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新里地区産業祭が開催されます

今年も「第３２回新里地区産業祭」が開催されます。商工会青年部・女性部も参加協力し、会場で楽しめる様々なイベントを準備
して皆様のご来場をお待ちしています。
なお、当日は大変混雑が予想されますので、乗り合わせ等にてご来場お願い致します。

－

開

催

概

要

－

平成３０年１１月１８日（日）９時００分～１２時３０分
ＪＡにったみどり新里野菜集出荷所 雨天決行
≪イベント内容≫
【商工業製品等展示・販売】
自動車の展示販売、自動車用品、座布団、座イス、ソファー、
まな板、モップ、スポンジ、コープ商品の試食試飲、
プランター、ミニ椅子作り、包丁研ぎサービス、からだチェック、
ワンコインマッサージ他
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農蓄産物即売

【飲食店グルメコーナー】
ソースかつ丼、ポテトフライ、サラダピザ、豆腐、ロケ弁当、
焼きそば、赤飯、玉こんにゃく、たこやき、からあげ など
お茶・甘酒（無料）
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農産物即売

【農産物共進会】
一般参観…９時１５分～１１時３０分
共進会の出品物も「大抽選会」景品としてプレゼントします。
当選者による２次抽選・引き渡し
午前１１時３０分～午後１２時３０分
【農畜産物等即売コーナー・農産物加工品即売コーナー】
新鮮な農畜産物や各種農産物加工品を豊富に用意しています。

グルメコーナー

商工業製品等
展示即売コーナー

米のすくい取り
コーナー
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【ステージイベント】
巨峰３兄弟・ウインドアンサンブルハーツによる生ライブ
【サービスコーナー・その他】
米のすくい取りコーナー（無料）…１１時３０分～
その他各種無料サービスやバザー等準備しています。
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産業祭会場レイアウト

【豪華景品が当たる大抽選会】
第３２回新里地区産業祭チラシに記載されている抽選券
を持参いただいた方を対象に抽選会を実施いたします。
※お一人様１回限り。景品の数に限りがあります。
景品がなくなり次第終了します。

巨峰３兄弟

皆様の喜びが、当社の喜びです。

ウインドアンサンブルハーツ

外構工事お任せください！
総合建設業

塚 本 建 設(株)
41

☏ 0277-74-0987
http://www.tsukamoto-kensetsu.com/

41th anniversary
塚本建設 外構

検索

従 業 員 募 集 中 ！

経営者サポート情報
～今回は「最低賃金の改正」と「働き方改革」について～

群馬県最低賃金は

時間額

８０６円

です（平成３０年１０月６日より改正）

詳しくは、群馬労働局労働基準部賃金室（電話：０２７－８９６－４７３７）
又は群馬県内の労働基準監督署へお問い合わせください。

２０１９年４月１日より、順次働き方改革関連法が施行されます。
Point

1

時間外労働の上限規制が導入されます！2019年４月１日より施行（中小企業は２０２０年４月１日より）
時間外労働の上限について、月４５時間、年３６０時間を原則として、臨時的な特別な事情がある場
合でも年７２０時間、単月１００時間（休日労働含む）未満、複数月平均８０時間未満（休日労働含）
を限度に設定する必要があります。

Point

2

年次有給休暇の確実な取得が必要です！2019年４月１日より施行
使用者は、１０日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年５日、時季を指定して
有給休暇を与える必要があります。
20２０年４月１日より施行（中小企業は２０２１年４月１日より）

Point

3

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます！
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、
派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
詳しくは厚生労働省ホームページまで

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

コーヒーサービス

お会計の際にご提示下さい。
2019年2月末日まで有効

ご注文の際にご提示下さい。
2019年2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。
2019年2月末日まで有効

ご来店の際にご提示下さい。
2019年2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
2019年2月末日まで有効

☎0277-74-8929

☎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。
2019年2月末日まで有効

お知らせ・ご案内

納税資金を積み立てませんか？
『納税準備預金』とは…
・税金の納付に充てる場合に限り払い戻す預金で
す。
・利息には所得税等がかかりません。
・口座振替の口座として利用することが出来ま
す。
・窓口やＡＴＭで、随時、任意の金額で預け入れ
できます。
税金は計画的に積立しておくと、納期限の直前に
あわてることがありません。
口座振替とのセットがとても便利です。
【協力金融機関】
群馬銀行、足利銀行、東和銀行、桐生信用
金庫、しののめ信用金庫、あかぎ信用金
庫、ぐんまみらい信用組合、ＪＡにったみ
どり
詳しくは各金融機関にお問合せ・お申し込
みください。
桐生税務署管内税務関係団体連絡協議会

今話題の情報
～りょうもうグルメシールラリーについて～

りょうもうグルメシールラリー
りょうもうグルメシールラリーはこんなイベント！
群馬・栃木県にまたがる両毛地域をめぐって、ご当地のグルメや地域
の魅力に触れることができるイベントです。
対象の地域は桐生市、みどり市、足利市、佐野市、太田市、館林市、
大泉町、千代田町、明和町、板倉町、邑楽町です。

