期待もありました。
しかし、年初より新型コロナウイルス感染症の発生
により社会不安がひろがり日を追うごとに世界的に拡
散し、出入国の制限・各イベントの中止や小中高の臨
時休校などが行われたため、観光業やイベント会場・
飲食店等にキャンセルが相次ぎ、経営の存続さえも難
しい状況に追い込まれております。

教授

太田市新田商工会

石川

雅之 様

板橋

英之 様

会長

白石

昌一

その他の分野においてもサプライチェーンが途絶え
一部の部品が調達不可となり、ほぼ完成されたものも
商品化できず苦慮されている企業もあります。
コロナウイルスの感染拡大が早期に収束できなけれ
ば、東京オリンピック・パラリンピックの開催も延期
または中止になるかもしれません。世界から多くの
人々が来日し景気を盛り上げてもらえるのではないか
と期待しておりましたが、予断を許しません。
このように混沌とした状況下でありますが、商工会
では会員の皆様に対し経営に関する相談・専門家派遣
事業・各種補助金事業及び公的融資の借り入れ等のお
手伝いをさせていただいておりますので、ご活用され
厳しい状況を乗り切っていただきたいと思います。
これからも役職員、力を
合わせ会員の皆様のために
又、地域活性化のために尽
力してまいりますので、引
き続き皆さまのご支援ご協
力をよろしくお願いいたし
ます。
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新田支部「新春講演会並びに新年会」

新田支部長

木村

昭善

尾島支部長

柿沼

洋康

藪塚支部長

今井

勇

新田支部では、令和２年２月18日（火）新田
木崎町「味処なかや」を会場に、毎年恒例とな
りました新田支部「新春講演会並びに新年会」
を総勢30名の参加を頂き開催いたしました。
始めに「太田市政と西部地域の開発について」
と題して、木村正一副市長に講演をいただきま
した。木村副市長は新田地区のご出身で、スバ
ルで長年勤務された経験を持ち、現在は副市長
として活躍されています。太田市のまちづくり
についてや、新田地区の開発についてのお話を
お伺いしました。約30分の講演終了後には、荻
原滋副支部長から謝辞が述べられ講演会を閉会
しました。
会場を移して新年会を開催しました。木村支
部長の挨拶に始まり、杉山商工会副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、竹内支部役員の乾杯の発声で祝宴が開始されました。
ご来賓の皆様や参加者同士でも交流され、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。

尾島支部事業報告
本年度の尾島支部では、尾島ねぷたまつりへの協力と尾島町出身の前
群馬県知事大澤正明氏を招いて講演会を開催いたしました。
【尾島ねぷたまつり】
・まつり協賛金訪問集金
日時：６月24日(月) 場所：尾島支部管内
・まつり提灯等飾付協力
日時：８月14日(水) 場所：県道142号周辺
・まつり提灯取外清掃協力 日時：８月16日(金) 場所：まつり会場周辺
※なお８月15日は台風のため中止となりました。
【講演会】
・日 時：令和１年11月27日（水）午後６時〜 於：明養軒
・演 題：いままでの群馬県とこれからの群馬県
・講 師：前群馬県知事 大澤正明 氏
・参加数：24名
各事業の実施に際しご尽力を頂きました役員の皆様、会員の皆様に感
謝を申し上げますと共に、引き続き、支部活動へのご理解ご協力頂きま
すようどうぞよろしくお願いいたします。

