
  

 

 

 

                                                                 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.６ ⑤ダイニングテーブルはまず乾拭きで一方向に拭く。先に濡らして拭くと汚れが広がってしまう 

 

チョッとひといき･･･今回のテーマは「新型コロナウィルス」です！！                       Ｐ.１                           

 

                  

 

問題 味処香味屋で食べられる海ぶどうやもずくは何県産？ ○○県  

 応募方法：ハガキに①答え②住所③氏名④電話番号⑤紙面へのご意見ご感想を必ず記入し、月１４日（金）

必着でご応募下さい。正解者の中から抽選で味処香味屋 食事券１，０００円分×１０名様プレゼント 
※食事券は店内飲食のみでのご使用に限ります。 

応募先：〒376-0101 みどり市大間々町大間々1549 みどり市商工会 情報化対策委員会 

 

あずままだより 第２１号   発行   みどり市商工会  会長 関口 好一    編集 情報化対策委員会広報担当 

本所    みどり市大間々町大間々1549             TEL 0277-73-6611 FAX 0277-72-2588 

東支所    みどり市東町花輪 103-1                TEL 0277-97-2201 FAX 0277-97-3328 

ＨＰ    http://www.midori-sci.or.jp/ 

会員紹介は随時募集しております。 申込は商工会 板垣まで ７３－６６１１ 

食事処しまむら 
代表者  島村 正男 

所在地  みどり市東町花輪２４３ 

営業時間 １１：００～１４：００ １７：００～２０：００  

定休日  月曜日、盆期間１４日～１６日、年末年始（３１日～５日） 
TEL・ＦＡＸ ０２７７－９７－２６５３    

東町花輪にお店を構え今年で１８年目になります。 

ソースカツ丼や肉ニラ定食など、地元で長年愛された

メニューを是非ご賞味ください。コロナ対策としてお持ち

帰りや出前(花輪・中野・荻原限定)にも対応しておりま

す。出前をご希望の場合は前日までにお電話ください。 

Organic Hair Salon BIANCA 
代表者  新井 利明  所在地 みどり市大間々町塩原４３１－８  

営業時間 ９：００～１９：００  

定休日  月曜日 第１火曜日 第３日曜日  
TEL   ０２７７－７３－４６４７ 

 当店では、髪や頭皮にやさしい植物由来のオーガニック製品を使用して、
真心こめた接客とサービスをご提供しております。みどり市子育て支援と 
して未就学児カット１，０００円、小学生カット１，５００円のサービスを行って 
おります。その他、ＡＧＡ対策育毛コース３，０００円、レディースシェービン 
グエステ２，８００円などのメニューも人気です。小さなお子様からご年配 
の方まで幅広い層のお客様に愛されているファミリーサロンです。 
皆様のご来店、心からお待ちしております。 

 

 

会長 関口 好一 副会長 木村 茂光 副会長 新井 清 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

《小規模事業者持続化補助金公募中（一般型・コロナ特別対応型）》 

小規模事業者持続化補助金の公募が開始されました。この補助金は、事業の持続的発展に向けた新たな販

路開拓や新規顧客の獲得の取り組みにかかる経費の一部を補助する制度です。また、新型コロナウィルス感

染症の影響を乗り越えるための取組みを支援するコロナ特別対応型が新設されました。 

商工会では申請書の作成を支援しています。詳細な内容や申請方法についてはお早めに商工会へご相談く

ださい。 

【一般型】 

申請締切：２０２０年１０月２日（金） 

補助率：３分の２ 補助上限額：５０万円 

【コロナ特別対応型】 

申請締切：２０２０年８月７日（金） 

補助率：３分の２あるいは４分の３ 補助上限額：１００万円 

申請要件：補助対象経費の６分の１以上が以下のいずれかに合致すること 

①サプライチェーンの毀損への対応 ②非対面型ビジネスモデルへの転換 ③テレワーク環境の整備 

《売上回復のための個別相談会開催》 

コロナ禍における売上回復を目指す事業者に向けた個別相談会を開催します。なお、おひとり様１時間の完

全予約制となります。また、下記日程以外でも専門家派遣制度を活用して個別相談をお受けできますので、ご

希望される方は商工会までお問合せください。 

日時：２０２０年７月２０日（月） 午前１０時～午後４時まで 

場所：みどり市商工会本所 みどり市大間々町大間々１５４９ 

相談者：㈱Soul Presentation 代表取締役 田村 元臣  

申込方法：右記のＱＲコードからお申し込みください。（先着５名まで、電話申込不可） 
 

 

