
 

 

                                

 

 

  ６月 県青年女性合同研修会・経営者の主張大会 

     商工会青年部全国統一事業「商工会の日」“絆”事業 

     県青連野球大会ブロック予選 

  ８月 第３３回新里まつり参加協力 

  ９月 第５０回県青連野球大会 

 １１月 第３１回新里地区産業祭参加協力 

 １２月 第６回商工会青年部グルメグランプリ 

 

【時期未定】 

  桐生みどり・西南ブロック青年部地域間交流研修会 

  経営講習会・経営セミナー（県青連・ブロック・青年部） 

  新里地区商店街活性化事業 

  青年部主催交流ゴルフコンペ 

  青年部研修旅行の実施 

  青年部情報紙「あらま！」の発行（年４回） 

 ■発 行 日  平成２９年 ６月 １日発行 

 ■発行方法  年４回発行 

 ■発行部数  ７，０００部 

 ■配布地域  桐生市新里町内ほか 

 ■編集・発行 桐生市新里商工会 

  ■発行責任者 桐生市新里商工会青年部長 小林 努 

    TEL  0277(74)5353  FAX  0277(74)5652 

    URL  http://www.niisato.or.jp 

    MAIL info@niisato.or.jp 

            あらま！  No.00029  桐生市新里商工会青年部が発信する地域と商工会の情報紙 
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平成２９年度 今後の主な青年部事業予定 

 
 新里地区経済団体合同交流会を開催しました！ 
  

 ５月１８日（木）新里地区の経済３団体『桐

生市新里商工会』『桐生法人会新里支部』『桐

生市新里町青色申告会』合同で交流会が開催さ

れました。来賓として鳥井桐生市副市長をはじ

め福島桐生市議会副議長などにおいでいただ

き、地域の経済情勢や景気の動向などを懇談、

企業経営に役立つ情報交換や会員相互の交歓を

図りました。交流会に先立って、各団体の総会

が開催され「平成２８年度事業報告・決算」

「平成２９年度事業計画・予算」などの議案が

原案通り採決されました。 
 

 桐生市新里商工会青年部通常総会を開催しました！ 
 

 

  平成２９年４月２１日（金）の青年部通常総会において任期満了に伴う役員の改選が行われました。 

  新役員は以下のとおりです。 

   部 長：小林 努（新里運輸㈲） 

   副部長：坂田繁樹（㈱坂田興業）、森山 睦（美容室モリヤマ）、江原真住（江原登記測量事務所） 

       小倉克博（㈲新和電機）、瀬谷真志（㈲オートサービス・セヤ） 

   理 事：瀬谷 博（瀬谷自動車整備工場）、白石敏之（㈲ジェイビイエム）、櫻井健太（㈲サクラ） 

       天田高人（㈱ラストイズム）、松島弘樹（㈲ファミリー企画）、篠原浩希（新里設備工業㈱） 

       坂本龍一（㈱一秀）、坂本俊介（にいさと石材店）、中村耕一郎（中村屋） 

   監 事：山上直樹（山上運送㈱）、岩﨑一超（㈲岩崎工業）  

 
 

  氏    名：金子 悟史       氏  名：中里 龍司 

  事業所名：金子建築（新里町山上） 事業所名：㈱中里鉄工（新里町野） 

  事業内容：木造建築業       事業内容：鉄工業 

  

  氏  名：長沼 友輝       氏  名：鴨田 拓磨 

  事業所名：長沼塗装（新里町山上） 事業所名：㈱鴨田園芸（新里町新川） 

  事業内容：塗装業         事業内容：農業 

 青年部役員の改選について 

３団体で開催された合同交流会 

 青年部新入部員紹介！！ 

 

検索塚本建設 外構

http://www.tsukamoto-kensetsu.com/ 

外構工事お任せください！ 

☏ 0277-74-0987 

従 業 員 募 集 中 ！ 

塚 本 建 設(株) 
総合建設業 

皆様の喜びが、当社の喜びです。 

40th anniversary 
40 



 

 

 

 
 

 
 

  

 

ｺｰﾋｰ豆100ｇ以上お買い上げで 

ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ①個ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

 

  
 
 

 

 

