７月経済概況

発表した︒同研究所では ら景気判断を上方修正し となったほか︑６月の乗

通販への参入

また︑キッチンカーを を検討する業

先行きについて同研究 る︒

用車販売が８カ月連続で 所では﹁海外の政治・経

消 費 で は ５ 月 の 百 貨 前年を上回った︒５月の 済動向等に伴う株価・為 導入し︑イベントでの飲 者ら約 人が

﹁群馬県内の景気は︑緩 た︒

群馬経済研究所 やかに回復しつつある﹂
れる﹂としている︒

生面などの問題から︑一

講師はヤフ

群馬経済研究所はこの とし︑６月の﹁回復に向 店・スーパー販売額が３ 住宅投資は２カ月ぶりで 替変動のリスクが懸念さ 食事業にも参入した︒衛 出席した︒
ほど︑７月の経済概況を けた動きがみられる﹂か カ月連続で前年比プラス 前年比増加した︒
般的なテントでの飲食販 ー地方創生支
同所には︑Ｅ・Ｃ事業 かったことから２カ所目 売が将来的に難しくなる 援 室 リ ー ダ
各 種 イ ベ ン ト に 出 店 氏︒白山氏は

本部と︑前橋営業所︑第 を開設︑屋内で検品やメ 可能性を踏まえたもの︒ ーの白山達也
一器材センター︑看板製 ンテナンスができる態勢
作などを手掛けるデザイ とした︒同センター全体 し︑ソフトクリームや冷 インターネッ
同社では﹁県外の営業 ている︒レンタカーとし ネットショッ

ンセンターを集約した︒ のスタッフ数は約 人︒ 凍フルーツなどを販売し ト通販市場や
管理商品は︑音響︑照明︑

︵湯浅順一︶ イトの特徴として﹁商品

本業の収益力を示すコ

同 ・１％増の２１１億 ０万円となった︒

９３００万円︑当期純利

益は同 ・１％増の１４ ア業務純益︵単体︶は前

円減の

億７１００万

４億７５００万円となっ 年同期比４億１６００万
た︒

コア業務純益︵単体︶ 円︒預金は同５６５億円

は︑前年同期比 億８８ 増の１兆９５０９億円︑

００万円増の１２３億８ 貸出金は同２９５億円増

６００万円︒
預金は個人︑ の１兆３８００億円︒連

法人ともに増加したこと 結自己資本比率は３月末

から︑前年同期に比べ２ 比０・ ㌽上昇の ・

通期︵連結︶の業績は︑

２８９億円増の６兆７８ ％︒

７４億円︒貸出金はリテ

ールの増加を主因に同２ 経常利益 億円︑当期純

８３６億円増の５兆３２ 利益 億円を見込んでい

東和第１四半期

東和銀行︵吉永國光頭

取・東証一部︶の 年３

＝破産開始決定＝

㈱ホルバーニ

このほか︑売りたい商 ９８億円となった︒連結 る︒

た上で売れている通販サ なったという︒

優れているため物流の効 チャイズ展開も検討して などに言及し

テント︑ステージ︑演出 所も多いが︑交通の便に て貸し出すほか︑フラン プの運営方法
特殊機材など︒
商品を保管する器材セ 率化が図れる︒情報や営 いる︒

画像内に﹃送料無料﹄
﹃現 品より安い価格と高い価 自己資本比率は３月末比

品限り﹄など必要な情報 格の３種類の商品をそろ ０・ ㌽上昇の ・ ％

通期の連結業績は経常

︑１ だった︒
お役に少しでも立てるよ を明記し︑比較検討する える〝松竹梅戦略〟

たりの価格を掲載しコス 利益４００億円︑当期純

ーヒー﹂
﹁５００色の色 入の抵抗感をなくす戦略

％増
群銀第１四半期

経常利益

鉛筆﹂
﹁オフィス専用グ などを紹介した︒
ラス﹂
﹁ジャズ専用羊か
ん﹂
﹁謝罪手土産専用最
中﹂などの商品を例に挙
げ﹁誰かにとって価値の
ある物︑
一点突破が大事﹂

経常収益４・９％減

している﹁山登り専用コ をアピールすることで購 でいる︒

近年︑売り上げを伸ば トパフォーマンスの良さ 利益２７０億円を見込ん

た︒

長井氏は中学校教員な うに︑さらに前進してい 余地を与えない﹂と述べ 日当たりの価格や１回当
どを経て︑ 年に遺跡発 きたい﹂と語った︒
掘調査会社の同社を設立
した当時の苦労話や事業
内容などに触れた上で
んなで返しましょう﹄と