Ｐ.２ ①コロナウィルスは約２０nm の突起があり、ギリシャ語で王冠（crown）を意味し、「corona（コロナ）」と名前が付いた。 ④最もコロナの影響を受けたスポーツは、１位「水泳」、２位「野球」、3 位「テニス」。                   Ｐ.５ 

商工会メールマガジンの 

配信を開始しました 
国や県の最新の支援施策や制度などの情報を随時

お知らせするメールマガジンの配信を６月から開始しま

した。会員事業者・従業員・地域住民 

の誰もがご利用いただけます。 

配信を希望される方は右記のＱＲ 

コードよりお申し込みください。 

 

  

 
 

 

《持続化給付金【国】》 

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧とするた 

めの事業全般に使える給付金 

給付対象者：２０１９年以前から事業収入（売上）を得ている中小法人や個人事業者などで、２０２０年１月以降、

新型コロナウィルス感染症拡大等により、前年同月比で事業収入が５０％以上減少している者 

支給額：法人２００万円以内、個人事業主１００万円以内 

給付額の計算：支給額＝前年総売上－（前年同月比▲５０％月の売上×１２ヶ月） 

申請期限：２０２１年１月１５日（金） 

申請方法：「持続化給付金」事務局ＨＰ（右記のＱＲコード） 

問合せ先：持続化給付金事業コールセンター ＴＥＬ０１２０－１１５－５７０ 

《みどり市小規模事業者感染症対策協力金【市】》 

感染症拡大防止措置を講じながら事業継続に取り組まれている小規模事業者が使える協力金 

給付対象者：以下のいずれかにも該当する常時使用する従業員の数が５人以下の市内小規模事業者 

       ①市内に主たる事業所を有する法人又は市内に居住する個人事業主であること。 

       ②市内での事業活動が２０２０年５月２２日から遡って１年未満の場合は、法人設立届出書もしくは

開業届が税務署に受理されていること。 

支給額：１事業者につき５万円  

支給要件：以下をすべて満たしていること 

①事業所等において感染拡大防止策を講じていること。 

②協力金受給後も事業を継続する意思があること。 

③群馬県の感染症対策事業継続支援金の支給を受けていないこと。 

④市税を滞納していないこと。 

申請期限：２０２０年９月３０日（水） 

申請方法：商工会員で本協力金に該当されると思われる事業者に対しては申請書が郵送されています。申請 

書をご記入のうえ、返信用封筒にて郵送してください。 

商工会員でない場合には、市のホームページより申請書をダウンロードの上、郵送願います。 

問合せ先：みどり市産業観光部商工課 ＴＥＬ０２７７－７６－１９３８ 

 

《雇用調整助成金（新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例）【国】》 

事業縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業・教育訓練等を行い、労働者の雇用維

持を図る場合の休業手当等の一部を助成 

助成額：平均賃金額×休業手当等の支給率×下記の助成率、労働者１人あたり１５，０００円が上限 

助成対象：感染症拡大の影響を受ける事業主 

助成率：中小企業５分の４（条件により１０分の１０）、大企業３分の２（条件により４分の３）  

申請方法：労働局又はハローワークに申請書類を提出 

問合せ先：桐生ハローワーク ＴＥＬ０２７７－２２－８６０９  

新型コロナウイルス感染症に伴う 
各種支援策のご案内 

 

新規加入会員の紹介  令和２年４月以降 

地区 事業所名 代表者名 業種

大間々 木村　勝男 不動産業
大間々 点心 阿久津　和男 飲食業
大間々 ヒューマンネットワーク㈱ 木暮　正樹 ソフトウェア業
阿左美 Ｓａｋｕｒａ． 山藤　さくら エステ業
大間々 高橋パンチング 高橋　和男 縫製
大間々 麺家匠 樋口　俊哉 ラーメン店

