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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 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 毎年４月第１週目に開催を予定しておりました桜まつりについて、新型コロナウイルス感染症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致しました。 

 楽しみにしてくださっていた皆様、ご協力をいただいた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。 

 

 気分転換♪  

山上城跡公園（桐生市新里町山上297－1） 
 山上城跡公園は、群馬県指定史跡の山上城跡に、遊具や芝生広場などを配

置し、市民の憩いの場として整備した公園です。芝生広場を囲むようにロウ

バイが植えられており、黄色く可愛らしい花が開くと、芳しい香りを園内に

漂わせてくれます。ロウバイの他、ツバキなども植えられており、6月～7

月中旬にはアジサイも見頃になります。 
 

成田山赤城寺（桐生市新里町大久保413-4） 
 赤城寺には現在5,000株を超える様々な種類のシャクナゲが植えられてお

り、花の時期には大勢の花見客でにぎわいます。植えられているシャクナゲ

は種類が豊富なため花の時期が長く、4月中旬の日

本シャクナゲから始まり、ゴールデンウイークから

5月半ばまでは西洋シャクナゲが楽しめます。 

龍真寺のぼたん園（桐生市新里町新川1051） 
 新里の龍真寺はぼたん寺として知られています。

4月～5月には約2,500株の色とりどりのぼたんが

境内に咲き誇ります。 

 新型コロナウイルス感染症の流行でどこにも出かけられないし気分も沈む…そんな貴方に新里の

“映え”間違いなしスポットのご紹介です。コロナで遠出は出来ないけど、どこか近場で遊びに行

きたい！そんな時はぜひ“映えスポット”へお出かけをして気分転換してみてください！ 

お出かけの際は感染予防を忘れずに！ 
（写真引用：桐生市+3より） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                     

 
  

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

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7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7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7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7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7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7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） 

 

   

     経営者サポート情報 ～事業復活支援金の要件と手順について～  

給付対象：下記の①と②をいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等 

      

      

 

 

申請はすべてネット申請となります。パソコンを持っていない方や申請の操作が難しい方は、前橋テル

サ（５Ｆ）の申請サポート会場も予約できますので、まずはホームページを確認してみてください！ 

HP URL：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 

お問い合わせ先（土日・祝日含む全日対応） 事業復活支援金事務局 TEL：0120-789-140 受付時間 8：30～19：00 

 
事業復活支援金 

【事業復活支援金の手順】 

事務局+3から 

申請,'を発行 

要件を満たし

ているか確認 

登録確認機関

の事前確認 

マイページ 

から本申請 
審査 受給 

一時支援金及び月次支援金を受給した事業所は省略可能 

※基準期間：2018年11月～2019年3月／2019年11月～2020年3月／ 

2020年11月～2021年3月のいずれかの期間（基準月を含む期間であること） 

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響

を受けていること 

①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べ50％以上

又は30%以上50%未満減少していること 

 

 

１ 

� 

給付額： 中小法人等 個人事業者等 

算出方法 

上限最大���万円 上限最大��万円 

基準期間の売上高－対象月の売上高×５か月分 

【令和３年分の申告・納税期限について】 
   

 所得税及び復興特別所得税 

 ◆申告･現金納税期限は 

     ３月１５日(火)まで 

 ◆振替納税日は 

     ４月２１日(木) 
  

 個人事業者 

 消費税・地方消費税 

 ◆申告･現金納税期限は 

     ３月３１日(木)まで 

 ◆振替納税日は 

     ４月２６日(火) 
  

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響

により申告等が困難な方については申告・

納付期限の延長が可能です。詳しくは、国

税庁のHP等でご確認ください。 

 

 

 

   その他ご相談は、桐生市新里商工会 

        ☎７４－５３５３ まで 

【国税庁HP:https://www.nta.go.jp/】 

 



 

 

 

 

 

