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検索塚本建設 外構

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

外構工事お任せください！ 

☏ 0277-74-0987 

従 業 員 募 集 中 ！ 

塚 本 建 設(株) 
総合建設業 

皆様の喜びが、当社の喜びです。 

44 
44th anniversary 

 

 

  

 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。ワクチンの接種が進んでいるとはいえ、いまだ脅威は続いております。しかし

嘆いてばかりもいられません。今年は少しでも皆さんにひと夏の思い出を作るべ

く、例年の新里まつりとは姿を変え、花火大会のみを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：8月22日（日） 

順延の順延：8月28日（土） 

※今後の新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、開催を見直す場合もあります。 



 

 

  

  

                                     

 
  

 

 

 

 

申請要件：①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること 

         ②2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50％以上減少していること 

      ※対象業種は、①②を満たせば業種／地域問わず給付の対象となり得ますが、 

       群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金を受け取った事業者は対象外となります。 

 

 経営者サポート情報  
    ～今回は「月次支援金」と「感染症対策事業継続支援金」についてご案内いたします～ 

 
 

 
 

  

 

ｺｰﾋｰ豆100ｇ以上お買い上げで 

ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ①個ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

 

  
 
 

 

 

ご来店の際にご提示下さい。 

2021年10月末日まで有効 

  

３０００円以上のお食事で 

会計時５％割引  
  

  

 

お会計の際にご提示下さい。 

2021年10月末日まで有効 

 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 ※切り取ってご使用いただけます。 

  

現金給油ご利用で 

燃料油リッター２円引き 
（ガソリン等） 
  

ご来店の際にご提示下さい。 

2021年10月末日まで有効 

あらま！クーポン 

       （店内でのご飲食のみ適用） 

         平日限定！！ 

 すべてのメニューに 

  コーヒーサービス 

ご注文の際にご提示下さい。 

2021年10月末日まで有効 

あらま！クーポン 

        

  
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 
                  (21:30 LO) 

ご注文の際にご提示下さい。2021年10月末日まで有効 

あらま！クーポン 

あらま！クーポン あらま！クーポン 

あらま！クーポン 

ご予約も可能です 

☎0277-74-8929 

        
   

お食事された方全員に 

１００円券プレゼント 
  
お会計の際にご提示下さい。 

2021年10月末日まで有効 

 ◆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 

あらま！クーポン 

あらま！クーポン 

ご予約も可能です 

☎0277-74-8929 

☎0277-74-0319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ・ご案内（事業所向け） 

給付額 ：月次支援金と同様 

 

 
 

決済QRコードはこれ1枚でOK！ 

新しい生活様式への対応・ 

感染症対策にも！ 
 

 

 

 

 総務省・経済産業省が推進する統一

規格の「JPQR」は、ひとつのQR

コードで多くの決済サービスに対応で

きるキャッシュレス手段です。マイナ

ポイントへの対応や、新しい生活様式

における感染症対策にも有効です。 

お問い合わせ先（土日・祝日含む） 

月次支援金事務局 相談窓口 

TEL：0120-211-240 受付時間8：30～19：00  
経済産業省 HP ： https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html 

申込期間：４月分／５月分 ２０２１年６月１６日 ～ ８月１５日 

     ６月分     ２０２１年７月 １日 ～ ８月３１日 

     ７月分     ２０２１年８月 １日 ～ ９月３０日 

※受給できるのは「月次支援金」「感染症対策事業継続支援金」どちらか一方のみとなります。 

緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金 

感染症対策事業継続支援金 

群馬県のまん延防止等重点措置の適用期間は 

5月16日～6月13日までとなります。 

給付額 ：2019年又は2020年の基準月の売上‐2021年の対象月の売上＝給付額 

     （中小法人等：上限20万円／月、個人事業者等：上限10万円／月） 

◆申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。 

 ※２回目以降は事前確認は必要ありません。 

◆オンライン申請のみとなります。 

お問い合わせ先（土日・祝日含む） 

感染症対策事業継続支援金コールセンター 

相談窓口 

TEL：027-381-8590 受付時間9:00～17：00  

申込期間：５月分 ２０２１年７月 １日 ～ ８月 ５日 

     ６月分 ２０２１年７月１５日 ～ ８月１９日    

申請要件：①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること 

     ②2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比で30％以上～50％未満減少していること 

      ※対象業種は、①②を満たせば業種／地域問わず給付の対象となり得ますが、 

       群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金を受け取った事業者は対象外となります。 

◆オンライン申請または郵送申請が選べます。 

◆月間の売上が30％以上～50％未満の減少 ⇒ 事業継続支援金を申請 

◆月間の売上が50％以上減少         ⇒ 月次支援金を申請 

総務省HP：https://jpqr-start.jp/をチェック！ 

◇複数のQRコードが１枚に！ 

◇複数の決済サービスに一括申請！ 

◇初期導入費・維持費が０円！ 

詳しくは… 



 

