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山上城跡公園
山上城は、鎌倉時代に藤原秀郷の子孫、山上五郎高綱によって築城され、戦国時代末期に武田勝頼に攻められ廃城となりました。
城の構造は並郭構造で、北から南へ笹郭・北郭・本丸・二の丸・三の丸・南郭と一直線に並んでおり、川や谷などの自然を要害とした
丘城といわれています。山上城跡は群馬県の指定史跡となっていて、城下町の名残として元町・鍛冶屋などの地名が残っています。
山上城跡公園は、この緩やかな丘陵を活かしたローラー滑り台やロープクライミングなどの遊具、芝生広場、太鼓橋や滝を配した
庭園などを整備し、市民の憩いの場所となっています。
また、城跡公園は花の公園としても有名で、特に夏のアジサイ、冬のロウバイの開花時期には多くの人が訪れています。
かつて敵の侵入を防いだ西側の空堀の両側に、約２，３００株のアジサイが咲き誇ります。ツバキは一重・八重、花色は赤・白・ピ
ンクなど、冬の公園に彩りを添えます。
ロウバイは、冬、葉に先立ち香気のある花を開き、外側の花弁は黄色、内側のは暗紫色で、蝋細工のような光沢があります。約１５
０本が植えられ、いち早く春の訪れを告げます。

施設の概要
総 面 積 ４３，０００㎡
公園面積
５，１００㎡
所 在 地 桐生市新里町山上２９７－１

交

通

駐 車 場

新里駅から徒歩２０分
新里バス：新里駅発 赤城集会所線（赤城集会所・赤城東行）
鶴ヶ谷停留所下車 徒歩１０分
無料駐車場有り

【第３６回新里まつりの開催中止について】
８月１５日に開催を予定していた第３６回新里まつりにつきまして、新型コロナウイルス感染症の流行
を考慮し、今年度の開催は中止となっております。
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。

【第９回にいさとフォレストミュージックの開催中止について】
１０月に開催を予定していた第９回にいさとフォレストミュージックにつきまして、新型コロナウイル
ス感染症の流行を考慮し、今年度の開催は中止とさせていただくこととなりました。
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)
43

☏ 0277-74-0987

43th 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「中小企業退職金共済」についてご紹介します～

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）は、中小企業で働く従業員のために設けられた退職金制度です。
この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部（中退共）が運営しています。
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛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。
掛 金 は 全 額 非 課 税 、 い つ で も 増 額 可 能 ！
・毎月の掛金は、５千円から３万円まで選択できます。（パートは２千円から加入できます）
また、従業員ごとに選択した掛金月額は加入後いつでも増額できます。
・掛金は、法人企業は損金として、個人企業は必要経費として、全額非課税となります。
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月額の１／２（従業員ごと上限５，０００円）を加入後４ヶ月目から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・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事業本部 TEL 03-3433-0151
http://chutaikyo.taisyokukin.do.jp/

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。
2020年10月末日まで有効

ご注文の際にご提示下さい。
2020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。
2020年10月末日まで有効

ご来店の際にご提示下さい。
2020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 11:30～14:30
(14:00 LO)

☎0277-74-8929

《持続化給付金について》
＜対象は？＞
・中小企業、小規模事業者、フリーランス
を含む個人事業者。
・前年同月比で、売上が半分以下になって
いる月が一月でもある方。
（2020年1月～2020年12月が対象期間です）
※申請は2021年1月15日まで行えます。
＜金額は？＞
・個人事業者が100万円、法人は200万円が
給付上限です。（ただし、昨年１年間の売
上から減少した金額が上限となります。）

☎0277-74-0319

ディナー 17:30～22:00
お会計の際にご提示下さい。 ご予約も可能です
2020年10月末日まで有効

お知らせ・ご案内

(21:30 LO)
ご注文の際にご提示下さい。2020年10月末日まで有効

＜申請方法は？＞
・必要書類を揃えたうえで、パソコンやス
マートフォン等で電子申請となります。
詳細については持続化給付金ホームページ
を確認してください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

