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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 

 
 

  
 今年も１１月となり、あっという間に年の瀬が迫ってきました。思い返してみると、今

年も昨年同様、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により旅行や外出が制限され、以前

のような日常を迎えるのが難しい大変な一年となったのではないかと思います。 

 さて、桐生市新里商工会青年部では青年部員である灯屋煙火店さんにご協力いただき、

住民の皆さんの思い出作りに寄与するため、【商工会青年部PRESENTS 新里“絆”花火プロ

ジェクト】と銘打ち、花火を打ち上げることに致しました。新型コロナウイルスの拡大を

防ぐため、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。少し季節外れではありますが、秋の澄んだ夜空に咲く大輪

の花火をぜひご覧ください。 

 

 

 
順 延 日：11月21日（日） 

順延の順延：11月27日（土） 
花火寄付  灯屋煙火店 

 

 

 

日時 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                     

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

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。 

2022年2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。 

2022年2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。 

2022年2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。 

2022年2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。2022年2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。 

2022年2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） 

 

小規模事業者持続化補助金 
（一般型） 

 

 
 

 小規模事業者等が地域の商工会、ま

たは商工会議所の助言等を受けて経営

計画を作成し、その計画に沿って地道

な販路開拓や新規顧客獲得に取り組む

費用の２／３を補助する補助金です。 

◇補助率 ２／３（上限５０万円） 

◇次回締切（第７回） 

２０２２年 ２月 ４日（金） 

お問合せは商工会まで！ 

商品を宣伝したい！ 

HPを開設したい！ 

新しい設備を導入したい！ 

 

 経営者サポート情報 ～新たな知識でスキルアップにつなげよう！セミナーのご案内～  

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、今後の取り組みに活かすための

セミナーです。事業の継続や発展のみならず、今後の地域社会を担うひとりのニューリーダーとし

て、魅力的なリーダーになるためにはどんなことが必要なのか、ワークショップを通じて学んでい

きます。 

日 時：１１月２４日（水）１５:００～１７:００ 

講 師：フリーアナウンサー 奈良のりえ氏 

テーマ：『ついていきたくなるリーダーになるためのビジネスコミュニケーション講座』 

対象者：若手経営者及び経営後継者、その他、聴講希望者  

受講料：無料 

場 所：桐生市新里商工会 

講師 フリーアナウンサー 奈良のりえ氏 

 NHKでキャスターとして活躍。ぐんま経済新聞で記者として経済関係を取材し、多くの企業

トップとのインタビューをこなす。現在は早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター

EMBAに在学中。 

お問い合わせ先（土日・祝日含まず） 桐生市新里商工会 TEL：0277-74-5353 受付時間 8：30～17：15 

 

ビジネスコミュニケーション講座 

 



 

 

 

 

 

 地域の情報～にいさとフォレストミュージックと産業祭について～ 

           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１０月１７日（日）にぐんま昆虫の森で開催

予定だった『にいさとフォレストミュージック』ですが、

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、残念ながら中止となってしまいました。 

 当初は開催を予定したこともあり、新里中学校生徒

によるイベントポスターの提出がありましたので、この

場を借りて皆さんにもご覧いただきたいと思います。

どの作品も昆虫と音楽を融合させたにいさとフォレス

トミュージックならではの作品に仕上がっており、とて

も素敵ですね。 

 作品は、１０月２日（土）～１０月２４日（日）の間、ぐ

んま昆虫の森昆虫館総合案内カウンター奥のホール

で展示され、たくさんの方にご鑑賞いただきました。

（現在は掲載期間が終了しております。） 

 作品を詳しくご覧になりたい方は、桐生市新里商工

会ホームページにも掲載しておりますので、ぜひご覧

になってください。 

 協力をしてくれた新里中学校の皆さん、ありがとうご

ざいました。 

『にいさとフォレストミュージック中止』と 

 新里中学校生徒によるポスター展示  

 

 