﹁赤字を出した時に﹃み
言ってくれた社員を幸せ
にするために努力を重ね
また︑
﹁ 私どもがやっ

ていきたい﹂と述べた︒

群 馬 銀 行︵ 齋 藤 一 雄 月期第１四半期業績︵

を変更後︑売り上げが４ ３月期第１四半期︵ 年 で経常収益が前年同期比

倍に伸びたニトリの温度 ４月 ６月︶の業績概況 ４・９％減の１０５億７ ①美容業②前橋市表町③

調節掛けふとんを紹介︒︵連結︶は︑売上高に当た ４００万円︑経常利益が １９９９年 月④５００

﹁このふとんは自分で温 る経常収益は前年同期比 同 ・５％減の 億２４ 万円⑤落合美佐子⑦調査
前橋商工会議所︵前橋 度調節して 〜 度に保

・５％減の 億８４０

・７％増の４８２億３ ００万円︑当期純利益同 中
日︑ ちます﹂から﹁お客様は ６００万円︑経常利益で

お勧めはずばり焼き鳥︒鮮度に
こだわった県産地鶏を炭火で１本
１本丁寧に焼き上げて提供してい
る︒高崎アーバンホテル地下にオ
ープンしたのが１年前︒今では毎
晩うまい焼き鳥に舌鼓を打つサラ
リーマンでにぎわう人気店だ︒
常連になると鶏の味だけでな
く︑炭焼きの香りや音︑煙も楽し
んでいるという︒炭火は手間がか
かるが︑火の入りが違い︑遠赤外
線効果もあり︑ガスで焼くのとは
味も風味も格段の差があるとい
う︒リピーターが多いのもうなず
ける︒
木の雰囲気のある和モダンな店
内は︑ 席のカウンターと個室２
室に宴会部屋がある︒
焼き鳥はねぎま︑すきみ︵くび
肉︶
︑かしわ︑かっぱ︵ひざなん
こつ︶
︑
ぼん︑
かわ︑
こころ︵心臓︶
︑
さきもと︑すなぎも︑レバー︑つ
くねの 種類を用意︒つくねのみ
１本１７０円で︑あとはすべて１
本１５０円︒焼き鳥に欠かせない

お酒も︑群馬の地酒はもちろん︑
ビール︑焼酎︑カクテル︑ウィス
キー︑サワー︑ワインなど種類も
豊富︒また︑焼き鳥以外にも︑本
日のお勧めメニューには新鮮な海
鮮類もあり︑飽きさせない︒はっ
かい串は熊谷にもあるが︑志村幸
洋店長によると高崎のお客の方が
郷土愛があるという︒熊谷店では
全国的に有名な地酒が飲まれてい
るが︑高崎店に来る人は水芭蕉や
赤城山など地元の地酒を頼む人が
多いというのがその理由だ︒
料理コース付飲み放題コース３
８００円〜︑季節料理のおまかせ
コース３０００円〜︒日曜定休︒
１☎０２７〜
高崎市八島町
３８１〜８６５０

業人の奉仕団体で︑現
在 名の会員で活動し
ています︒
﹁ 社会や地
域に何かいいことをし
たい﹂と思っても 人
では難しいことがあり
ます︒でも︑仲間とな
らできることがありま
■クラブ紹介
私たち富岡中央ロー す！ぜひ多くの皆さん
タリークラブは︑地域 に参加していただきた
や社会全体のため︑よ いと思っています︒新
り平和な世界を築くこ 入会員の入会大歓迎で
とに役立つための奉仕 す！
活 動 を す る 団 体 と し ■会長あいさつ
第 代会長を務めさ
て︑富岡ロータリーク
ラブのスポンサーによ せていただくこととな
り︑１９９３年８月に り身の引き締まる思い
創立︑同年９月 日に です︒
今年度も地域の皆様
国際ロータリーより加
盟承認をいただき︑日 や諸団体と協力し共に
本で２０９３番目のク 奉仕活動をすることで︑
ラブとしてスタートを 楽しい仲間作りや皆が
元気に活性化していけ
切りました︒
主な活動は︑地域に ると考えています︒
どうぞよろしくお願
おいては教育や環境に
関わる活動に協賛させ い致します︒
ていただくことやユネ ■クラブ概要
スコの世界遺産である 会 長 茂木始
富岡製糸場に関する事 幹 事 塩澤哲哉
業 へ の 協 力 に 力 を 入 事務局 富岡市富岡２
れ︑地元・地域の発展 ４５ １ホテルアミュ
に少しでも寄与できれ ーズ富岡内
ばと考えております︒ ＴＥＬ ０２７４
一方︑海外へも目を向
５５８８
け︑フィリピンの姉妹 ＦＡＸ ０２７４
クラブと協力し︑現地
５７２２
の小学校へ安全な水の 例会日時 毎週木曜日
供給事業等を行ってい
午後零時 分〜同１
ます︒
時 分 ホテルアミュ
クラブは異業種の職 ーズ富岡