ご来店の際にご提示下さい。 

2017年7月末日まで有効 

  

３０００円以上のお食事で 

会計時１０％割引  
  

  

 

お会計の際にご提示下さい。 

2017年7月末日まで有効 

 情報掲示板 

 ～いろんな情報お待ちしています～ 

 本年度の伴走型小規模事業者支援推進事業について 

桐生市創業チャレンジ支援事業補助金    お得なクーポン情報 ※切り取ってご使用いただけます。 

  

現金給油ご利用で 

燃料油リッター２円引き 
（ガソリン等） 
  

ご来店の際にご提示下さい。 

2017年7月末日まで有効 

あらま！クーポン あらま！クーポン 

        

  
お１人様１杯まで（２名様までご利用可能） 

ソフトドリンク無料クーポン  
ラ ン チ 11:30～14:00 

ディナー 17:30～23:00 
 

ご注文の際にご提示下さい。 

2017年7月末日まで有効 

あらま！クーポン 

あらま！クーポン あらま！クーポン 

あらま！クーポン 

ご予約も可能です 

☎0277-74-8929 

        
   

お食事された方全員に 

１００円券プレゼント 
  
お会計の際にご提示下さい。 

2017年7月末日まで有効 

  

  本年度申請した伴走型小規模事業者支援推進事業の内容について解説します。 

  商工会員のみならず地域経済の活性化のために商工会は小規模事業者を支援・応援します。 

  本年度は、以下の事業を申請しています。 

  
  【委員会の開催】      【アンケート調査】 

   新里地域活性化検討会     ①地域経済動向調査（年２回）   

                  ②経営状況調査（年1回） 

                  ③需要動向調査（年1回） 

 

  【セミナーの開催】 

    ①経営計画作成セミナー 

     開催内容：個社に沿った実現可能な経営計画作成支援  

    ②創業支援セミナー 

     開催内容：新規開業に必要な基礎知識を習得する入門コース 

    ③経営後継者育成セミナー 

     開催内容：経営者に必要な基礎知識を習得するコース 

    ④事業アイデア発掘セミナー 

     開催内容：事業展開のプロセスと全体像・事業アイデア発想の演習 
 

  【専門家派遣】 

    ①経営状況分析のための専門家派遣（個別指導） 

    ②経営計画策定を目指す小規模事業者のための専門家派遣（個別指導） 

    ③事業計画策定後の専門家派遣（個別指導） 

    ④職員スキルアップのための専門家派遣   ※その他状況に応じての専門家派遣もあります。 
 

  【地域内イベントへの出展者支援】 

    ①「ビジネスマッチングフェア桐生」への出展支援 

     支援内容：出展補助及び出展支援企業へのアンケート調査の実施 

    ②商工会ホームページのリニューアル 

       （店内でのご飲食のみ適用） 

         平日限定！！ 

 すべてのメニューに 

ソフトドリンクサービス 

ご注文の際にご提示下さい。 

2017年7月末日まで有効 

 ◆お得なクーポン情報や、地域の情報、イベント案内等が無料掲載できます。 

  申込みは「桐生市新里商工会」まで（先着順） ☏０２７７－７４－５３５３ 

あらま！クーポン 

あらま！クーポン 

ご予約も可能です 

☎0277-74-8929 

☎0277-74-0319 

 桐生市では、市内における創業を促進

し、産業活性化を図るため、創業時に必要

な改修費、設備・備品費や販売促進に要す

る経費の一部を補助します。 

 

≪補助事業の概要≫ 

〇補助対象者 

 創業前、創業後２年未満の個人事業主 
 

〇補助対象事業 

 飲食業、サービス業又は製造業で、独自性新 

 サービスなど新たな需要や雇用の創出及び市 

 内経済の活性化に資するもの 
 

〇補助率 

 補助対象経費の２／３以内（上限額２０万円） 
 

〇応募期間 

 平成２９年５月２２日～６月３０日 
 

〇応募方法 

 申請書類を桐生市役所 産業政策課産業政策係 

 （新館３階）まで持参してください。 

 ※申請には、条件がありますので事前に市ホ 

 ームページをご確認ください。 
 

≪問い合わせ先≫ 

桐生市産業政策課産業政策係 

TEL：０２７７－４６－１１１１（内線５８４） 



 

