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
Niisato ShokokaiSeinenbu Information

あらま！ No.00030

2017年8月号

■発 行 日
平成２９年 ８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
TEL 0277(74)5353
FAX 0277(74)5652
URL http://www.niisato.or.jp
MAIL info@niisato.or.jp

努

第３３回 新里まつり（８月１５日）開催！！
今年のライブは
｢シクラメン｣＆｢ジャングルポケット｣
８月１５日に「第３３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「宇宙戦隊キュウレンジャーショー」、「金魚すくい」、「ロイヤルエクスプレス(ミニＳＬ列車)の乗車」、
「新里中学校吹奏楽部の演奏」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、「シクラメン」
＆「ジャングルポケット」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。

『第３３回新里まつり
日
場
内

時
所
容

タイムスケジュール』

平成２９年８月１５日（火） 正午～
新里総合グラウンド（桐生市新里町新川３０６９）
（内容は変更になる場合があります）

12:30～15:30
12:30～13:30
14:30～15:30
15:00～19:00
16:00～16:30
16:30～18:30
18:30～19:00
19:00～20:00
20:00～21:00

金魚すくい、ミニＳＬ、パラシュート花火、防災体験
キュウレンジャーショー（第１回）
キュウレンジャーショー（第２回）
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。
新里中学校吹奏楽部演奏
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
主催者あいさつ・ポスター表彰・来賓挨拶
雨天時：雨天時の開催日程については、下記まで
八木節
お問合せ下さい。
エンタメライブ
主
催：新里まつり実行委員会
「シクラメン」「ジャングルポケット」
問合せ：桐生市新里支所地域振興整備課
21:00～21:20 花火
（電話０２７７－７４－２２１７）

シクラメン

ジャングルポケット
※都合により出演者が変更になる場合がございます。

皆様の喜びが、当社の喜びです。

外構工事お任せください！
総合建設業

塚 本 建 設(株)
40

☏ 0277-74-0987

40th anniversary
塚本建設 外構

検索

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

従 業 員 募 集 中 ！

桐コン♡有鄰館 開催について

開催日時
場
所
参加資格
募集人数
参加費用
受付期間

2017年9月30日（土） 15：00～19：00（受付時間14：00～）
桐生市有鄰館 群馬県桐生市本町2丁目6-32
20歳～50歳の独身男女
男性70名×女性70名（合計140名）
男性7,000円／女性2,000円
2017年7月15日（土）～9月15日（金）

※定員となり次第締め切りとさせていただきますので、お早めに申込みください。
※イベント当日は身分証明書をご持参ください。
応募方法１

応募方法２

桐コン公式Ｗｅｂページより、申込書を印刷。
必要事項を記入の上、桐生商工会議所2Ｆへ直接提出
または、ＦＡＸにて事務局へお送りください。

下記ページへアクセス、Ｗｅｂサイトの
応募フォームよりお申し込みください。
桐コン公式Ｗｅｂページ

ＦＡＸ：0277-45-1206

http://www.kirikon.com

お申込者の方へ
桐生商工会議所青年部・事務局より、記載されたご住所へ「お申込み確認及び参加費請求通知」を
送付させていただきます。
ご確認のうえ、記載の振込期日までに指定口座へお振込みいただくか、事務局までご持参ください。
問い合わせ先
主催：桐生商工会議所青年部 0277-45-1201（電話受付時間

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

お得なクーポン情報 ※切り取ってご使用いただけます。
あらま！クーポン （店内でのご飲食のみ適用）

あらま！クーポン

お食事された方全員に
１００円券プレゼント

平日限定！！
すべてのメニューに

ソフトドリンクサービス

お会計の際にご提示下さい。
2017年10月末日まで有効

ご注文の際にご提示下さい。
2017年10月末日まで有効

あらま！クーポン

あらま！クーポン

現金給油ご利用で

ｺｰﾋｰ豆100ｇ以上お買い上げで

燃料油リッター２円引き ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ①個ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
（ガソリン等）
ご来店の際にご提示下さい。
2017年10月末日まで有効

ご来店の際にご提示下さい。
2017年10月末日まで有効

あらま！クーポン

あらま！クーポン

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。 ご予約も可能です
2017年10月末日まで有効

☎0277-74-8929

平日8：30～17：15）

☎0277-74-0319

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10月末日まで有効

創業チャレンジ支援事業補助金
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７月２４日～８月３１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）