 

 

 

 

 今話題の情報  ～「商工会役員改選と青年部役員改選」について～ 

           群馬県桐生市新里町新川596 

                   TEL:0277-74-2870  FAX:0277-74-2460 

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！ 

TEL:090-90１1-7117 
桐生市新里町新川385 

 一般建築設計・施工 

㈱桑子建設 
ＴＥＬ:０２７７-７４-３３１８ 
ＦＡＸ:０２７７-４６-８２８９ 

 令和３年５月１８日（火）に商工会通常総会が開催されました。また、令和３年４月２０日（火）には商工会青

年部の通常総会が開催されました。今年は例年と少し違った総会となりましたので、当日の様子をお伝えい

たします。 

 

 令和３年４月２０日（火）に令和３年度青年部通常総会が開催され、

役員改選が行われました。新青年部長には江原真住さん（江原測量

事務所）が就任となりました。 

青年部では今年の４月、新型コロナの影響により多くのイベントが中

止となる中、桜まつり（花火大会）と称し、サプライズで打ち上げ花火

を計画しました。これまで楽しい時間を犠牲にしてきた新里に住む子

ども達に、ささやかではありますが、夢と希望を与えられたのではない

でしょうか。 

今後の青年部の活動に期待してください。 

 今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年にはな

いリモート機器を活用した通常総会を開催致しました。アルコール消

毒の徹底はもちろん、透明パネルの設置、入場時の体温計測、十分

な換気、そして人の密集を避けるために２部屋を使い、メイン会場の

様子をサブ会場にリモートで上映するという方法を取りました。議事も

滞りなく進行し、大きな問題もなく無事に終了することができ、新たな

可能性を感じる総会となりました。 

 さて、今年度は役員改選の年でもあります。新会長には瀬谷源さん

（㈲オートサービス・セヤ）、新副会長に篠原敏さん（新里設備工業㈱）

が新たに就任されました。また、新役員として、髙野友治さん（㈲髙野

仮設）、片岡良憲さん（片岡電気工事）、江原真住さん（江原測量事務

所）が加わり、その他理事の方は留任となりました。今年度も新型コロ

ナの影響は続いておりますが、心機一転新たなメンバーで新里地区を

盛り上げていきましょう。 

《青年部員の皆さん》 

《新会長から前会長へ花束贈呈》 

《リモート機器を使った会場の様子》 

リモート機器を使用した通常総会 

青年部の役員改選 

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   



 

 

 

 

 

 

ISO9001・ISO14001認証取得 

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！ 

桐生市新里町新川１８０７－３ ＴＥＬ：０２７７－７４－４１７７ 

株式会社 三景 

エ コ ア ク シ ョ ン ２ １ 

認証･登録0002360 

  今話題の情報２ 
   ～「第５１回商工会青年女性経営者の主張大会」について～ 

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 0277-74-3763 FAX 0277-74-3763 

  TEL 0277-37-0197（太田営業所） 

  URL https://niisato-echo.co.jp/ 

家屋解体・土木工事全般、一般貨物運送 
  
  

 

  桐生市新里町新川1172番地16 
  TEL 0277-74-1418 FAX 0277-74-3751 

  URL https://niisato-unyu.co.jp/ 

 

【お問合せ・お申込みは･･･】 

 『 』まで 

   

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） 

 
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） 

 
 令和３年６月１日（火）に第５１回商工会青年女性主

経営者の主張大会が開催されました。 

 例年では大きな会場で多くの観客を入れて盛大に開催

される主張大会ですが、今年は新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、発表者のみを集めて無観客での開催

