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新型コロナウイルス感染症の拡大により、昨年は大変厳しい１年間となりました。
いまだ脅威は続いておりますが、そんな中でも子供たちに夢と希望を届けるために
新里こどもフェスタは姿を変えて、花火大会として実施することとなりました。
会場には集まらず、皆様それぞれで楽しんでいただく形となりますが、少しでも多
くの方に届けば幸いです。
順 延 日：4月11日（日）
順延の順延：4月17日（土）

※都合により中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

桜祭りについて
例年4月の第一日曜日に新里総合グラウンドにて開催しておりました桜祭りにつきましては、
今年は開催いたしません。
楽しみにしてくださっている皆様、ご協力いただいている皆様には大変申し訳ありませんが、ご了承いただけ
ればと思います。
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)
44

☏ 0277-74-0987

44th 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「雇用調整助成金の特例措置」「個人企業経済調査」についてご案内いたします～

新型コロナウイルス感染症に係る
雇用調整助成金の特例措置が延長されます
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和３年２月２８日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が
講じられたところですが、この特例措置が緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されます。
〇休業･教育訓練の場合の助成率
･中小企業：4/5 （解雇等を行っていない場合は10/10） お問い合わせ先
･大企業：2/3 （解雇等を行っていない場合は3/4）
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999 受付時間9：00～21：00 土日・祝日含む
または最寄りの労働局・ハローワークまで

〇学生アルバイト･パート労働者も対象

〇緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改
めて判断することとしています。
厚生労働省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

●個人企業経済調査は、国が実施する統計調査のうち、
統計法に基づく報告義務のある統計調査（基幹統計調査）です。
●調査対象となった事業主の方には、国が調査を委託した民間事業者から
調査票などの調査書類を、５月下旬より順次郵送いたします。
●調査票を受け取りましたら、インターネット又は郵送により、ご回答をお願いいたします。
●個人企業経済調査により集められた回答内容は、統計法によって厳重に保護されますので
安心してご回答ください。

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。
2021年7月末日まで有効

ご注文の際にご提示下さい。
2021年7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

ご来店の際にご提示下さい。
2021年7月末日まで有効

ご来店の際にご提示下さい。
2021年7月末日まで有効

あらま！クーポン

あらま！クーポン

☎0277-74-0319

申告･現金納税期限は

４月１５日(木)まで
５月３１日(月)
個人事業者の
消費税・地方消費税の

振替納税日は

５月２４日(月)

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

所得税及び復興特別所得税の

４月１５日(木)まで

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7月末日まで有効

令和２年分の申告・納税期限について

申告･現金納税期限は

（ガソリン等）

会計時１０％割引

【確定申告・納税の起源について】

振替納税日は

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

お知らせ・ご案内

(21:30 LO)
ご注文の際にご提示下さい。2021年7月末日まで有効

商工会では、事業者の方向けに特典の多い
青色申告制度もおすすめしています。
また、個人事業者向けに帳簿記帳の指導や
確定申告の相談など行っております。
ご相談は、桐生市新里商工会
☎７４－５３５３ まで

今話題の情報
～「ワクチン・予防接種」について～
いまだ猛威を振るう新型コロナウイルス感染症ですが、ワクチンの接種が始まるなど
希望の見える話題も出てきました。
今回は「ワクチンについて」を紙面にてご紹介いたします。
Ｑ１． ワクチン、予防接種とは何ですか。

