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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。 

41 
41th anniversary 

『第３４回新里まつり タイムスケジュール』 
   

 日 時 平成３０年８月１５日（水） 正午～ 

 場 所 新里総合グラウンド（桐生市新里町新川３０６９） 

 内 容 （内容は変更になる場合があります） 
 

  

  12:30～15:30 金魚すくい、ミニＳＬ、パラシュート花火、防災体験 

  12:30～13:00 キャラクターショー 

  15:00～19:00 お楽しみ抽選会（商工会青年部テント）抽選券は事前販売のほか、当日購入いただけます。 

  16:30～18:30 子どもみこし、ワンクッショントーク、巨峰３兄弟ライブ 

         子ども八木節、新里太鼓 

  18:30～19:00 主催者あいさつ・ポスター表彰・来賓挨拶 

  19:00～20:00 八木節 

  20:00～21:00 エンタメライブ 

        「ガンバレルーヤ」「マジカル♡パレードＢＥＡＣＨ」 

  21:00～21:20 花火 
   

 

 

   

 

 第３４回 新里まつり（８月１５日）開催！！ 

   今年のライブは  

    ｢ガンバレルーヤ｣＆｢マジカル♡パレードＢＥＡＣＨ｣ 
  

 ８月１５日に「第３４回新里まつり」が新里総合グラウンドで開催されます。 

 今年も「キャラクターショー」、「金魚すくい」、「ロイヤルエクスプレス(ミニＳＬ列車)の乗車」など 

子供達が楽しめるイベントが盛りだくさんです。 

 夜は恒例の八木節、「ガンバレルーヤ」＆「マジカル♡パレードＢＥＡＣＨ」のエンタメライブ、そして約４５００発

の花火でフィナーレを迎えます。商工会青年部・女性部も参加し、会場で皆様のご来場をお待ちしております。 

 当日は、新里駅付近及び新川駅付近に会場行き無料臨時バスの運行があります。会場周辺の駐車場は駐車台数が限られ

ますので、なるべく公共交通機関をご利用のうえご来場下さい。 

  

 雨天時：雨天時の開催日程については、 

     下記までお問合せ下さい。 

 主 催：新里まつり実行委員会 

 問合せ：桐生市新里支所地域振興整備課 

     （電話０２７７－７４－２２１７） 

※都合により出演者が変更と

なる場合がございます。 

  

 



 

 

 経営者サポート情報  

 ～ 事業承継税制の特例措置について～ 

  

  

                                     

 

  
 

～特例措置の4つのポイント～ 

※特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。 

(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。 

(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。  

2018年の特例措置において拡充された点は、主に以下の4点です。 

（1）対象株式数上限の撤廃・猶予割合の拡大 

 納税猶予の対象株式数の上限を撤廃し、全株式を適用可能とします。 

 また、納税猶予割合も100%に拡大することで、後継者の承継時の税負担を

ゼロとします。  
 

（2）対象者の拡充 

 これまでは1人の先代経営者から1人の後継者へ贈与・相続される場合のみを対象としていましたが、 

 親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者（最大3人）への承継も対象となります。 

 これにより、中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継を支援します。  
 

（3）雇用要件の弾力化 

 贈与税・相続税の納税猶予は、税制の適用後、5年間で平均8割以上の雇用を維持することが要件でしたが、 

 その要件を未達成の場合でも、理由報告をすることで猶予を継続可能としました。  

 なお、経営悪化が原因の場合には、認定支援機関による指導助言が必要となります。  
 

（4）経営環境変化に応じた減免 

 後継者が自主廃業や売却を行う際、これまでは承継時の株価を基に贈与税・相続税が課税されるため、 

 株価が下落した場合には過大な税負担が生じていました。 

 改正後は、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額が減免されます。  

お問合せ：群馬県産業経済部 商政課 027-226-3339  

 
 

 
 

  

 

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。 

2018年10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。 

2018年10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～ 

  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。 

2018年10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。 

2018年10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。 

2018年10月末日まで有効 

       （店内でのご飲食のみ適用） 

         平日限定！！ 

 すべてのメニューに 

  コーヒーサービス 

ご注文の際にご提示下さい。 

2018年10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 

「ぐんま後継者塾」 
開催のお知らせ 

 

■日時 １日目 平成３０年９月６日 (木) 

    ２日目 平成３０年９月１３日(木) 

    ３日目 平成３０年９月２０日(木) 

    ４日目 平成３０年９月２７日(木) 

  各回とも１９：００～２１：００ 
 

■場所 群馬県商工連会館 ２階大研修室 

    （前橋市関根町３－８－１） 

 

■対象 事業承継予定の方 または 

    事業承継後まもない方 

 

■定員 ３０名 

 

■受講料 無料 

 

■お問い合わせ先 

群馬県商工会連合会 経営支援課 担当：羽鳥 

前橋市関根町３－８－１ 

ＴＥＬ：０２７－２３１－９７７９ 

ＦＡＸ：０２７－２３４－３３７８ 

お知らせ・ご案内 



 

 

 

 

 

 

 

－加入要件－ 
建設業であれば業種は問いません。 

※下記いずれかに該当する、桐生市新里商工会員の方 

・建設業を営んでいる一人親方（個人事業主） 

・労働者のいない法人役員 

・労働者の使用が年間100日未満である事業主 

・一人親方が行う建設事業に従事する家族の方 

 