 地域の情報 ～税務教室、絵はがきコンクール、新里“絆”花火プロジェクトについて～ 

           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11月20日（土）に青年部が主催した『商工会青

年部PRESENTS 新里“絆”花火プロジェクト』が開催さ

れ、秋の夜空に大輪の花火が打ち上げられました。 

 当日は天候にも恵まれ、打上花火を行うことが出来ま

した。季節外れとはいえ、秋空の澄んだ夜空に咲く打ち

上げ花火はとても綺麗でした。皆さん観ていただけたで

しょうか？ 

 青年部は当日は警備、翌日はゴミ拾いを行いました。こ

の花火で少しでも住民の方を元気づけられていれば幸

いです。 

  

新里n絆|花火プロジェクト  

 

 

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 

〒���-���� 
群馬県桐生市新里町新川����-� 
電話（����）��-���� 
)$;（����）��-���� 

 

 
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 (直直) 090- 2488- 4114
直 直 直 直

 
 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 

 

 令和3年11月24日に桐生市立新里北小学校において

税務教室が開催されました。桐生市新里町青色申告会

会長の片岡良憲氏が講師となり、身近な消費税及び義

務教育で使用する教科書や学校での環境整備修理等の

支出は、私たちの税金で賄われている等の説明がありま

した。最後には1億円のレプリカを児童一人一人が持ち

歓声を上げていました。税金を考える良い機会になった

のではないでしょうか。 
 

 今年も税に関する絵はがきコン

クールが開催されました。絵はがき

コンクールでは、税金は毎日の生

活の中でどのように役立っている

のかということを小学生の皆さんに

知っていただき、理解と関心を深め

ていただくために毎年開催をしてい

ます。桐生法人会HPに受賞者と作

品が掲載されますので、ぜひご覧く

ださい。 
 

 

主   催：（公社）桐生法人会 

H    P：http://www.kiryu-houjinkai.jp/ 

お問合せ：（公社）桐生法人会 

       ☏０２７７－４５－１２１１ 

≪前年度優秀賞≫ 



 

 

 第２回掲載は「カシオペア」の「 」です。「カシオペア」は、野呂一生（ ）と桜井哲夫（ ）

の二人で結成、小池英彦（ ）、鈴木徹（ ）を誘い、ヤマハ主催のアマチュア・バンド・コンテスト

「 」に出場して、野呂は、ベストギタリスト賞を獲得しました。

その直後、小池と鈴木は脱退し、向谷実 と佐々木隆 が加入、翌年の「 」において

最優秀グループ賞と野呂の二年連続のベストギタリスト賞を受賞したのでした。

 前回のコラムで紹介した「 」とほぼ同時期の 年 月にアルバム「 」をリリースし

てデビューしました。

 このアルバムは、ライブ盤で【 年 】通算 枚目、海外進出のために制作されました。

当時はテクニックの高いグループとして国内外で認知されていました。スタジオ録音の完成度とライブ会

場での臨場感を合わせ持った 枚となっており、後でのダビングは一切行わず、「 」と

「 」以外は観客の声をカットしています。スタジオ録音かと思う程に完成度が高い仕上がりです。 

  ところで、何回も聞いていると、向谷実のミスタッチがそのまま収録されているのがわかります。

「 」の中で桜井哲夫のベースソロ終盤のブレイクを聴いて見てください。気づくでしょうか？ 

 今回久し振りに聴き直してみると、野呂の圧倒的な テクニック、桜井の と神保のタイト

なドラミングのコンビネーションが でした。でも何といっても。向谷の サウンドによる

ワールドが展開されている１枚だなぁと強く再認識して納得してしまいました。

【 ： 】 

 

 

 

 

,62����・,62�����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/ 

        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.2 ～アナログレコードの世界～ 

 

   

   



 

 

 

 

 

 住民サポート情報 ～春の脅威、花粉症について～ 

 

 