両毛ってなに？
現在の群馬県・栃木県をまたぐ地域には、古墳時代「毛
野」とよばれる強大な国があったとされています。
かみつけの

しもつけの

この国が「上毛野」と「下毛野」の二国に分かれ、現在
の両県の源となりました。
りょうもう

この二つにまたがる地域という意味で、「 両毛 」と呼ば
れています。

参加のルール

①ご当地シールを集めよう！
パンフレットはお近くの役場または商工会まで！
問合せ先：館林市役所 企画課
0276-72-4111

両毛地域内のシールラリー参加店舗をめぐってご当地シールを貰いま
しょう。シールラリー参加店舗でのお食事またはお買い上げの場合に
限り、各店舗からシールを貰えます

②コレクションシートにシールを張ろう！
貰ったシールは台紙からはがして、コレクションシートの各市町の指
定位置に貼ってください
一枚の応募はがきに同じ市町のシールを複数枚張ることはできませ
ん。シールが何市町分あるかにより、抽選対象商品が決定します。

③シールが集まったら応募しよう！
３つ以上のエリアのシールを集めたら、素敵な賞品が当たる抽選に応
募しましょう。応募はがきに、住所、氏名等の必要事項を記入の上、
応募してください。
専用応募箱（切手不要）、または郵送（郵送料は応募者負担）のいず
れかでご応募できます。

きゅうり一筋、自慢の逸品
群馬県桐生市新里町新川385
TEL:090-9011-7117

従 業 員 募 集 中！

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

～転倒災害、年末調整・決算説明会について～

ＳＴＯＰ！転倒災害
転倒災害は、どのような職場でも発生する可能性があります。
職場での転倒の危険性は、働くすべての人が問題意識をもって
原因を見つけ、対策を取ることで減らすことができます。
出来ることから少しづつ取り組んでいきましょう。
平成２９年における「転倒災害」は、休業４日以上の労働災害の
なかで20.4%を占め、ワースト１位となっています。

日ごろから意識して転倒災害を防止しましょう
・４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）を徹底しよう
・濡れた床面に気を付けて 雪道や凍った道は小股であるこう
・転倒危険場所を「見える化」しよう
・ポケットに手を入れて歩かない
・路面や床面に合った靴を履こう
・時間に余裕をもって行動しよう
・日ごろから足腰を鍛えよう

桐生税務署では下記の日程で説明会を開催します。
参加申し込みは不要です。

日
会

時
場

平成30年11月14日(水)
桐生市市民文化会館

・青色・白色合同
日 時 平成30年12月12日(水)
会 場 桐生市市民文化会館
・消費税
日 時 平成30年12月13日(木)
会 場 桐生市市民文化会館

午後1時～午後3時

お問合せは桐生税務署まで
TEL 0277-22-3121

午後1時30分～午後4時

午後1時30分～午後4時

おすすめ情報
～今回は「商工会青年部グルメグランプリ」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

１２月９日（日曜日）

１０時００分～１５時００分
場

所：高崎市もてなし広場
高崎市高松町１番地

昨年の様子

県内の地域振興とにぎわいを創出するため、県産食材を使用した県下
楽膳ランチ 1280円（税別）
４２商工会青年部や県内高校生によるグルメグランプリを開催します。
落ち着いた雰囲気で
当会青年部は新里産食材を用いた「中国のこういうやつ」
和洋のお食事や
（中華風ハンバーガー）を出展致しますので、お気軽にお立ち寄りください。

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！

まだまだ元気、ガンバルみなさまのために

シ ル ク シ ニ ア
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

●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
～中小企業退職金共済制度について～

制度の概要・仕組み
中小企業退職金共済制度（略称：中退共制度）とは、昭和34年に制定された「中小企業退職金共済法」
に基づき設けられた制度です。
中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを
目的としています。
仕組みとしては、まず事業主が雇用する従業員を対象に、中退共本部と退職金共済契約を結び、毎月の
掛け金を金融機関に納付します。
従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

簡単な管理
毎月の掛金（加入従業員の総額）は、事業主が指定した金融機関の預金口座から、毎月18日（当日が金融
機関の休業日の場合は翌営業日）に振替になります。
また、加入従業員毎の「納付状況」「退職金試算額」を、年1回事業主にお知らせします。

掛金は全額非課税、いつでも増額可能！
毎月の掛け金は、5,000円から30,000円まで選択できます。（パートタイム労働者の場合は2,000円から
加入できます）
また、従業員毎に選択した掛金月額は加入後いつでも増額できます。

国の掛金助成もあります！
新規加入の事業主および掛金月額を増額する事業主に掛金の一部を国が助成します。
１．新規加入の事業主に掛金金額の1/2（従業員ごと上限5,000円）を加入後4か月目から1年間、国が助成
します。
２．18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。

加入できる企業

製造業・建設業
卸売業
サービス業
小売業

常時従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
常時従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
常時従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
常時従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下

中退共制度のお申込み・詳しい内容は、
桐生市新里商工会
TEL 0277-74-5353
中小企業退職金共済本部
TEL 03-3433-0151
http://chutaikyo.taisyokukin.do.jp/

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.00034

次回の発行予定日は３月１日です。

新里町の事業所紹介 第３４回

～ 今回は「㈱中里鉄工」さんをご紹介します ～
次回は「長沼塗装」さんを紹介します

屋

株式会社中里鉄工

煙

火
店

◎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