大間々 富所　哲平 富所　哲平 動画作成・コンサル・販促

桐生市 Ｍｏｔｈｅｒ　Ｔｒｅｅ 佐藤　やよい 子育て支援等
小平 ＬＩＱＵＡ(リクア) 須藤　純 水道工事業
大間々 ㈱蔵人新宇 新井　規夫 陶磁器小売業  

 

 

＜持続化給付金事務局ＨＰ＞ 

＜みどり市ＨＰ＞ 

＜厚生労働省ＨＰ＞ 
※施策内容は変更となる場合がございます。 

最新の詳しい内容についてはみどり市商工会までお問合せください。（ＴＥＬ０２７７－７３－６６１１） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②ウィルスは流水による１５秒の手洗いで１００分の１、石鹸やハンドソープによる１０秒のもみ洗いで１００００分の１になる。    Ｐ.３ 

                                                   

  

  

                            

小林 澄江    常見 敏夫  星野 小百合   木下 昭     中里 初恵 

小池 正夫   小倉 瑠生  摺渕 サト子    牛久保 和代   松島 安子     
  (順不同・敬称略) ご応募ありがとうございました。  

                 Ｐ.３           

 

《新型コロナウィルス感染症特別貸付【特別利子補給制度あり】》 

限度額：中小企業事業３億８，０００万円、国民生活事業６，０００万円 

金利：中小企業事業１．１１％→０．２１％、国民生活事業１．３６％→０．４６％（借入後３年間） 

貸付期間：設備資金２０年以内、運転資金１５年以内（据置期間５年以内） 

申請窓口：日本政策金融公庫 ＴＥＬ０１２０－１５４－５０５ 

《新型コロナウィルス対策マル経融資【特別利子補給制度あり】》 

限度額：１，０００万円 

金利：１．２１％→０．３１％（借入後３年間） 

貸付期間：設備資金１０年以内（据置期間４年以内）、運転資金７年以内（据置期間３年以内） 

申請窓口：みどり市商工会 ＴＥＬ０２７７－７３－６６１１ 

《商工中金による危機対応融資【特別利子補給制度あり】》 

限度額：６億円 

金利：１．１１％→０．２１％（借入後３年間） 

貸付期間：設備資金２０年以内、運転資金１５年以内（据置期間５年以内） 

申請窓口：商工組合中央金庫相談窓口 ＴＥＬ０１２０－５４２－７１１ 

《特別利子補給制度》 

上記３制度は以下の要件を満たす場合、借入後３年間は利子補給の対象となり実質無利子となります。 

個人事業主（フリーランス含む、小規模に限る）：要件なし 

小規模事業者（法人事業者）：売上高▲１５％以上減少 

中小企業者：売上高▲２０％以上減少 

《群馬県新型コロナウィルス感染症対応資金》 

限度額：４，０００万円 

金利：１．１％以内（７年間の利子補給により実質無利子） 

保証料：２分の１（条件によりゼロ） 

貸付期間：設備資金１０年以内、運転資金１０年以内（据置期間５年以内） 

申請窓口：金融機関 

《信用保証付融資》 

保証限度額：一般保証とは別枠で２億８，０００万円 

申込窓口：みどり市産業観光部 商工課 ＴＥＬ０２７７－７６－１９３８ 

① セーフティーネット４号 

保証割合：１００％  対象：売上高が前年同月比▲２０％以上減少 

②セーフティーネット５号 

保証割合：８０％  対象：売上高が前年同月比▲５％以上減少 

③危機関連保証 

保証割合：１００％  対象：売上高が前年同月比▲１５％以上減少 

 

 

 

 

＜県コロナ対応資金ＨＰ＞ 

 ※当選ハガキの到着をもって当選とさせていただきます  

                            

＜日本政策金融公庫ＨＰ＞ 

＜商工中金ＨＰ＞ 
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Ｐ.４ ③手洗いがすぐにできない状況では、アルコールを使用することでウィルスの「膜」を壊し無毒化。 

コロナウィルスは約２０nm の突起があり、ギリシャ語で王冠（crown）を意味し、「corona（コロナ）」と名前が付いた。 

         

 

 

 