藪塚支部「新春講演会・交流会並びに太子講」
藪塚支部では、２月14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。
講演会では、桐生信用金庫 藪塚支店長の村田泰之様にクラ
ウドファンディングの仕組みや意義についてご講演をいただ
き、新しい資金調達の方法について学ぶことができました。講
演会終了後の「交流会並びに太子講」は、ご来賓の皆様からご
挨拶をいただいた後、吉田筆頭理事の乾杯の発声で開宴され、
終始和やかな雰囲気の中、会員相互の親睦を深めることができ
ました。
日頃の藪塚支部活動へのご協力に感謝申し上げますととも
に、今後ともご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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商業部会事業報告
令和元年度は、消費税の引上げやキャッシュレスサービスの導入、台風
19号の被害、新型コロナウィルスの感染拡大など消費活動や企業経営には
逆風が吹いた一年でした。
商業部会としては、消費喚起の新たな事業や時宜に合った勉強会を開催
するなど企業の抱える諸課題に対して臨機応変に対応してきました。
【会議等】
総 会／令和１年５月14日（火）午後６時30分〜 於：
「明養軒」参加 26名
新年会／令和２年２月13日（木）午後７時〜
於：
「なかや」参加 19名
【事 業】
情報交流会
①令和１年７月16日（火）午後７時〜 於：「なかや」参加 16名
◇テーマ：消費増税対応策と地域商業活性化について
◇講 師：江原 伸広 氏（中小企業診断士）
②令和１年９月19日（火）午後２時〜 於：「本 所」参加 11名
◇テーマ：「まだ間に合う、上手な値上げのやり方」
◇講 師：江原 伸広 氏（中小企業診断士）
③令和２年２月13日（木）午後６時〜 於：「なかや」参加 21名
◇テーマ：AGF関東㈱の販売戦略と地域貢献について
◇講 師：AGF関東㈱代表取締役社長 鈴木壮司 氏
◇テーマ：今年のトレンドと販売促進のとりくみ
◇講 師：江原 伸広 氏（中小企業診断士）
消費拡大キャンペーンセール
〇令和１年10月１日（火）〜 12月１日（日） 参加店67店舗
※なお予定していた県外先進地研修（キャッシュレス社会実験研修
／向島橘銀座商店街 視察）は中止となりました。

工業部会事業報告

商業部会長

鈴木

浩和

消費拡大キャンペーン

第２回情報交流会

新年会

工業部会長

木村

浩

本年度の工業部会は、各事業を予定通り実施することが出来ました。
令和元年度事業報告
１総会
日時 令和元年５月15日（水）午後６時30分
場所 新田反町町みかわ 参加23名
２グランドゴルフ・バーベキュー大会
日時 令和元年６月２日（日）午前９時〈集合受付〉
場所 利根グランドゴルフ場及びキャンプ場 参加61名
３グランドゴルフ・バーベキュー大会反省会
GG&BBQ
総会
日時 令和元年７月10日（水）午後７時
場所 尾島町「朝日」 参加12名
４県外視察研修会
日時 平成元年11月１日（金）６時〜 参加22名
場所 ①豊洲市場
②東京モーターショー 2019【東京ビックサイト】
５忘年会
日時 令和元年12月11日（水）午後６時30分
視察研修
忘年会
場所 藪塚町鮒元 参加 16名
６幹事会（４回実施）
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。今年は、新型コロナウィルスの影響により、
例年通りの開催が懸念されます。早期の終息を祈りつつ、皆様が参加しやすい魅力ある企画を計画・実行して参り
たいと考えています。昨年より多くの参加をよろしくお願い申し上げます。
以上で、工業部会の事業報告とさせて頂きます。

建設部会事業報告
建設部会では、１月27日（月）に女性部との合同ストレッチセミ
ナー、２月12日（水）に藪塚町「倉寿司」にて新年会を開催しました。
ストレッチセミナーは「ふわっとからだにやさしい太極拳」をテー
マとして、日本武道太極拳連盟 公認指導員の深澤智子先生からご指
導いただきました。和気藹々とした雰囲気の中、日々の生活でも取
り入れられるストレッチ方法を学ぶことができました。
新年会には22名の部会員が参加し、白石商工会長からご祝辞をい
ただいた後、吉田筆頭理事の乾杯のご発声で開宴されました。令和
初の年明けを祝い、部会員の親睦を深めることができました。
今年度も皆様にご協力いただき、円滑な事業実施ができたことに
御礼申し上げます。来年度もご支援・ご協力のほどよろしくお願い
いたします。
※３月に予定していた建築・建材展への視察研修会はコロナウイル
ス感染拡大のため、中止となりました。

建設部会長

村田

剛志
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青年部HP http://ons-impulse.com/

青年部事業報告

■令和元年12月１日（日）
第８回商工会青年部グルメグランプリ
〜Ｇ☆ＳＴＡＲ☆ＦＯＯＤＳ〜（担当：交流委員会）
群馬県商工会青年部連合会主催の第８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尾島特産のやまと芋を使
ったふわふわのやまと芋焼き【やまと芋でヤーヤーど
お？】を販売させて頂きま
した。また尾島ねぷたまつ
りをPRするためにねぷたを
モチーフとしたブースを製
作して店舗に設置しまし
た。残念ながら入賞はでき
ませんでしたが、来年こそ
は表彰台に上がれるように
試行錯誤していきたいと思
います。
■令和元年12月３日（火）・４日（水）
第21回商工会青年部全国大会（愛知大会）
（担当：総務広報・研修委員会）
商工会青年部全国大会が愛知県の名古屋国際会議場
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。
今年度で青年部を卒業する先輩方も多数参加して大
変有意義な時間を過ごすことができました。併せて愛
知県名古屋市の史跡・名所も視察することができました。