ＣＭＹＫ

10 面

73

次に︑キャッチコピー 頭取・東証一部︶の 年 年４月〜６月︶は︑連結

だと説明した︒

38

４部門を集約︑効率化
五代南部工業団地内に
︵前橋市五代町 前橋市の分譲する五代南 国道 号上武道路の開通
建機レンタルやイベン ション﹂

期総会︑記念講演開く

た︒

ったが︑手狭で屋根もな していきたい﹂としてい

ト関連事業などを手掛け １１０３ ４︶を整備︑ 部工業団地内に開設︒以 など交通アクセスの良さ ンターは同市滝窪町にあ 業力などをここから発信
︑関口典 た︒敷地面積１万３２０

るコーエィ︵前橋市上小 このほど本格稼働を始め 前から物件を探す中で︑ から立地を選定した︒

出町１ ９

明社長☎０２７〜２３３ ０平方㍍︑建物面積は５

〜０５２２︶は︑五代南 ２８０平方㍍の規模で︑

第

会員１７０人が出席

部工業団地内に︑イベン ４部門を集約︑業務効率

トの企画︑会場設営︑運 化を図るとともに業容拡
Ｅ・Ｃステーションは︑

営などのＥ・Ｃ事業部の 大につなげる︒

中核拠点﹁Ｅ・Ｃステー
税理士法人ＲＩＴＡ会 は﹁経済の先
計︵前橋市本町︑秋葉仁 行きが不透明
代表︶の関与先企業で構 な中では︑当
成 す る Ｒ Ｉ Ｔ Ａ 会︵ 会 会のような異
長・江原寛一相模屋食料 業種の交流が

会長︶は１日︑前橋商工 非 常 に 重 要︒

ている遺跡発掘調査は︑
過去の人︑現代の人︑未
来の人を尊重する仕事﹂
だとし︑
〝人間尊重主義〟
を掲げていることを紹介

12

17

1

62

62

−

−

会議所で第 期の定時総 またＲＩＴＡ

会︑記念講演会︑懇親会 会計さんのア

を開き︑約１７０人が出 ドバイスも大
事︒われわれ

ＲＩＴＡ会は会員相互 会員の目とな

第３部の懇親会の中で

した︒

秋葉代表は﹁こういう交 市日吉町︶は７月

分の支援事業の概要や応 説明した︒

若手農業者が参加
ワークショップ開催
日本政策金融公庫前橋 も違うことが分かった︒

日本公庫
前橋支店

10

席した︒

耳となり︑
の血縁的活動を通じ︑会 り︑

員企業の発展に資するこ 足 と な っ て︑

と を 目 的 に 活 動 し て い 適切な指導を

る︒現在の会員数は正会 お願いしたい﹂とあいさ ︵前橋市公田町︶の長井 流の場を持てるというこ 同 会 議 所 で﹁ Ｙ ａ ｈ ｏ このふとんを１年中使う
正欣社長が﹁私の経営哲 とは︑会計事務所として ｏ！ＪＡＰＡＮによるネ ことができます﹂と︑主

総会に続く記念講演会 学〜毛野考古学研究所の 幸せだなと感じる︒優秀 ト通販入門セミナー﹂を 語を顧客にしたことで商

員約２８０社︑準会員約 つした︒

第２部では 年度公示 作成時のポイントなどを

募上の留意事項︑企画書

年〜﹂のテーマで話し な人材を育て︑皆さんの 開いた︒インターネット 品の良さが伝わりやすく

に独立行政法人国際協力 の機運が拡大している﹂
続いてＯＤＡ︵政府開

紹介や支援メニューなど
アペレ
︵埼
まず︑第１部で同セン を解説︒また︑
ター次長の長谷川敏久氏 玉県川口市︶の﹁新生児
が講演︒長谷川氏はＪＩ 黄疸診断機器導入を通じ

ＣＡの概要︑強みなどを た新生児医療向上案件化 支店︵田村佳隆支店長︶ 皆さんの考え方を応用で
︑北島酸素︵徳島 は３日︑同支店で県内の きそうな部分もあったの
紹介するとともに︑新興 調査﹂
取り入れていきたい﹂
国・途上国経済が拡大す 市︶の﹁ミャンマー国安 若手農業者を対象にした で︑
また︑
第２部ではＮʼ
Ｐ
第１部ではＮＰＯ法人 ｅｄｕｃａｔｉｏｎの高