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、以下の本年度事業は中止となりました。 

― 第９回七夕まつり ― 
＝ みどり市商工フェスティバル ＝ 

 

 

・みどり市商工フェスティバル 

 
４月１日より、みどり市商工会に配属になりました。 

今まではケンタッキーで働いてましたが、３９歳での

転職の為、新しい職場に馴染んで 

いけるか不安がありました。しかし 

ながら、配属初日から会長をはじめ、 

局長や職員並びに会員様に温か 

く迎えて頂けました。 

１日も早く皆様のお力になれる 

よう尽力致します。 

 

 

４月より事務局長として着任しました。昭和５６年に

新町商工会に採用されてから４０年近く商工会の仕

事をさせて頂いており、商工会の業務 

も時代の変化と共に大きく変わって 

きました。 

今までの経験を十二分に活かし、 

「全ては会員のために」をモットーに、 

業務にあたって行きますので宜しく 

お願い致します。 

 
事務局長 渡辺 宗弘 

 

経営支援員 中根 正 

  ５月１日からみどり市商工会でお世話になっており
ます。 
 慣れない事ばかりではありますが、 
早く皆様のお役に立てるように努め 
てまいりたいと思います。 
 どうぞよろしくお願い致します。 

 
 

 ６月からみどり市商工会でお世話になっております。 
 初めての事ばかりでご迷惑をおかけしてしまうことも
あるかもしれませんが、皆様の 
お役に立てるよう頑張っていきた 
いと思います。 
 ご指導のほどよろしくお願い 

いたします。 
 
 

 

着 任 挨 拶 
 

臨時職員 福田 留美 

 

臨時職員 草野 明子 

 会員紹介は随時募集しております。 申込は商工会 板垣まで ７３－６６１１ 

大間々店：みどり市大間々町大間々401-1 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

《小規模事業者持続化補助金公募中（一般型・コロナ特別対応型）》 

小規模事業者持続化補助金の公募が開始されました。この補助金は、事業の持続的発展に向けた新たな販

路開拓や新規顧客の獲得の取り組みにかかる経費の一部を補助する制度です。また、新型コロナウィルス感

染症の影響を乗り越えるための取組みを支援するコロナ特別対応型が新設されました。 

商工会では申請書の作成を支援しています。詳細な内容や申請方法についてはお早めに商工会へご相談く

ださい。 

【一般型】 

申請締切：２０２０年１０月２日（金） 

補助率：３分の２ 補助上限額：５０万円 

【コロナ特別対応型】 

申請締切：２０２０年８月７日（金） 

補助率：３分の２あるいは４分の３ 補助上限額：１００万円 

申請要件：補助対象経費の６分の１以上が以下のいずれかに合致すること 

①サプライチェーンの毀損への対応 ②非対面型ビジネスモデルへの転換 ③テレワーク環境の整備 

《売上回復のための個別相談会開催》 

コロナ禍における売上回復を目指す事業者に向けた個別相談会を開催します。なお、おひとり様１時間の完

全予約制となります。また、下記日程以外でも専門家派遣制度を活用して個別相談をお受けできますので、ご

希望される方は商工会までお問合せください。 

日時：２０２０年７月２０日（月） 午前１０時～午後４時まで 

場所：みどり市商工会本所 みどり市大間々町大間々１５４９ 

相談者：㈱Soul Presentation 代表取締役 田村 元臣  

申込方法：右記のＱＲコードからお申し込みください。（先着５名まで、電話申込不可） 
 

 

Ｐ.２ ①コロナウィルスは約２０nm の突起があり、ギリシャ語で王冠（crown）を意味し、「corona（コロナ）」と名前が付いた。 ④最もコロナの影響を受けたスポーツは、１位「水泳」、２位「野球」、3 位「テニス」。                   Ｐ.５ 

商工会メールマガジンの 

配信を開始しました 
国や県の最新の支援施策や制度などの情報を随時

お知らせするメールマガジンの配信を６月から開始しま

した。会員事業者・従業員・地域住民 

の誰もがご利用いただけます。 

配信を希望される方は右記のＱＲ 

コードよりお申し込みください。 

 

  

 
 

 