となりました。当日の発表の様子は、オンラインでも配

信され、桐生市新里商工会では感染防止対策を徹底した

うえでパブリックビューイングを行い、たくさんの方に

応援をいただきました。 

 桐生市新里商工会からは、青年部の篠原浩希理事と女

性部の小林さち子部長が出場されました。篠原理事は、

コロナ禍でも青年部活動を通して地域の未来を担う子供

たちを元気づけたいという想いを熱く語っていただきま

した。小林部長からは、同じように女性部長をされてい

たお母様との経験が現在の女性部活動に繋がっているこ

と等をお聞きすることが出来ました。日頃から地域活性

化のために活動するおふたりならではの素晴らしい発表

となりました。 

 結果は女性部の小林さち子部長が第３位に入賞されま

した。お二人とも素晴らしい演説をありがとうございま

した！ 

        株式会社 スリーエム 
  桐生市新里町新川１９１５－２ ＴＥＬ：０２７７－７０－２１７７ 

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」 

各種自動車販売・保険代理店 

自社工場（民間車検工場・鈑金塗装） 

 
お客様のカーライフを全力でサポート！！ 

有限会社オートサービス・セヤ URL:http://auto-seya.com/ 

〒376-0132 桐生市新里町鶴ヶ谷533-6 本社電話：0277-74-0733 

      車検工場：0277-74-0555  鈑金工場：0277-74-1838 

 

スタッフ 

募集中！ 

今後の主流？！オンライン主張大会 

《発表をする篠原浩希理事》 

《入賞おめでとうございます！》 

 

楽膳ランチ  

1,360円（税込1,496円） 
落ち着いた雰囲気で 

和洋のお食事が楽しめます。 

  営業時間 

 ランチ  11:30～14:00 

 ディナー 17:30～23:00 

桐生市新里町武井６９７ 

TEL 0277-74-5467 

(火曜・第１第３木曜日定休) 



 

 

 

 

 

 

  ～経営者サポート情報～ 
       今回は「事業再構築補助金」についてお届けします。 

 

 

 ウィズコロナ、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事

業再編又はこれらの取り組みを通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援致し

ます。 

 

 

事業再構築指針に沿った新分野

展開、業態転換、事業・業種転

換等を行う。 

事業再構築に取り組む 
 

 

認定経営革新等支援機関と策定

する。※ただし、金額によって

は金融機関も参加する。 

事業計画を策定する 

 

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

知ってた？！オリンピックまめちしき 

※事業再構築補助金の申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必須です。 

 

 

直近６ヶ月間のうち、任意の３

か月の合計売上高がコロナ以前

の同３か月の合計売上高と比較

して１０％以上減少している。 

売上が減っている 申
請
要
件 

中小企業庁HP：https://jigyou-saikouchiku.jp/ 

通常枠： 補助額 100万円～6,000万円 補助率 2/3 

卒業枠： 補助額 6,000万円～1億円    補助率  2/3 
中小企業 お問合せは商工会まで！ 

 正解は…綱引き！ 

 現在開催中のオリンピックですが、開催年によって競技種目に変更が

あることはご存じでしょうか？これまでのオリンピックでは様々な競技が

競われてきました。 

 綱引きは近代オリンピックで、1900年のパリオリンピックから1920年

のアントワープオリンピックまで5回行われました。オリンピックの綱引き

競技では、8人のチームが5分間のうちに、相手チームを中央の線から

6フィート（約1.8メートル）引っ張れば勝ちというルールだったそうで、も

し制限時間が過ぎて勝負がつかない場合は、引っ張ってリードしている

方が勝ちだったそうです。 

 

水回りのトラブル解決・リフォーム工事 

安心な暮らしのサポーター 

桐生市新里町鶴ヶ谷166-3  TEL 0277-74-0360 

新里設備工業株式会社 

10/11(月) 

7/23(金) 

スポーツの日 

オリンピック開催に合わせて、

2021年の祝日が移動します。 
Q.実際に過去のオリンピックで競技された種目は 

次のうちどれでしょうか？ 

 

 ①二人三脚  ②綱引き  ③玉入れ 8/8(日) 

8/11(水) 
山の日 

8/11(水)、10/11(月)は今年のみ

平日となりますので、お間違えのな

いようにしてください。 

 

 

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 FAX.0277-74-3090 

 



 

 

 

次回の発行予定日は１１月１日です。    あらま！  No.00042 

 新里町の事業所紹介 第４2回    ～ 今回は「㈱ワイヤーコンパウンド」さんをご紹介します ～ 
                                                  次回は「D-interior」さんを紹介します♪ 

プロの腕によるプロの技 
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 

◎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  

 アートスマイル車検センター桐生 

h t t p : / / w w w . m i n e g i s i . j p / 

みねぎし自動車 
桐生市新里町武井５１４ｰ１ 

詳しくは 

ホームページを 

ご覧下さい。 

 

ご予算に応じた 

葬儀や事前相談、 

ご要望に対応致します

 

PVC

50 6,000

 

株式会社ワイヤーコンパウンド 

 

 

≪取扱製品の塩ビ（PVC）コンパウンド≫ ≪工場外観≫ 