 

 地域の情報 

 ～新里町障害者サービス事業所 クローバーについてご紹介します～ 

 今話題の情報  

 ～ 今回は『不審メール（ランサムウェア）に関する注意喚起』についてご紹介します ～ 

           群馬県桐生市新里町新川596 

                   TEL:0277-74-2870  FAX:0277-74-2460 

  
 

 

 マスコミ等の報道によれば、５月１２日、マイクロソフトのＯＳ「ウインドウズ」のぜい弱性を狙った大規模なサイバー攻撃が世界規

模で発生しており、海外では病院や銀行等の多数のコンピュータシステムが停止する被害が発生しています。  

【お問合せについて】 

 群馬県警察本部警務部警務課 

 サイバーセキュリティ対策係 

 TEL:027-243-0110（代） 

 内線2681～2684 塩谷、五十嵐 

 

ＴＥＬ:０２７７-７４-３３１８ 
ＦＡＸ:０２７７-４６-８２８９ 

かぼちゃ饅頭 １個 １００円 
 

甘さ控えめの粒あん入り 

生地に手づくりかぼちゃのペーストを練り込んでいます。 

２個パック・５個パックもご用意できます。 

記念品やおみやげとして２個入り化粧箱もご用意できます。 

かぼちゃぷりん １個 １２０円 
 

かぼちゃそのまま濃厚ぷりん 

生クリームとかぼちゃの種がアクセント 

おみやげに６個入りもご用意できます。 

≪お問い合わせ≫ 

１．攻撃手法 

  「ランサム（身代金）ウェア」というウイルスに感染させるもので、主にメールに添付され 

  たファイルを開く、又はメールに記載されたＵＲＬをクリックすることによってウイルスに 

  感染すると、ネットワーク上にぜい弱性のあるＷｉｎｄｏｗｓＳＭＢサーバ（ファイル共有の 

  ためのサービス）があった場合、そのサーバ上でウイルスが実行され、ネットワーク上 

  で感染が拡大し、コンピュータがロックされて使用不能となり、解除するために金銭（ビッ 

  トコイン等）を要求するというものです。  

 

 

２．不審メールに対する対策 

  ①実在するメールアドレスであっても、届く予定の無い添付ファイルが送られてきた場合  

    は、安易に開かず相手に確認する。 

  ②身に覚えの無い添付ファイルは、絶対に開かない。 

  ③Ｗｉｎｄｏｗｓ等のＯＳやウイルス対策ソフトを最新の状態にしておく。  

 

 

３．システム管理者向けの対策 

  ①ＳＭＢｖ１（Ｓｅｒｖｅｒ Ｍｅｓｓａｇｅ Ｂｌｏｃｋ１．０）を無効にする。 

  ②Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ ＳＭＢサーバ用の更新プログラムを適用する。 

  ③定期的にバックアップを作成する。 

（出典：トレンドマイクロ） 



 

 

 

 

 生み出すのは「夢」と「感動」 
製品企画設計から金型製作・樹脂成型・製品組立まで一貫生産可能！ 

ISO9001・ISO14001認証取得 

桐生市新里町新川１８０７－３ ＴＥＬ：０２７７－７４－４１７７ 

 求人・求職のお手伝い!! 
 

        株式会社 スリーエム 
  桐生市新里町新川１９１５－２ ＴＥＬ：０２７７－７０－２１７７ 

有限会社 スリーケー 
〔館 林 営 業 所〕事業内容⇒一般労働者派遣業務、各種業務請負業 

           ＴＥＬ：０２７６－４７－３１１８ 

〔有料職業紹介事業部〕事業内容⇒有料職業紹介 

           ＴＥＬ：０２７７－７４－３０１１ 

株式会社 三景 

樹脂めっき加工 

  「金めっき、3価・6価クロムめっき、サテンめっき」 
エ コ ア ク シ ョ ン ２ １ 

認証･登録0002360 

  桐生市内のおすすめ情報  
 ～ 今回は「けんこうまつり＆こどもフェスタ」をご紹介 ～  

産業廃棄物・一般廃棄物処分・収集運搬 

  
  