今話題の情報
～熱中症対策について～
参考：厚生労働省HP
『あたらしい生活様式における
熱中症予防行動のポイント』

熱中症は予防が大事！
「３密」を避けながら、
十分な対策をとりましょう。
1．熱中症は予防が大切
熱中症は命にかかわる病気ですが、予防法を知ってい
れば防ぐことができます。熱中症を防ぐためには、「暑
さを避ける」「こまめな水分補給」「暑さに備えた体作
り」が大切です。
一方で、新型コロナウイルスの感染を防ぐために、
「身体的距離の確保」、「マスクの着用」、「３密（密
集、密接、密閉）を避ける」といった「新たな生活様
式」を実践することも求められています。新たな生活様
式の中で、熱中症を予防するために、次のようなことに
気をつけましょう。
（1）暑さを避けましょう
・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を確
保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整しま
しょう。
・少しでも体調に異変を感じたら、涼しい場所に移動
し、水分を補給する。
（2）適宜マスクをはずしましょう
・気温・湿度の高い中でのマスクをすると熱中症のリス
クが高くなるため注意が必要です。
・屋外で人と十分な距離（２m以上）が確保できる場合
は、マスクをはずしましょう。
（3）こまめな水分補給を心がけましょう
・のどが渇く前に水分補給をしましょう。
１日に１．２ℓが目安となります。
・大量に汗をかいたときには塩分の補給も忘れずに。
（4）日ごろから健康管理をしましょう
・日ごろから体温・健康のチェックをし、体調の悪い時
は無理せず自宅で療養しましょう。
（5）暑さに備えた体づくりをしましょう
・水分補給を忘れずに、無理のない範囲で「やや暑い」
「ややきつい」と感じる強度で３０分程度の運動をし
ましょう。

2．熱中症の症状が現われたら、
まずは涼しい場所へ移動
具体的に、熱中症になるとどのような症状が現れるので
しょうか。日本救急医学会（熱中症に関する委員会）で
は、熱中症の症状を、重症度によってI度からIII度までの
三つに区分することを推奨しています。熱中症は急速に症
状が進行し、重症化しますので、軽症の段階で早めに異常
に気づき、応急処置をすることが重要です。
・I度（軽症）
現場での応急処置が可能
〇めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直（こむら返り）、
大量の発汗

・II度（中等症）
病院への搬送が必要
〇頭痛・気分の不快・吐き気・おう吐
力が入らない、体がぐったりする（熱疲労、熱疲弊）
・III度（重症）
入院・集中治療の必要
〇意識がなくなる、けいれん、歩けない、刺激への反応が
おかしい、高体温（熱射病）
めまい、失神、筋肉痛、筋肉の硬直、大量の発汗

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！
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
ＴＥＬ:０２７７-７４-３３１８
ＦＡＸ:０２７７-４６-８２８９

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

新里町おすすめスポット情報②
～「カリビアンビーチ」をご紹介します～
TEL 0277-74-5467
桐生市新里町武井６９７

今回は、カリビアンビーチをご紹介いたします。
カリビアンビーチは平均室温３５℃、平均水温３２℃の関東最大級の全天候型２階建て室内温水
プールで、最大の目玉である波の大きさが変化する「なみのプール」、スリルとスピードが味わえ
る３種類の「ウォータースライダー」、泳ぎが苦手な方でも泳げる「ながれるプール」などがあり
ます。
ほかにも６０℃の低温サウナ、３つのジャグジープールで心と体もリフレッシュできます。
常夏気分を楽しみながらのんびりと１日を過ごしてみませんか？
【施設概要】
営業時間 10：00～21：00（※短縮営業等、HPにてお知らせしています）
休 館 日 10月～4月の毎週木曜日（ただし祝日の場合を除く）
12月31日、1月1日、2月全日（点検整備のため）
駐 車 場 800台（無料）
入 館 料 平日
大人520円 小中学生300円 幼児100円
土･日･祝日、ハイシーズン（7月21日～8月31日）
大人830円 小中学生500円 幼児100円
会員券あり（1年、6ヶ月、3ヶ月）
団体割引 あり（幼児を除く15名様以上）
所 在 地 桐生市新里町野461番地
電話番号
0277-70-2121
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://caribbe.info/

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

唐揚げ弁当 ３個入
５個入
焼き魚弁当
ハンバーグ弁当

６００円
７５０円
８５０円
８８０円

…その他テイクアウトメニュー多数
ご予約・お問い合わせはお電話にて

営業時間
（火曜、第１・３木曜 定休）
ランチ 11:30～14:00
(14:00 LO)