奈良部

建二

■令和２年１月10日（金）
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美川にて開催されました。
総 務 広 報、交 流、文 化
継承の３委員会が各部屋
に分かれ、令和２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。
■令和２年２月７日（金）
行政との交流会（担当：交流委員会）
今年で７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。今年は助成金
に関するクイズを取り入れとても有意義な時間となり
ました。商業観光課から計８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。

女性部事業報告
春光うららかな季節となりました。女性部では、本
年度も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。
なお、県女性部連合会の50周年記念式典では、優良
女性部で当女性部が、功労者として、監事の木村征子
さんが表彰されました事をご報告いたします。
１月27日には、４回目となる建設部会との合同企画
で、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「ふわっとからだにやさしい太極拳」を開催し
ました。ゆったりとした動きで、身体を動かし、リラ
ックスできました。
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。お
かみさんも、私達と同じ女
性部員であり、心温まるお
もてなしを受け、美味しい
お料理や、源泉掛け流しの
湯に浸かり、日頃の疲れを
癒す事が出来ました。

部長

部長

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、多くの部員皆様のご参
加をお待ちしております。お気軽にご参加下さい。ま
た、新入部員も随時募集中です。楽しみながら事業を
行っておりますので、是非よろしくお願い申し上げま
す。
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技能実習生・特定技能外国人受け入れ監理団体
◀伊勢崎

反町薬師
入口

太田▶

反町薬師

東群馬金属
協同組合

㈱王子製鉄様

組合案内

㈱西村鋼材様

設立 2005年2月（群馬県指令産第500-9号）
理事長 須藤茂
職員 6名 会員企業様 13社
2019年12月30日現在受け入れ状況
中国人実習生37名 ベトナム人実習生64名 特定技能外国人 中国3名 ベトナム1名
共同事業案内
東毛地区及び中毛一部地区の金属加工業にかかわる支援事業
共同購買・外国人技能実習生支援事業・特定技能外国人採用支援事業 等
群馬県太田市新田反町町415番地 ☎0276-60-8121 FAX0276-60-8122
E-mail higashigunma@gol.com 担当／板西・石井

セミナー開催報告
事業委員会（坂井勝委員長）では、令和２年１月29
日（水）に「大学発ベンチャーの挑戦Ⅱ―棚からぼた餅？
うまくいかないときこそチャンス！―」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、昨年に引き続き２度目の講演になります。
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、学内研究で培った技術を生かし、間伐
材を利用した「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。大学発の
ベンチャーとして、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。

事業委員長

坂井

勝

環境問題解消のため、新たな価値を持つ商品の開発
販売などを行っており、2019年には「風呂の水を化粧
水に変える入浴剤（商品名：サンゴライトバスソルト）」
など、研究の失敗から気づきがあり、そこから商品化
に繋げる新たなビジネスが始まっています。
車の自動運転技術においては、電気自動車の空き時
間を活用し、カーシェアリングが出来るような実験や、
シニアカーを使用したスマホでの自動運転の実験も行
っています。最後に現在取り掛かっている研究テーマ
や、成功への秘訣を聞き、聴講者へエールをいただき
ました。
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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令和元年度補正「小規模事業者持続化補助金」について
３月13日（金）より、「小規模事業者持続化補助金」
の公募が開始されました。本補助金は小規模事業者（従
業員数が20名以下（商業・サービス業は５名以下））の
皆様が取り組む販路開拓や生産性向上のためのチャレ
ンジを支援するものです。
今回の公募は通年で受付を行い、約４カ月ごとに受
付を締め切って、受付回ごとに審査・採択が行われます。
申請書の作成を含め、商工会が全面的にご支援申し上
げますので会員の皆様方の積極的なご活用をお願いい
たします！
※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。

今回の公募内容は以下の通りです。
●補 助 率 : ２／３
●補助上限額 : 5 0万円（市町村による特定創業支援を
受けた事業者の取組みは100万円）
●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
●公募受付開始日 : ２０２０年３月１３日（金）
●公募締め切り日 :
第１回受付締切：２０２０年３月３１日（火）
第２回受付締切：２０２０年６月 ５日（金）
第３回受付締切：２０２０年１０月２日（金）
第４回受付締切：２０２１年２月 ５日（金）
※各受付回により補助事業の実施期間が異なります
ので、ご注意ください

