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毎年恒例のにいさとForestMusic、今回で第８回となります。
その広報ポスターを、新里中学校の生徒さんにお願いをして描いていただきました。
実行委員会で審議し、入賞となった作品を、今回紙面をお借りして紹介させていただきます。

<金賞> 江角 優奈さん

<特選> 櫻井

花香さん

<銀賞> 渡邉 芽生さん

【新里地区産業祭の開催中止について】
11月に開催を予定していた新里地区産業祭につきまして、豚コレラ対策を考慮し、今年度の開催は
中止することとなりました。
楽しみにしてくださっていた皆様、関係者の皆様には多大なご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解
の程よろしくお願いいたします。

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)
42

☏ 0277-74-0987

42th anniversary
塚本建設 外構

検索

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

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「１日公庫」と「年末調整・決算説明会」について～

群馬県最低賃金は

時間額 ８３５円

です（令和元年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。

日本政策金融公庫の融資相談会を次のとおり開催致します。
事業資金（運転資金、設備資金）が必要な方は、この機会にご相談下さい。

制 度 名

限 度 額

金 利 (%)
基準金利

実施日
会 場
担 当
申込み
申込先

令和元年１１月２１日（木）１０時～１２時
桐生市新里商工会館 相談室
日本政策金融公庫 前橋支店 国民生活事業部
要予約
申込みの際は、まず新里商工会宛にお電話でご相談ください。
桐生市新里商工会 ☏ ０２７７（７４）５３５３

4,800万円

1.21～2.35
(10/18現在)

普通貸付

返 済 期 間
運転 7年以内
（据置1年以内）
設備10年以内
（据置2年以内）

一定の条件のもと保証人を不要とする制度もあります。
担保設定の有無、担保の種類等についてはご相談のうえ
決めさせていただきます。
※普通貸付のほか、特別貸付制度もあります。

※申込みの際は、事前に決算書（２期分）・途中経過の試算表・企業概要書・見積書（設備資金の場合）等をご提出頂くと
審査が短縮できます。また、年末になりますと融資の申込みが混み合い、実行までに時間がかかるケースが多いため、今
回の年末特別相談会をご利用ください。

桐生税務署では次の日程で説明会を開催します。
参加申し込みは不要です。

・青色、白色合同
日 時 令和元年12月11日(水)
会 場 桐生市市民文化会館

日
会

午後1時30分～午後4時

情報掲示板
～いろんな情報お待ちしています～

時
場

・消費税
日 時
会 場

令和元年11月11日(月)
桐生市市民文化会館

令和元年12月12日(木) 午前10時～正午
桐生市市民文化会館
午後 2時～午後4時
（2回開催）

◆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

お知らせ・ご案内

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。
2020年2月末日まで有効

ご注文の際にご提示下さい。
2020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

（ガソリン等）
ご来店の際にご提示下さい。
2020年2月末日まで有効

ご来店の際にご提示下さい。
2020年2月末日まで有効

あらま！クーポン

あらま！クーポン

会計時１０％割引

☎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 11:30～15:00
(14:00 LO)

ディナー 17:30～22:30
お会計の際にご提示下さい。 ご予約も可能です
2020年2月末日まで有効

☎0277-74-8929

経営後継者育成セミナー
次世代の経営者を対象に、現状の課題や
自身の役割を明確にし、今後の取組みに
活かすためのセミナーです。

日

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

３０００円以上のお食事で

午後1時30分～午後4時

(22:00 LO)
ご注文の際にご提示下さい。2020年2月末日まで有効

時：令和元年11月27日（水）
15時00分～19時30分
場 所：桐生市新里商工会館
テーマ：①他社事業所から学ぼう
（事業所見学）
②組織力を強くする
コミュニケーションとは
③事業承継計画について
≪申込・お問い合わせ≫
桐生市新里商工会
TEL :0277-74-5353 FAX :0277-74-5652
MAIL:nakagawa@niisato.or.jp
担当：中川まで

今話題の情報
～災害への備え、家庭での準備について～
昨今のニュースを騒がせている地震や台風などの自然災害。
いつ起こるか予想もつかないため、日ごろからの準備が必要となってきます。
今回はご家庭での災害への備えについてご紹介いたします。

<食料・飲料・生活必需品などの備蓄の例>
(人数分用意しましょう）

<安否確認の方法・避難場所について>

・飲料水

3日分（1人1日3リットルが目安）

・災害用伝言ダイヤル（１７１）や伝言掲示板を利用する

・非常食

3日分の食料として、ご飯（アルファ米など）

ビスケット、板チョコ、乾パンなど

・トイレットペーパー、ティッシュペーパー・マッチ、
ろうそく・カセットコンロ

等、事前に決めておきましょう。
・市が発行しているハザードマップを確認し、避難場所や

避難経路を事前に把握しておきましょう。

など

<非常用持ち出しバッグの内容の例>
（人数分用意しましょう）
・飲料水、食料品（カップめん、缶詰、ビスケット、チョコ
レートなど）
・貴重品（預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など）
・救急用品（ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など）