ディナー 17:30～22:00
(21:30 LO)

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
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

～今話題の情報② プランター野菜の栽培～
外出のままならない昨今、自宅での過ごし方を見直した方も多いかと思われます。
今回は、ベランダでも玄関先でも毎日楽しめるプランター栽培をご紹介します！

＜これからの時期に始める
プランターにおすすめの野菜＞
・にんじん
ミニニンジンがプランターでの栽培に特に向いていま
す。根菜類は移植ができないため、種まきから育てます。
種まきの適期は３月下旬〜５月か、７月中旬〜９月上旬
です。深さ１cmほどの溝に、約１cm間隔で種をまきま
す。両側から土をふんわりとかけ、土が乾かない程度に水
を与えましょう。発芽後は、最終的に10cm間隔くらいに
なるよう間引きを数回行います。最後は、11〜12週間を
目安に抜き取って収穫します。

①プランターを選ぶ
プランターには小型から大型まで、さまざまなサイズが
揃いますが、育てる野菜に合わせて大きさを選ぶことが大
切です。
アサツキやラディッシュ、コマツナやホウレンソウなど
の葉菜類は標準的なプランターでOK。ジャガイモやニン
ジン、カブ、ダイコンなどの根菜類は、深めで大型のサイ
ズを選ぶようにしましょう。根菜類の場合は、プランター
でも容易に栽培できるミニサイズの品種を選ぶことも大切
です。
トマト、ナス、ピーマンなどの果菜類は、深さが30cm
以上ある、大型の10号鉢以上を選ぶとよいでしょう。鉢
の素材は特に選びませんが、大型のプランターの場合は、
軽くて移動がしやすいプラスチック製がおすすめです。

・こまつな
葉物野菜の中でも栽培しやすいので、家庭菜園の入門野
菜にも最適です。種まきの時期は3月～11月と長く、収穫
も早いため一年を通して楽しむことができます。
種まきでは、10cm間隔で深さ１cmほどの溝をつけ、
そこに種をまいていきます。両側から土を寄せて覆い、軽
く押さえたら、水をやります。一週間ほどで発芽しますの
で、本葉１〜２枚がついたら３〜４cm間隔に間引き、本
葉３〜４枚がつくまでに最終株間が５〜６cmになるよう
に間引きます。間引いた葉はサラダや味噌汁などに利用で
きますよ！
草丈が20cm程度になったら収穫しましょう。虫が発生
しやすい時期は、支柱をアーチ状にかけて防虫ネットで
覆っておくと防除効果があります。

エクステリア☆外構☆防護柵☆区画線

株式会社

坂田興業

桐生市新里町新川２５７５
TEL.0277-74-3087

②土選び
プランターで野菜を栽培する場合、野菜用にブレンド
された培養土を使うのが便利です。ただし、野菜によっ
て好みの土壌酸度が異なるので、育てたい野菜に適した
pH値のチェックは欠かさずに。必要な情報が培養土の
パッケージに記載されているので、よく確認するとよい
でしょう。
連作障害が出やすい野菜も多いので、古土の使い回し
はせず、新しい培養土を使うことが、成功への近道とな
ります。

③種まき・苗植え
野菜の種類によっては、苗の植え付けからスタートし
たほうがよいもの、種まきから始める必要があるものな
ど、さまざまです。特に根菜類は、生育の途中で移植す
ると根が変形したり、生育が止まったりする場合がある
ので、種まきからスタートする必要があります。葉菜類
は、種まきして間引きながら育てるのが基本です。果菜
類は、種まきからスタートすることも可能ですが、温度
管理などの手間がかかるので、苗の植え付けから始める
のが一般的です。
植え付けや種まきの適期は、野菜の種類によって異な
るので、必ずチェックしておきましょう。プランター栽
培では、植え付け後の水やりを忘れずに。特に乾燥しや
すい夏は、朝夕の水やりを欠かさず行ってください。

FAX.0277-74-3090

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.00039

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３９回

～ 今回は「(有)大和建工」さんをご紹介します ～
次回は「かたぎり新里整骨院」さんを紹介します

屋

有限会社大和建工

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