 

 

 

 

 

－補償内容－ 
・治療時 

 …治るまで治療費は全額無料 

・休業時 

 …4日目以降1日につき基礎日額の80%を支給 

・障害が残った場合 

 …障害補償年金や障害補償一時金を支給 

・死亡事故の場合 

 …遺族補償年金･遺族補償一時金･葬祭料を支給 
         詳しくは桐生市新里商工会（℡ 74-5353)まで！ 

 ～一人親方の労災保険について～ 

 今話題の情報 

～フードバンク桐生について～ 

           群馬県桐生市新里町新川596 

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

 

平成３０年９月より、桐生市が直営するフードバンク桐生にて 

フードバンク活動による食糧支援やフードドライブによる食品寄付の受付を行います。 

フードバンク桐生 

 

ＴＥＬ:０２７７-７４-３３１８ 
ＦＡＸ:０２７７-４６-８２８９ 

TEL:090-9011-7117 

きゅうり一筋、自慢の逸品 

従 業 員 募 集 中！ 

群馬県桐生市新里町新川385  

 従業員がいなくても労災保険に入れます！ 
 

桐生市新里商工会では建設業の一人親方等の労災保険 

特別加入の取り扱いを始めました。 

○フードバンクとは 
まだ食べられるにも関わらず捨てられてしまう食品を企業や個人の方々に寄付していただき、食糧支援を必要とする 

個人や子ども食堂に配布する活動です。 
 

○フードドライブとは 
フードドライブとは、各家庭で余った食品を持ち寄り、それを必要とする人々にフードバンクなどを通じて 

配給する活動です。 

○活動へのご協力をお願いします。 

・個人の方へ 

市内にて開催される各種イベント時にフードドライブを実施します。 

広報やホームページ等をご確認いただき、家庭にて余っている食品を 

お持ちよりください。 

・企業の方へ 

活動に賛同いただける企業を募集しています。賞味期限が近づいて 

しまった食品の提供や店舗でのフードドライブの実施についての 

協定をお願いします。 

○お問合せ・食品受付窓口 

桐生市役所 福祉課社会福祉係内 「フードバンク桐生」 

電話：0277-46-1111（内線271）/FAX：0277-45-2940 

Eﾒｰﾙ：fukushi@city.kiryu.lg.jp 

○主な募集品 

・賞味期限が２か月以上、常温保存が可能、未開封の状態にある以下の食品 

 缶詰/瓶詰/玄米/乾物/インスタント食品/レトルト食品/お菓子/清涼飲料水 

 調味料/食用油 



 

 

 

 

 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 

  桐生市おすすめ情報  
 ～今回は「にいさとForest Music」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） 

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/  

 

 

 

 

開催日：平成30年１０月２１日（日） 

          １０時～１３時（予定） 

 

 

場 所： 県立ぐんま昆虫の森 

     屋外特設ステージ 

 

 

出演者： 新里中学校吹奏楽部 

               新里こども園 

     剣舞 演技 

     巨峰３兄弟 など 
 

お問合せ：桐生市新里商工会（７４－５３５３） 

 
※都合により出演者が変更になる場合がございます。 

シ ル ク シ ニ ア 



 

 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  

   ～エキスパートバンク（専門家派遣）事業について～ 

  

Ⅱ．設備単位での省エネルギー設備導入事業 

（ア）省エネルギー対策事業 

 

 商工会では、経営課題の解決を支援するため、豊富な知識・経験を持った民間の専門家を派遣し、経営

診断や助言等の支援活動を行っています。 

 エキスパートバンク制度では、中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、技術士等の有資格者や、豊

富な知識・経験・技能を持つ専門家を多数登録しております。相談内容に応じて、商工会連合会がおすす

めの専門家を派遣いたしますので、お気軽にお申し込みください。 
 

○「エキスパートバンク」ご利用の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主な支援内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①相談依頼 

②申請 

③派遣依頼 

④指導 

1事業所 

１回まで 

無料 

経営全般 経営全般、財務分析、経営戦略、 

商品管理など 

情報化 フェイスブック活用、情報活用、 

ホームページ相談など 

生産管理 工程改善、技術開発、品質・コスト・納

期の改善、ＩＳＯなど 

労務管理 就業規則、従業員教育、労務問題 

など 

商品開発・ 

販売促進 

新商品開発、販路拡大 知的所有権 特許権、実用新案権、意匠権、 

商標権など 

店舗施設 店舗施設管理、店舗・工場レイアウト

相談など 

経営法務 下請取引、債権回収、労使問題、 

その他企業法務など 

デザイン ロゴマーク作成、パンフレット、 

商品パッケージ、ＰＯＰ広告など 

  

詳しくは桐生市新里商工会まで！ 

   ＴＥＬ：0277-74-5353 

   ＦＡＸ：0277-74-5652 



 

 

 

次回の発行予定日は１１月１日です。    あらま！  No.00033 

 新里町の事業所紹介 第３３回    ～ 今回は「吉田設備工業」さんをご紹介します ～ 
                                               次回は「㈱中里鉄工」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。 

 

ご予算に応じた 

葬儀や事前相談、 

ご要望に対応致します

屋 煙火

店 

 

吉田設備工業 

 

 

 