Ｑ３． ワクチンを受けるのに注意が必要なのはどのような
人ですか。

一般に、感染症にかかると、原因となる病原体（ウイルス
一般に、以下の方は、ワクチンを受けるに当たって注意
や細菌など）に対する「免疫」（抵抗力）ができます。免疫が
が必要です。
できることで、その感染症に再びかかりにくくなったり、か
・過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免
かっても症状が軽くなったりするようになります。
疫不全症の方がいる方
予防接種とは、このような体の仕組みを使って病気に対
する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接 ・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患
のある方
種することをいいます。
・過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身
性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方
・過去にけいれんを起こしたことがある方
Ｑ２． 日本の新型コロナワクチン接種はどうなりますか。
・ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれが
ある方
ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社などが、ワク
チン開発を手掛けています。試験の結果、ワクチンを投与さ
れた人の方が、投与されていない人よりも、新型コロナウイ
ルス感染症を発症した人が少なかったと発表されていま
す。
日本政府は、これらの製薬企業３社から合計で３億
1,400万回分の供給を受けることについて合意をしていま
す。１人に２回接種を行うとした場合１億5,700万人分となり
ます。
またワクチンが国内で承認され、供給できる準備が整った
際に、出来るだけ早く、国民の皆さまにワクチンを提供でき
るよう準備しています接種を希望される方々は、無料で受
けることができます。
日本では、ファイザー社のワクチンが、2021年2月15日に
薬事承認されました。また、アストラゼネカ社から本年2月5
日に承認申請が行われ、現在、医薬品医療機器総合機構
（PMDA）において承認審査が行われています。
一方で、全国民分のワクチンを一度には確保できず、
徐々に供給が行われることになります。このため、一定の
接種順位を決めて、接種を行っていく見込みです。
詳しくは厚生労働省HPにて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00222.html#001
※紙面は令和3年2月16日現在の情報となります。

Ｑ４．持病があり、薬を飲んでいる人はワクチンを受けるこ
とはできますか。
薬を飲んでいるために、ワクチンが受けられないという薬
はありませんが、基礎疾患のある方は、免疫不全のある
方、病状が重い方など、接種を慎重に検討した方がよい
場合がありますので、かかりつけ医とご相談ください。
ただし、抗凝固薬（いわゆる「血をサラサラにする薬」の
一部です）を飲んでいる方は、ワクチンを受けた後、血が
止まるまで押さえておくよう注意が必要とされています。当
てはまるかどうか不明な方は、かかりつけ医などにご確認
ください。

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

にいさとおすすめスポット情報
～「新里の桜」をご紹介します～

土橋のおかめさくら

TEL 0277-74-5467
桐生市新里町武井６９７

樹齢約４００年のシダレザクラの古木で、市の天然記念物に指定さ
れています。
目通りは３．９ｍ、根回り４．４ｍ、樹高は約１０ｍあります。
「おかめ桜」という名は、「おかめ」という美しい女性にちなんで
名付けられたと伝えられています。この地の旧家である瀬谷家地内
の道路端にあり、毎年４月上旬頃には絢爛たる見事な花を咲かせ、
多くの見学客が訪れています。
所 在 地
駐 車 場

桐生市新里町鶴ヶ谷５３９
無料駐車場有（約２０台）

藤生沢のお角さくら

唐揚げ弁当 ３個入
５個入
焼き魚弁当
ハンバーグ弁当

鎌倉時代の建久７年（１１９６）に新井家当主によって植えられ、
娘「お角」の名にちなんで「お角桜」と呼ばれるようになったと伝
えられています。
現在の桜は二代目で、目通りは２．８ｍ、根回り４ｍ、樹高約１０
ｍのシダレザクラです。
初代の桜は昭和２３年に枯れてしまいましたが、二代目はそれ以前
から根元に根吹いていた桜で、樹齢２００年以上と推定されます。
市の天然記念物に指定され４月上旬頃には春爛漫と咲き誇ります。
所 在 地
駐 車 場

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)

桐生市新里町新川３２５３
無し（お車でお越しの際はご注意ください）

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

～経営者サポート情報～
今回は「小規模企業共済」についてお届けします。

国がつくった経営者の為の退職金制度です。
●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１４７．５万人、運用資産は約９．８兆円（R２．３現在）
●共済金支給額の平均は１，０８３万円/人、支給総額は約５，２００億円（R１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

従業員

５人以下の企業

20人以下の企業

2021年の祝日が移動します！
東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に合わせて、
3つの祝日が移動となります。

7/19

10/11

8/11

7/22(木)

7/23(金)

8/8(日)

海の日

スポーツの日

山の日

詳細は首相官邸HPに記載
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/tokyo2020/ shukujitsu.html

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

※8/9（月）は振替休日

会員広告募集中
「あらま！」への広告表示をお考えの方は
桐生市新里商工会までご連絡ください
TEL ０２７７－７４－５３５３
FAX ０２７７－７４－５６５２

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.00041

次回の発行予定日は８月１日です。

新里町の事業所紹介 第４１回

～ 今回は「㈱アーリーホーム」さんをご紹介します ～
次回は「㈱ワイヤーコンパウンド」さんを紹介します

株式会社アーリーホーム

https://www.early-home.co.jp
≪施工事例 新里町 A様邸≫

≪施工事例 新里町 N様邸≫

◎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