経済産業省
新型コロナウィルス
感染症に関する
支援策パンフレット

「ものづくり・商業・サービス補助金」について
【事業概要】
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次
いで直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の適
用拡大、賃上げ、インボイス導入等）等に対応するため、
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス
開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための
設備投資等を支援するものです。
補助上限：１，０００万円
補 助 率：中小企業 １／２、小規模企業者・小規模業
者２／３
補助要件：以下を満たす３〜５年の事業計画の策定及
び実行
・付加価値額 ＋３％以上／年
・給与支給総額＋１．５％以上／年
・事業場内最低賃金＞地域別最低賃金＋３０円

【公募期間】
公募開始：令和２年３月１０日（火）１７時〜
申請受付：令和２年３月２６日（木）１７時〜
応募締切：令和２年３月３１日（火）１７時
（１次締切）
１次締切分の採択発表は、４月末目途と予定されてい
ます。１次締切後も申請受付を継続し、令和２年度内
には、令和２年５月（２次）、８月（３次）、
１１月（４次）、
令和３年２月（５次）に締切を設け、それまでに申請
のあった分が審査され、随時、採択発表が行われます。
（予定は変更となる場合がございます。）
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お得なクーポン券
ゆめみ労務管理事務所

花よ志

新規事業所さま応援キャンペーン！ 税抜1,000円以上お買い上げの方に
カーネーション
社会保険、雇用保険、労災保険、
or ガーベラ1輪サービス
設立・設置手続き一式 40,000円
住所：埼玉県本庄市小島６‑２‑２ ２階
電話：0276 47 3539
営業時間：原則、月〜土 9：00 〜 20：00
定休日：不定休

住所：太田市本町23‑27
電話：0276‑22‑6412
営業時間：9：00 〜 19：00
定休日：無休

有効期限：令和２年６月30日

有効期限：令和２年６月30日

※クーポン券の掲載を募集しています。掲載希望の会員様は事務局（國定）までご連絡下さい。（TEL 0276-57-3535）

新 入会員紹介
事業所名

代表者名

住

所

R2.3.24現在

TEL

業種／部会

PITH HAIR

古田土将宏 太田市新井町550-11

0276-50-1707

美容業/商業

ラーメン滋悟郎

大山 達也

太田市新田小金井町1841-3

0276-60-5216

ラーメン店/商業

田島珠算教室

田島 俊男

太田市亀岡町529-8

0276-52-4334

学習塾/商業

大美印刷（有）

大隅 康広

太田市大原町638-2

0277-78-5043

印刷業/商業

ＭＥＳ

茂木 大輔

太田市藪塚町1544-12

090-7837-9484 機械設計業/工業

（株）テック・エイト

編集後記

海老沼大鑑 太田市新田嘉祢町150-7

0276-50-1816

レーザー製造・加工・販売/工業

「新型コロナウイルス」、保育園に通う３歳の愛娘の口から出た言葉だった。何処から聞
いたのか、彼女はそれが怖い病気であることを知っていた。
先日、そのウイルスの感染拡大が懸念される中、政府が各種イベントや集会などを自粛

するようにとの通達が発表された。マスクや消毒用のアルコールなども容易く手には入らない中、全国の学校なども
一斉に臨時休校の要請が出た。更にデマのような噂が流れ、店頭からはトイレットペーパーやティッシュペーパーさ
えも消えた。
悪夢である…。現在、我々は夢のような生活を送っている。エアコンの効いた部屋でスマホ片手にテレビを観ながら、
世界中の出来事を知り、そして繋がる事も出来る。車に乗って24時間営業のコンビニに行けば、そこにはありとあら
ゆる物が揃っている。ひと昔前では考えられない夢の様な世界が現実になっている。
ところが今回のような「新型コロナウイルス」などというものが、ひとたび出てくると世界は一変し、そうした社
会の脆弱性が浮き彫りになる。夢の様な世界が、悪夢の様な世界に変わるのだ。
いつ終息をむかえるのか分からないこの事態、試練である。影響は様々な業種に広がっている。旅館宿泊業を営む
我社では予約のキャンセルの電話が連日のように続いている。
国や地方自治体の助けも必要だが、こんな時こそ我々の商工会が、会員同士が力を合わせなければなるまい。試練
を乗り越えなければなるまい。悪夢を終わらせなければなるまい。それが我々の努めである。
この先、子供たちが思い描く夢とは、夢の様な世界とはどんなものであろうか？
…悪夢でないことを切に願う。

太田市新田商工会

広報委員会

伏島 一晴