人が参加した＝写真︒

る現状を説明︒その上で 全・高品質・衛生的な医 ワークショップを開き約 などと感想を述べた︒
日本企業の動きについて 療用酸素ガスの供給シス

構の髙田裕司氏が講師と ーダーシップとは？〜実
な り︑
﹁ 経 営 ビ ジ ョ ン・ 践心理学を用いたチーム
経営課題を考える﹂のテ ビルディング〜﹂のテー
施した︒

ーマでグループワークを マでグループワークを実
行った︒
参加者はグループごと
に︑
理念や経営ビジョン︑
経営課題などを発表する
とともに意見交換した︒
また︑小規模豆腐店に焦
点を当て︑経営課題に対
して解決案を考えるワー
参加者からは﹁同じ農

クを行った︒

−

39

25

−

15

22

33

40

口減少による内需の先細 査﹂など︑医療関係分野 日本プロ農業総合支援機 屋敷奈央代表が﹁真のリ

﹁途上国の市場拡大︑人 テム構築に係る案件化調

︵東直樹︶

群馬銀行︵齋藤一雄頭

る︒

輸 出 も 視 野 に 入 れ て い 出席した︒

ーゲット︒欧州などへの 業で︑経営者ら約 人が 企業海外展開支援事業の

志向の消費者がメーンタ 務提携を踏まえた初の事 発援助︶を活用した中小

ＪＡＳの冷凍牛乳は健康 際センターと締結した業

髙橋洋社長の話 有機 機構︵ＪＩＣＡ︶東京国 と指摘した︒

イン種を発売予定︒

自社ブランドでホルスタ ー﹂を開いた︒昨年 月 りを見越して︑海外展開 の事例を紹介した︒

開会に当たり江原会長 では︑毛野考古学研究所

２４０社︒

有機ＪＡＳ認定牛乳を製造
国内３社のうちの１社

月には製造施設で有機

低温殺菌牛乳を製造す 長☎０２７〜２５３〜３ 乳を製造・販売している にこだわっている︒ 年
るタカハシ乳業︵前橋市 ３８３︶は国内で 社し 企業の 社だ︵他は北海

ＪＡＳを取得︒ 年 月

︵ジ
月中旬には有機ＪＡＳの には山梨県の生産農場

総社町高井 ︑髙橋洋社 かない有機ＪＡＳ認定牛 道と神奈川の業者︶
︒

低温殺菌牛乳を急速冷凍 ャージー種︶で︑ 年

させた商品の販売を開始︒ 月には吾妻郡嬬恋村の生
会員制宅配業者のＯＥＭ 産農場︵ホルスタイン種︶
︵相手先ブランドによる生 でそれぞれ原料乳の有機
低温殺菌は高温殺菌に

産︶で展開を始め︑来年 ＪＡＳ認定を受けた︒
には自社商品も発売する︒

一般的な牛乳が高温殺 比べ日持ちしない︵製造
菌︵１３０度・２秒︶な 後 日間︶ため︑冷凍牛
のに対し︑同社は生乳の 乳の販売を思い付いた︒
風味や栄養素を損なわな 賞味期限が２カ月間に伸
い低温殺菌︵ 度・ 分︶ びることから遠隔地での
時間

販売も可能になる︒飲む
際に冷蔵庫で約

︵夏場︶かけて解凍させ
月中旬にＯＥＭで発

る︒
売するのは有機ＪＡＳ低

温殺菌牛乳︵ジャージー 取︶はこのほど︑県公社
﹁ ＯＤＡを
種︶
︒価格は５００㍉㍑で 総合ビルで︑

28

23

40

33

13

18

73

11

⑦負債総額

炭火で焼く絶品焼き鳥

32

02

54

16

20

前橋商議所
業でも種類が違うと悩み

58

28

−

−

ヤフー地方創生支援室の白山氏が講師を務めた
17 18

70

大熊章之

17

50

−

ＲＩＴＡ会
11

40

21

ネット通販入門セミナー

17

ＯＤＡ活用の海外展開セミナー

12

31

和風モダンでおしゃれな店内

3

５００円︵税別︶
︒来年は 活用した海外展開セミナ

経営者ら約40人が出席した

11

15

−

1

懇親会も行った

40
タカハシ乳業
09

11

18

3

「１点突破が大事」

コーエィ

ＪＩＣＡとの初の提携事業
群銀

1

6

9

30

髙橋社長

10

11

稼働を始めた「Ｅ・Ｃステーション」
9

08

−

来月から冷凍商品も

65

20

イベント事業部の中核拠点稼働
49

27

40

−

（1 0）

2 0 1 7 年（平成 29 年） 8 月 10 日（木曜日）
（第三種郵便物認可）

群経本紙

ＣＭＹＫ

10 面

群経本紙

山梨県の生産農場

10 面
群経本紙

C M Y K

富岡中央ロータリークラブ

28

会長・茂木始

15