 

  桐生市新里町鶴ヶ谷300番地1  
  TEL 0277-74-3763 FAX 0277-74-3763 

  TEL 0277-37-0197（太田営業所） 

  URL http://niisato-echo.jimdo.com/ 

 

楽膳ランチ 1280円（税別） 

落ち着いた雰囲気で 

和洋のお食事や 

居酒屋メニューが楽しめます 

営業時間（火曜定休日） 

 ランチ  11:30～14:00 

 ディナー 17:30～23:00 

桐生市新里町武井６９７ 

TEL 0277-74-5467 

【お問合せ・お申込みは･･･】 

 『 』まで 

   

まだまだ元気、ガンバルみなさまのために 

生命医療共済（シニア選択緩和型） 

６ ０ 歳 か ら し か 入 れ な い 保 険！ 
●85歳の誕生月の月末まで継続保障！ 

  （新規加入は60歳から75歳） 

●年齢性別を問わず一律掛金！（月額 円） 

●入院保障に加え、 

   がんによる入院保障とがん先進医療を保障！ 

●緩和型健康告知の採用！ 

  （持病があっても4つの告知で加入可能） 

★オープニングセレモニー★ 9：45～              

 黒保根保育園による荒馬踊り 

★開会式★ 10：00～ 

【お問い合わせ】 

桐生市 保健福祉部 健康づくり課 

 （桐生市保健福祉会館内） 

電話番号０２７７‐４７‐１１５２ 

【こどもフェスタ】 

【開催イベント】 
    健康チェックコーナー 

    食育コーナー  

    体験・知っ得コーナー 

    物販コーナー 

家屋解体・土木工事全般、一般貨物運送 
  
  

 

  桐生市新里町新川1172番地16 
  TEL 0277-74-1418 FAX 0277-74-3751 

  URL http://niisato-unyu.jimdo.com/  

一緒にあそぼう！ 

*おもちゃづくり 「のぼって  シュ～」 

*手遊び 「わにのかぞく」            

*パネルシアター 「おふろだいすき」 

2017.6.11（日） 

             午前10時～午後2時 

場所：桐生市保健福祉会館 

     （末広町13-4  ＪＲ桐生駅から徒歩1分) 



 

 FAX:0277-74-3715 

TEL:0277-74-3713  

 

桐生市新里町新川1254 

桐生市斎場・伊勢崎聖苑・前橋市斎場 

大切な家族のためにお手伝い 

 

  経営者サポート情報  

 ～ 今回は『省エネ補助金』についてご紹介します ～ 

 

 

 