土地建物のご相談、お気軽に 

江 原 測 量 事 務 所 

測量・登記・開発許可・農地転用 

〒376-0121 
群馬県桐生市新里町新川4004-5 
電話（0277）74-6190 
FAX（0277）74-6195 

 

 
各種石材 責任 設計 施工 墓石建立 

墓地リフォーム 墓じまい工事 戒名追加字彫り 

新里町鶴ヶ谷35-12 (直電) 090- 2488- 4114
ヨ イ イ シ

 
 安心低価格・新規墓地分譲中・お見積もり無料 

ご先祖様に おもてなし 

第３５回 新里地区産業祭の中止のお知らせ 
  

 １１月に開催を予定しておりました第３５回新里地区産業祭について、新型コロナウイルスの感染拡

大防止の観点から、今年の開催を中止することと決定いたしました。 

 ３年続けての中止となり、楽しみにしてくださっていた皆様、ご協力いただいている関係者の皆様に

はご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。 

〈掲載中の作品の様子〉 

 



 

 

 

 

 

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 

 

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） 

        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！ 

 

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) 

 JAZZ ＦＵＳＩＯＮコラム vol.1 ～アナログレコードの世界～ 

 



 

 

 

 

 

 住民サポート情報 ～特別定額給付金の給付を騙ったメールに対する注意喚起について～ 

 

 

 総務省を名乗るメールアドレスから「二回目特別定額給付金の特設サイトを開設しました」との題名が付けられた

メールが個人宛に届いたとの情報が近頃増えています。昨年の１０月頃に注意喚起がされてから一時的に減っていたも

のの、最近またこのような“詐欺メール”が増え始めているようです。 

 メールには、特別定額給付金の申請ができる特設サイトのリンクが貼られており、氏

名、国籍、電話番号に加え、免許証や保険証、パスポートなどの本人確認書類のアップ

ロードも要求するとのこと。また、特設サイトは本物の給付金ホームページを模して作

成されていたり、公式のＰＲキャラクターが使われていることもあり、本物の総務省か

ら送られてきたものと勘違いして個人情報を入力してしまう人も多いそうです。 

 総務省から個人宛に直接メールを送ることはありえないそうなので、どこから送られ

てきたものなのか、情報源を確認し、詐欺に引っかからないようにしましょう！！ 

 知ってた？！冬を乗り切ろうクイズ！ 

 正解は…①番！ 

 長ネギは季節を問わず食べられている食材ですが、身体を温める効果があることは意

外にもあまり知られていません。長ネギには、血流を改善する効果があるといわれる辛

味成分の「アリシン（硫化アリル）」という成分が含まれており、血行を良くすることで身

体を温めてくれます。さらに、殺菌作用や疲労回復効果、リラックスがあるとされている

ので、冬にはピッタリの食材ですね！ 

 ちなみに、寒い国では体に熱を吸収して蓄える必要があるため、身体を温める果物や

野菜が育ちやすく、反対に、南国では体内にこもった熱を下げるため、身体を冷やす食

べ物が育ちやすいそうです。また、身体を温める野菜は、地中で育つ根菜が多いようで

す。今年の冬を元気に乗り越えるため、ひとつの目安にしてみてくださいね。  
                                                        ※所説あります。 

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 

 

 

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 

 

Ｑ．体を温める食べ物は次のうちどれでしょう？？ 

 
 

 

 

 

 

  ①長ネギ  ②タケノコ  ③ほうれん草 

問い合わせ 総務省【https://www.soumu.go.jp/】TEL 03-5253-5111 

 



 

 

次回の発行予定日は３月１日です。    あらま！  No.00043 

 新里町の事業所紹介 第４3回   ～ 今回は「D-interior」さんをご紹介します ～ 
                                                 次回は「Rin5 Graphic」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

 

D-interior

 

 

-  

 

≪施主のイメージする空間を演出≫ ≪内装工事の様子≫ 

 

 

 


