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ぐんま昆虫の森
ぐんま昆虫の森とは…
全国的にもユニークな「昆虫」をテーマにした体験型教育施設です。
45ヘクタールの敷地に雑木林や田畑、小川などの里山を再現。
そこで暮らす昆虫を探し、手に取り、その生態をじっくり観察できます。
昆虫観察館では里山の生きものや世界の昆虫をいつでも見ることができ、亜熱帯の植物が生い茂る温室では、日本最大級
のチョウ「オオゴマダラ」が飛び交い、間近で観察できます。
そのほか、昆虫クラフトやふれあいコーナーなど各種プログラムも楽しめ、かやぶき民家では四季折々の自然を感じられ
る里山生活が体験できます。
【施設概要】
開園時間：9:30～16:00 ※新型コロナウイルスの影響により変更がある場合があります。
休園日：月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、臨時メンテナンス等 ※詳細はHPに記載
駐車場：無料
入園料：一般410円大学・高校生200円中学生以下無料
団体割引：あり（20名様以上のご利用）
所在地：桐生市新里町鶴ヶ谷460-1
電話番号：0277-74-6441
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.giw.pref.gunma.jp/

【新里地区産業祭の開催中止について】
１１月１５日に開催を予定していた新里地区産業祭につきまして、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。

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「最低賃金」「公庫融資」「小規模事業者持続化補助金」についてご案内いたします～

群馬県最低賃金は

時間額 ８３７円

です（令和２年１０月３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。

例年11月に日本政策金融公庫による年末特別相談会を開催しておりましたが、今年度の開催は見送
らせていただくこととなりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少した事業者を対象とした、実質無利子・
無担保融資や普通貸付等の相談については、随時受け付けております。
事業資金（運転資金、設備資金）が必要な方は、商工会までご相談下さい。

■補助対象者
小規模事業者
■補助対象事業
A.サプライチェーンの毀損への対応
B.非対面型ビジネスへの転換
C.テレワーク環境の整備
A,B,Cいずれかの取り組みに対する経費
■補助率（補助上限）

A…2/3

B,C…3/4（１００万円上限）

■補助対象経費
事業の遂行に関するもので募集要領にあるもの

情報掲示板
～いろんな情報お待ちしています～

■申請締切
令和２年12月10日（木）
「経営計画書」「補助事業計画書」を作成・提出し、
事業計画の審査が行われたのちに、採択の可否が決ま
ります。
■備考
経営計画に基づく販路開拓のために活用することの
できる、持続化補助金（一般型）は、令和2年2月5日
（金）締切となっております。
申請をお考えの方は、桐生市新里商工会までご相談く
ださい。

◆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。
2021年3月末日まで有効

ご注文の際にご提示下さい。
2021年3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。
2021年3月末日まで有効

ご来店の際にご提示下さい。
2021年3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

☎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 11:30～14:30
(14:00 LO)

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
2021年3月末日まで有効

☎0277-74-8929

(21:30 LO)
ご注文の際にご提示下さい。2021年3月末日まで有効

お知らせ・ご案内

群馬県STOPコロナ！
対策認定制度
＜対象は？＞
群馬県内の小売、宿泊、飲食、教育、
サービス、娯楽 等の事業を行う店舗
＜認定までの流れ＞
①対象店舗がガイドライン等に基づ
き感染症対策を実施
②認定申請書の提出・実地調査
③調査結果をもとに県が認定
④認定店舗にポスター・ステッカー
を配布。安心安全な店舗として
PRに活用できます。
詳細は群馬県HPまで
https://www.pref.gunma.jp/06/
g09g_00363.html

今話題の情報
～「Go to トラベル事業」について～

Go to

Go to
宿泊を伴う、または日帰りの国内旅行の代金総額の１／２ 相当額を国が支援する事業です。
給付額の内、７０％は旅行代金の割引に、３０％は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます。
一人1泊あたり２万円まで、日帰り旅行では1万円までを上限として給付されます。

第２弾

２０２０年１０月１日（木）以降出発～
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旅行代金割引+地域共通クーポン

総額の

おひとり様40,000円の1泊2日の宿泊付き旅行を申し込ん
だ場合、支援額は、旅行代金の2分の1相当額の20,000円
となります。
そのうち7割の14,000円は旅行代金割引となり、旅行者の
支払額は26,000円となります。残りの3割の6,000円が
地域共通クーポンとして付与されます。

６５％
旅行代金割引（給付額）
総額の

３５％
地域共通クーポン

支
援
額

総
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おひとり様20,000円の日帰り旅行を申し込んだ場合、
支援額は旅行代金の2分の1相当額の10,000円となりま
す。
そのうち7割の7,000円は旅行代金割引となり、旅行者の
支払額は13,000円となります。残りの3割の3,000円が
地域共通クーポンとして付与されます。