空いている田畑をお持ちの方
農地の貸出を考えている方
ぜひご連絡ください！

・ヘルメット、防災ずきん、マスク、軍手
・懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯電話の充電器
・衣類、下着、毛布、タオル洗面用具、使い捨てカイロ、
ウェットティッシュ、携帯トイレ

桐生市新里町新川385

TEL:090-90１1-7117

一般建築設計・施工

㈱桑子建設

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

～冬の感染症にご注意を！インフルエンザ編～
～インフルエンザの基礎知識～
これからの季節、だんだんと寒くなり空気も乾燥します。
そのような環境の中で、流行が予想される感染症の代表格が
インフルエンザです。
今回は、インフルエンザについて基本をおさえます。

①どうやって感染するの？
飛沫感染と接触感染の２種類があります。
飛沫感染は、感染した人がせきをすることで飛んだ、飛沫に
含まれるウイルスが、体内に入り込むことで起こります。
接触感染は、感染した人がせきを手で押さえた後や鼻水を手
でぬぐった後に触れたところにウイルスが付き、その場所に
別の人が手で触れ、その手で粘膜に触ることで起こります。

②感染を防ぐには？
飛沫感染、接触感染といった感染経路を断つことが大事で
す。
（１）人が多く集まる場所から帰ってきたときには手洗いを
心がけましょう。アルコールを含んだ消毒液で手を消毒する
のも効果的です。
（２）普段からの健康管理も重要です。栄養と睡眠を十分に
とり、抵抗力を高めておくこともインフルエンザの発症を防
ぐ効果があります。
（３）また、予防接種も重要です。予防接種は発症する可能
性を減らし、もし発症しても重い症状になるのを防ぎます。
ただしワクチンの効果が持続する期間は、一般的には5か
月ほどです。また、流行するウイルスの種類も違ってきます
ので、毎年定期的に接種することが望まれます。

おすすめ情報
～「商工会青年部グルメグランプリ」のご紹介～

桐生市新里町武井６９７
TEL 0277-74-5467

開催日：

営業時間
（火曜、第１・３木曜 定休）
ランチ 11:30～15:00

１２月１日（日曜日）

(14:00 LO)

ディナー 17:30～22:30

１０時００分～１５時００分
場

(22:00 LO)

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
本年の当会青年部は新里産食材を用いた「フランクのはずかしがり屋さん」
和洋のお食事や
（肉巻きフランクフルト）を出展しますので、お気軽にお立ち寄りください。
お問合せ：桐生市新里商工会（0277-74-5353） 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
https://niisato-unyu.co.jp/

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）
https://niisato-echo.co.jp/

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「小規模企業共済」「経営計画個別作成セミナー」についてご紹介します～

国がつくった経営者の為の退職金制度です。
こんな制度です

●昭和４０年に「小規模企業共済法」に基づき発足して以来、順調に普及
●加入者数は約１３８万人、運用資産は約９．４兆円（Ｈ３０．３現在）
●共済金支給額の平均は１，０８７万円/人、支給総額は約４，８００億円（Ｈ２９年度実績）
制度に加入できる方は、個人事業主・共同経営者・会社等役員で、雇用されている従業員（正規
雇用人）数によって判断されます。

加
入
対
象
者

小売・卸売・サービス業等
※旅館・娯楽業は除く

農林漁業・製造業・建設業
運送業・旅館業・娯楽業等

従業員
５人以下の企業

従業員
２０人以下の企業

小規模企業共済のお得ポイント
掛金は、全額所得控除！
掛金は月額1,000円から7万円の範
囲で自由に選べます。
払い込んだ掛金は、全額が「小規
模企業共済等掛金」として所得控
除の対象になります。

受取時も 税制メリット
受取は、「一括」「分割」「一括と
分割の併用」があり、税制上のメ
リットもあります。
一括受取⇒退職所得扱い
分割受取⇒公的年金等の雑所得扱い

資金に困ったら…
事業資金に困った場合、掛金納付
月数により、掛金の7割~9割の範囲
内で貸付制度が利用できます。
一般貸付⇒

貸付利率

1.5%

経営計画を作成したことのない方、経営計画の見直しに悩む方への
を実施いたします！
近年、国や都道府県・市町村など多くの機関において、様々な補助金や助成金が公募されています。
今回、専門家の先生との個別相談会で経営計画の作成についてのノウハウを獲得することによって、
他社との差別化や競争力強化の手助けとなる、補助金や助成金の活用にも役立てることができます。
開催日程：令和元年１１月１３日（水）、１４日（木）
開催時間：9:00～12:00 13:00～15:00
[1事業者1時間程度の予約制となります］
開催会場：桐生市新里商工会（新里町武井６５９）
申し込み・お問い合わせは
桐生市新里商工会
（TEL:0277-74-5353

FAX:0277-74-5652）までお願いします。
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.00037

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３７回

～ 今回は「金子建築」さんをご紹介します ～
次回は「にいさと接骨院」さんを紹介します

屋

金子建築

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