 今年も花粉症の季節がやってきました。花粉アレルギーをお持ちの方は辛い日々を過ごしているので

はないでしょうか？春のイメージが強い“花粉”ですが、実は春夏秋冬どの時期にも飛んでいます。代

表的なものとして春はスギ、ヒノキ、夏はカモガヤなどイネ科の植物、秋はブタクサ、ヨモギなどが有

名ですね。 

 さて、皆さんは何故花粉症が起きるのかご存じでしょうか？本日は花粉症のメカニズムについて、簡

単にご説明したいと思います。まず、体内にアレルギー反応を引き起こす原因物質（抗原）が入ると、

それを除去するための抗体（lgE）がつくられます。その量が一定の水準を超えると

花粉症などのアレルギー疾患を発症してしまいます。つまり、免疫反応が過剰となっている状態とい

うわけです。ちなみにこの「一定の水準」というのは、個人差があり、アレルギー体質の遺伝による

ものだそうです。親が花粉症を持っていたら必ず花粉症になるというわけではなく、なりやすい傾向

があるということのようです。花粉症にならないための対策は、花粉を引き起こす原因である花粉を

浴びない、体内に取り込まないことが一番です。今は新型コロナ感染症の影響もあり、マスクが手放

せませんが、今後もこの時期はマスクをして予防をするとよいかもしれませんね。 

 知ってた？！春に関する物知りクイズ！ 

 正解は…②番！ 

 上記の記事にもあるように、花粉症は体の免疫機能が過剰に反応することに

よって引き起こされる症状です。この免疫細胞は、その約６０％が腸に存在する

と言われています。ヨーグルト及び乳酸菌飲料は、悪玉菌の繁殖を抑え、腸内環

境を整えてくれる作用があるため、腸内環境を良くすることで免疫を調整し、花

粉の症状が出にくくなるという結果も出ているそうです。また、乳酸菌には免疫

の過剰反応を抑える働きもあるため、花粉症の症状緩和に役立つと考え免られ

ているのです。 
                                                       ※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．花粉症の緩和に効果が期待できる食品は？？ 

 

 

 

 

 

 

 ①アルコール飲料  ②ヨーグルト  ③コーヒー 

 



 

 

次回の発行予定日は８月１日です。    あらま！  No.00044 

 新里町の事業所紹介 第４４回  ～ 今回は「Rin5 Graphic」さんをご紹介します ～ 

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

 

はじめまして。グラフィックデザインの仕事をしています「Rin5 Graphic」で

す。主にチラシや名刺など、PR用のツールをデザインしています。当方の特徴は

２つです。 

 ①企画・打合せ・取材・撮影・デザイン・印刷と、一貫して対応します。制作

物の内容についても一緒に考えます。②冊子や会社案内・社内報など、情報量が

多い広報物をより読みやすく、伝わりやすくすることが得意です。 

 プロのデザインによって可読性を向上し、発行物に興味を持たせ、最後まで読

んでもらうための“きっかけ”を作ります。ご興味ある方は、気軽に連絡をいた

だけると嬉しいです。みなさまの販売促進の一助となれるよう、一生懸命がんば

ります。よろしくお願いいたします。 

 ※ツール例：名刺、チラシ、カード、パンフレット、リーフレット、会社案

内、ポイントカード、診察券、シール、冊子、マニュアル、資料、マスク入れ、

ホームページ、webランディングページ、web広告、パワーポイント、のぼり、看

板、サイネージ etc（未記載のツールの事も、気軽にご相談ください） 

 

 

企業ＤＡＴＡ    

企業名：Ｒｉｎ５ Ｇｒａｐｈｉｃ 

     （リンゴグラフィック） 

業 種：デザイン業 

代表者：小林 実 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

Ｗ Ｅ Ｂ： 
≪個人向けサービスの郵便物発送用宛名シール≫ 

≪旅の冊子～読み物、ページ物はお任せください～≫ 

０７０－４３５６－９９１４ 
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≪当事業所のWEBページへのリンク≫ 

 