今話題の情報
～ 今回は『待機児童問題対策』についてご紹介します ～

平成２９年１０月より育児休業給付金の
支給期間が２歳まで延長されます。
育児休業を取得中（取得予定）の方、育児休業給付金の申請手続を行う事業主の方へ
育児休業給付金は原則１歳に達する日前までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給さ
れます。これまで、保育所等において保育の実施が行われないなどの理由により、子が１歳に達する日
後の期間に育児休業を取得する場合、子が１歳６か月に達する日前まで育児休業給付の支給対象が延長
できましたが、平成２９年１０月１日より、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由によ
り、子が１歳６か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が２歳に達する日前まで育児
休業給付金の支給対象期間が延長できるようになります。
※延長の申請には市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が
行われない事実を証明することができる書類が必要になります。
（市町村から発行が困難な場合はハローワークにご相談下さい。）
【問い合わせ先】厚生労働省・群馬労働局・ハローワーク

群馬県桐生市新里町新川596
TEL:0277-74-2870 FAX:0277-74-2460

ＴＥＬ:０２７７-７４-３３１８
ＦＡＸ:０２７７-４６-８２８９

～家庭でできる食中毒予防のポイントについてご紹介します～

６
Point１

食品の購入

Point２

①消費期限などの表示をチェック！
②寄り道しないでまっすぐ帰ろう
③できれば保冷剤などと一緒に持ち帰る

Point３

Point４

下準備

①包丁などの器具、ふきんは洗って消毒
②肉や魚は生で食べるものから離す、野菜もよく洗う
③ゴミをこまめに捨てる、こまめに手を洗う

Point５

食事

食中毒予防の３原則

調理

①加熱は十分に（目安は中心７５℃で１分以上）
②レンジを使う場合は均一に加熱されるようにする
③調理を途中で止めたら食品は冷蔵庫へ

Point６

①食事の前に手を洗う
②盛り付けは清潔な器具、食品を使う
③長時間室温に放置しない

家庭での保存

①帰ったらすぐ冷蔵庫へ、入れるのは７割程度に！
②冷蔵庫は１０℃以下に、冷凍庫は－１５℃以下に
③肉・魚は汁がもれないように包んで保存

残った食品

①ちょっとでも怪しいものは思い切って捨てる
②清潔は容器で保存、早く冷えるよう小分けする
③温め直すときは７５℃以上で十分加熱する

食中毒菌を「付けない、増やさない、やっつける」
厚生労働省

桐生市内のおすすめ情報
～ 今回は「にいさとフォレストミュージック」をご紹介 ～

桐生市新里町武井６９７
TEL 0277-74-5467

開催日：

営業時間（火曜定休日）
ランチ 11:30～14:00
ディナー 17:30～23:00

１０月１５日 sun
１０時～１３時３０分（予定）

場

所：県立ぐんま昆虫の森
屋外特設ステージ

昨年の様子

出演者：新里中学校吹奏楽部、桐生商業高校ダンス部
藤岡琉球太鼓、など（その他調整中）
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。

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）
【お問合せ・お申込みは･･･】
『
』まで

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

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）

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

家屋解体・土木工事全般、一般貨物運送

株式会社 三景
桐生市新里町新川１８０７－３ ＴＥＬ：０２７７－７４－４１７７
桐生市新里町新川1172番地16
TEL
URL

求人・求職のお手伝い!!