地域共通クーポンを使用できる店舗は
GoTo トラベルホームページで確認できます。
https://goto.jata-net.or.jp/

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

今話題の情報②
～「ぐんまGO To Eatキャンペーン」をご紹介します～
TEL 0277-74-5467
桐生市新里町武井６９７

群馬県では、Go To Eatキャンペーンとして、プレミアム付き
お食事券の発行を行います。
券面額 ：１セット１２，５００円
販売価格：１０，０００円（２５％プレミアム付き）
販売方法：全国のセブンイレブン店舗
群馬県内特設販売窓口（販売場所・販売期間についてはホームページを参照）
販売期間：セブンイレブン…2020年11月 6日（金）～2021年 1月31日（日）
特設販売窓口 …2020年10月30日（金）～2020年11月 5日（木）

唐揚げ弁当 ３個入
５個入
焼き魚弁当
ハンバーグ弁当

購入限度：セブンイレブン…１回につき１セット（お食事券１２，５００円分）までですが、
購入回数に制限はありません。
特設販売窓口 …１回につき２セット（お食事券２５，０００円分）までですが、
購入回数に制限はありません。
使用可能店舗：ぐんまGoToEat加盟店で使用
できます。（詳細についてはホームページを
参照）

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

GoToEat
https://gunma-gotoeat-campaign.com/

(14:00 LO)

ディナー 17:30～22:00
(21:30 LO)

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

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③ プランター野菜の栽培（秋・冬編）～
８月１日発行のあらま！３９号では、夏から始めるプランター野菜の紹介をさせて
いただきました。今回は、秋・冬にぴったりの野菜を紹介いたします！

＜秋・冬から始めるプランターにおすすめの野菜＞
○ほうれん草

○じゃがいも

冬が旬のほうれん草は、栽培難易度が
低く、初めて家庭菜園に挑戦する方にも
おすすめです。

2月～３月に植えたじゃがいもは、８月～９月に新じゃ
がとして収穫されます。皮が薄くそのまま食べられる新
じゃがは、ビタミンCやカリウムを豊富に含んでおり様々
な料理に使用することができます。

・育て方
ほうれん草は日当たりのいい場所が好
みですが、冷涼な気候で育つので暑さには大変弱いです。
ですので、直射日光が長時間あたらない場所で管理するの
がいいでしょう。多少日当たりが悪かったり、半日陰でも
大丈夫です。
プランター栽培では、幅50cm前後、深さ25cmほどの
ものを用意し、深さ1～2cm、間隔10cmくらいで種をま
きます。
ほうれん草は乾燥に弱いため、水やりはたっぷりと。土
が乾いたら、底穴から水が流れるくらいしっかりと水やり
をしましょう。
また、収穫までに間引きを行うことが大切です。おおま
かに分けて、①本葉が2～3枚くらい ②草丈5cmくらい
③草丈10cmくらい の3回ほど行います。②、③の時に
追肥をして、活発な生育を促します。
最終的な収穫の目安は、種まきから30～50日、草丈
25cmくらいになったころが収穫時です。
秋～冬のほうれん草は寒さで甘みが増しており、味わい深
いものが収穫できることでしょう。和食や洋食など、幅広
いお料理に活用できます。

エクステリア☆外構☆防護柵☆区画線

株式会社

坂田興業

・育て方
ジャガイモは地表からでている大きな葉っぱから光合成
をして、実にでん粉を溜め込んでいきます。光合成をよく
させ、大きく育てるためにも、ジャガイモは日当たりの良
い場所で育てましょう。
じゃがいもを育てる場合は「種芋」という種代わりのも
のを植え付けます。土を地表から15cmほど掘り、30cm
間隔で種芋を植えます。植えたばかりのころは水を多めに
やり、芽が出てきたら乾燥ぎみに育てます。
芽がどんどん生長してきて草丈が10cmほどになってき
たら、丈夫な芽を２・３本残してそのほかの芽は株元から
切り取って芽かきをします。
追肥のタイミングは２回あり、①芽かきをしたとき、②
つぼみがついたときに行います。②の時には、同時に増し
土も行うと、実が大きく成長することにつながります。
茎が伸びてくるにしたがって、支柱の設置を行うことも
大切です。
プランターで育てたジャガイモを収穫するタイミング
は、花が咲いて無駄に茎や葉などが伸びてきて黄色に変
わって枯れてきたら収穫のサインです。収穫する時の天気
も注意しましょう。
晴れた日が2・3日続いて土が乾いているときを狙いま
しょう。ジャガイモを収穫するときは、根本の部分を引き
抜くときれいに採れます。または、手を使って土を掘り起
こしてジャガイモを探して採るのもいいでしょう。

桐生市新里町新川２５７５
TEL.0277-74-3087

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.00040

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４０回

～ 今回は「かたぎり新里整骨院」さんをご紹介します ～
次回は「㈱アーリーホーム」さんを紹介します

かたぎり新里整骨院

Vida

×パーソナルトレーニングVida

屋
煙火店

Vida

<

◎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