 ～お問合せについて～ 

 【一般社団法人環境共創イニシアチブ】 

    TEL:0570-055-122         URL:https://sii.or.jp/ 

   または、桐生市新里商工会にもご相談ください 

公募期間：平成２９年６月２６日（月）まで 

交付決定：平成２９年８月下旬（予定） 

事業期間：交付決定日から平成３０年１月３１日まで 

Ⅰ．工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業 

Ⅱ．設備単位での省エネルギー設備導入事業 

（イ）ピーク電力対策事業 （ウ）エネマネ事業 

省エネ設備への更新・改修等、計測・見える

化等の機能を備えたエネルギーマネジメント

システム（ＥＭＳ）の新設により省エネを達成

する事業 

ピーク電力対策時間帯の電力使用量

を削減するため、蓄電池、蓄熱システ

ム、自家発電設備を新設する事業 

SIIに登録された計測・見える化等の

機能を備えたＥＭＳを用いて、エネマ

ネ事業者と「エネルギー管理支援

サービス」を契約し、より効果的な省

エネルギー対策を実施する事業 

（ア）省エネルギー対策事業 

いずれかを満たせば申請可能 いずれかを満たせば申請可能 

①工場・事業場の省エネ率が１％以上（単位：kl） 

②工場・事業場で使用量を1,000kl以上削減 

                        （省エネ量） 

③費用対効果が補助対象経費 

 1,000万円あたり省エネ量200kl以上 

④エネルギー消費原単位の改善率１％以上 

                       （単位：kl） 

①ピーク対策効果率5％以上 

②ピーク対策時間帯で使用する電力を 

 190万ｋWh 以上削減 

③費用対効果が補助対象経費 

 1,000万円あたり 

  ピーク対策効果量80万kWh以上 

④ピーク対策原単位の改善 

 １％以上（単位：ｋWh） 

「EMSの制御効果と 

省エネ診断等の運用改善効果※」 

省エネ率２％以上を達成する事業（単位：ｋl） 

または 工場・事業場のピーク対策効果率 

10％以上を達成する事業（単位：ｋWh） 

補助対象経費：設計費、設備費、工事費  補助金限度額：上限額１５億円‐下限額１００万円（年度） 

補  助  率：補助対象経費の１／３以内 （ウ）単独、（ウ）組合せ事業は１／２以内 

以下の既設設備を一定以上の省エネ性の高い設備に更新する事業 

①高効率照明 

②高効率空調 

③産業ヒートポンプ 

④業務用給湯器 

⑤高性能ボイラ 

⑧変圧器 

⑦低炭素工業炉 

⑥高効率コージェネレーション 

⑨冷凍冷蔵庫 

⑩産業用モータ 

補助対象経費   設備費のみ 

補助金限度額   上限額３，０００万円‐下限額５０万円 

補  助  率   補助対象経費１／３以内 



 

 

次回の発行予定日は８月１日です。  あらま！  No.00029 

 新里町の事業所紹介 第２９回    ～ 今回は「㈱ラストイズム」さんをご紹介します ～ 
                                               次回は「灯屋煙火店」さんを紹介します 

プロの腕によるプロの技 
安心の国土交通省指定 

民間車検工場 

修理方法は 

何通りもあります 

◎安い！早い！安心！立会い車検   分から 

 
◎車のキズ・ヘコミで 

お悩みの方  

 アートスマイル車検センター桐生 

h t t p : / / w w w . m i n e g i s i . j p / 

みねぎし自動車 
桐生市新里町武井５１４ｰ１ 

詳しくは 

ホームページを 

ご覧下さい。 

今回は「株式会社ラストイズム」さんをご紹介します。 

 

 弊社は、平成２１年創業当時より“商業デザイン・演出”に関わる幅広い業務展開を行って参り

ました。グラフィックデザイン、ＨＰ制作、システム開発、映像制作及び撮影、販促企画・セールス

プロモーションなどを展開。近年ではプロジェクションマッピング演出にも力を入れており、総合デ

ザインプロダクションとして北関東の企業様や団体、行政等から受注をいただいております。 

 社名ラストイズム／LASTISMは、「LAST：持続性＋ISM：主義＝持続主義」を意図した造語で

す。まず弊社自体が時代にマッチする為のリポジショニングを常に行い、イノベーションを繰り返し

つつ事業を持続し「お客様と共に我々も成長させていただき共創を図りたい」という願いを含んで

います。また、お客様にとって弊社の商品力が「価格に比してどれだけの価値を得るか」と解し、

その訴求力の大きさがお客様の目標以上の効用をもたらしてはじめて成約に至ると考え、弊社と

お客様が最小費用で最大の効果を得られるよう業務の効率化を図り、ワンストップでニーズに対

応する効果的なツールを提供させていただいております。 

 今後チャレンジしたいことは、地方の有形文化財等を弊社の映像演出技術を使い新たな観光ス

ポットの開拓や人が集まるコミュニケーションスペースとして展開できないか模索中です。弊社の

業務実績はホームページよりご覧ください。（http://www.last-ism.com） 

企業ＤＡＴＡ 
  

企 業 名：株式会社ラストイズム 

業  種：総合デザイン・ディスプレイ演出 

代 表 者：天田 高人 

住  所：〒３７９‐２２０６ 

     伊勢崎市香林町２-９４９-２ 

Ｔ Ｅ Ｌ：０２７０‐７５‐６２４１  

ホームページ：http://www.last-ism.com 

（株）ラストイズム 

 

ご予算に応じた 

葬儀や事前相談、 

ご要望に対応致します

≪ ドローン撮影 ≫ ≪ プロジェクションマッピング ≫ ≪ レーザー演出 ≫ 

http://www.last-ism.com