0277-74-1418 FAX 0277-74-3751
http://niisato-unyu.jimdo.com/

有限会社 スリーケー
〔館

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
エコアクション２１
認証･登録 0002360

林

営

業

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」

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
TEL
URL

0277-74-3763 FAX 0277-74-3763
0277-37-0197（太田営業所）
http://niisato-echo.jimdo.com/

株式会社
桐生市新里町新川１９１５－２

スリーエム

ＴＥＬ：０２７７－７０－２１７７

経営者サポート情報
～ 今回は『職場意識改善助成金』についてご紹介します ～
平成29年3月28日に「働き方改革実現会議」で決定された「働き方改革実行計画」において、時間外労働の
上限規制の導入のほか、勤務間インターバル制度の普及促進など、働き方改革の実現に向けた取組が示され、
法案化に向けて協議されています。そんな中、経営基盤が脆弱である中小企業・小規模事業者においては労働
時間の短縮、年次有給休暇の取得促進等の働き方改革に取り組む際に、本助成金の活用により負担を軽減する
ことが可能となります。詳細については以下のとおりです。
１．職場環境改善コース
対象事業主：年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間が
10時間以上である中小企業事業主
成 果 目 標：①年次有給休暇の取得促進⇒年間有給休暇取得日数を４日以上増加させる
（ア）省エネルギー対策事業
②所定外労働の削減⇒月間平均所定外労働時間数を５時間以上削減させる
支 給 額：①②ともに達成
⇒ 補助率3/4 上限100万円
どちらか一方達成 ⇒ 補助率5/8 上限83万円
どちらも未達成
⇒ 補助率1/2 上限67万円
締切10/16（月）
２．所定労働時間短縮コース
対象事業主：労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており（特例措置対象事業場）
かつ、週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主
成 果 目 標：週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とすること
支 給 額：補助率3/4 上限50万円
締切12/15（金）
３．時間外労働上限設定コース
対象事業主：現に「厚生労働省告示」に規定する限度時間（限度基準）を超える内容の時間外・
休日労働に関する協定（特別条項）を締結している中小企業事業主
成 果 目 標：労基法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数を短縮して、限度基準以下
の上限設定を行うこと
支 給 額：補助率3/4 上限50万円
締切12/15（金）

Ⅱ．設備単位での省エネルギー設備導入事業
４．勤務間インターバル導入コース
※平成29年度新設
対象事業主：労働者災害補償保険適用事業主であり、資本金5,000万円以下かつ常時使用する
労働者が50名以下の事業主
成 果 目 標：休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入すること
支 給 額：新規導入の場合
9時間以上11時間未満 ⇒ 補助率３/４ 上限40万円
11時間以上
⇒ 補助率３/４ 上限50万円
適用範囲の拡大・時間延長のみの場合
9時間以上11時間未満 ⇒ 補助率３/４ 上限20万円
11時間以上
⇒ 補助率３/４ 上限25万円
締切12/15（金）
【支給対象となる取組（全コース対象）】
〇労務管理担当者に対する研修
〇労働者に対する研修、周知・啓発
〇外部専門家によるコンサルティング
〇就業規則・労使協定等の作成・変更

〇労務管理用ソフトウェア
〇労務管理用機器
〇デジタル式運行記録計（デジタコ）
〇労働能率の増進に資する設備・機器等

詳しくは厚生労働省ホームページまで

お問い合わせ・申請先
群馬労働局 雇用環境・均等室

など
☎０２７－８９６－４７３９

大切な家族のためにお手伝い

桐生市斎場・伊勢崎聖苑・前橋市斎場

桐生市新里町新川1254

TEL:0277-74-3713
FAX:0277-74-3715

あらま！ No.00030

次回の発行予定日は１１月１日です。

新里町の事業所紹介 第３０回

～ 今回は「灯屋煙火店」さんをご紹介します ～
次回は「㈲岩崎工業」さんを紹介します

灯屋煙火店

今回は「灯屋煙火店」さんをご紹介します。
弊社は、平成２６年に桐生市野に創業した花火打ち上げ業者であり、主に花火の企画、
演出、設営及び打ち上げまで一貫した業務の他、イベントの特殊効果花火も展開していま
す。弊社の特徴は、従来型の花火大会を刷新し、エンターテイメント性の高い「音楽花
火」などの観客共感型の花火を提供することであり、音楽に合わせた花火を彩り、会場の
雰囲気を作り上げ、視覚と聴覚に直接訴えることで、体全体で迫力とシーンを感じること
のできる花火です。
また、近年では更なる演出効果を目指し、炎の演出装置を新たに導入し、海外イベント
でも需要の高まっている「音楽花火」と「炎」のコラボレーションによる最新の花火スタ
イルを提供することにより、イベントに参加する観客に新たな「驚き」と「感動」を与え
ると共に、他社との差別化を図っています。
今月行われる新里まつりにおいても音楽花火を打ち上げ、来場くださった観客に夢と感
動を提供できたらと考えています。
≪ 花火大会の様子 ≫

企業ＤＡＴＡ

≪ レーザーと炎の演出 ≫

企 業 名：灯屋煙火店
業
種：花火・イベント業
代 表 者：須田 崇徳
住
所：〒３７６‐０１２２
桐生市新里町野４１６-７
Ｔ Ｅ Ｌ：０２７７-７４-８７７６

◎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

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

プロの腕によるプロの技

アートスマイル車検センター桐生

みねぎし自動車
http://www.minegisi.jp/

詳しくは
ホームページを
ご覧下さい。

桐生市新里町武井５１４ｰ１

ご予算に応じた
葬儀や事前相談、
ご要望に対応致します