《持続化給付金【国】》 

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧とするた 

めの事業全般に使える給付金 

給付対象者：２０１９年以前から事業収入（売上）を得ている中小法人や個人事業者などで、２０２０年１月以降、

新型コロナウィルス感染症拡大等により、前年同月比で事業収入が５０％以上減少している者 

支給額：法人２００万円以内、個人事業主１００万円以内 

給付額の計算：支給額＝前年総売上－（前年同月比▲５０％月の売上×１２ヶ月） 

申請期限：２０２１年１月１５日（金） 

申請方法：「持続化給付金」事務局ＨＰ（右記のＱＲコード） 

問合せ先：持続化給付金事業コールセンター ＴＥＬ０１２０－１１５－５７０ 

《みどり市小規模事業者感染症対策協力金【市】》 

感染症拡大防止措置を講じながら事業継続に取り組まれている小規模事業者が使える協力金 

給付対象者：以下のいずれかにも該当する常時使用する従業員の数が５人以下の市内小規模事業者 

       ①市内に主たる事業所を有する法人又は市内に居住する個人事業主であること。 

       ②市内での事業活動が２０２０年５月２２日から遡って１年未満の場合は、法人設立届出書もしくは

開業届が税務署に受理されていること。 

支給額：１事業者につき５万円  

支給要件：以下をすべて満たしていること 

①事業所等において感染拡大防止策を講じていること。 

②協力金受給後も事業を継続する意思があること。 

③群馬県の感染症対策事業継続支援金の支給を受けていないこと。 

④市税を滞納していないこと。 

申請期限：２０２０年９月３０日（水） 

申請方法：商工会員で本協力金に該当されると思われる事業者に対しては申請書が郵送されています。申請 

書をご記入のうえ、返信用封筒にて郵送してください。 

商工会員でない場合には、市のホームページより申請書をダウンロードの上、郵送願います。 

問合せ先：みどり市産業観光部商工課 ＴＥＬ０２７７－７６－１９３８ 

 

《雇用調整助成金（新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例）【国】》 

事業縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業・教育訓練等を行い、労働者の雇用維

持を図る場合の休業手当等の一部を助成 

助成額：平均賃金額×休業手当等の支給率×下記の助成率、労働者１人あたり１５，０００円が上限 

助成対象：感染症拡大の影響を受ける事業主 

助成率：中小企業５分の４（条件により１０分の１０）、大企業３分の２（条件により４分の３）  

申請方法：労働局又はハローワークに申請書類を提出 

問合せ先：桐生ハローワーク ＴＥＬ０２７７－２２－８６０９  

新型コロナウイルス感染症に伴う 
各種支援策のご案内 

 

新規加入会員の紹介  令和２年４月以降 

地区 事業所名 代表者名 業種

大間々 木村　勝男 不動産業
大間々 点心 阿久津　和男 飲食業
大間々 ヒューマンネットワーク㈱ 木暮　正樹 ソフトウェア業
阿左美 Ｓａｋｕｒａ． 山藤　さくら エステ業
大間々 高橋パンチング 高橋　和男 縫製
大間々 麺家匠 樋口　俊哉 ラーメン店

大間々 富所　哲平 富所　哲平 動画作成・コンサル・販促

桐生市 Ｍｏｔｈｅｒ　Ｔｒｅｅ 佐藤　やよい 子育て支援等
小平 ＬＩＱＵＡ(リクア) 須藤　純 水道工事業
大間々 ㈱蔵人新宇 新井　規夫 陶磁器小売業  

 

 

＜持続化給付金事務局ＨＰ＞ 

＜みどり市ＨＰ＞ 

＜厚生労働省ＨＰ＞ 
※施策内容は変更となる場合がございます。 

最新の詳しい内容についてはみどり市商工会までお問合せください。（ＴＥＬ０２７７－７３－６６１１） 



  

 

 

 

                                                                 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.６ ⑤ダイニングテーブルはまず乾拭きで一方向に拭く。先に濡らして拭くと汚れが広がってしまう 

 

チョッとひといき･･･今回のテーマは「新型コロナウィルス」です！！                       Ｐ.１                           

 

                  

 

問題 味処香味屋で食べられる海ぶどうやもずくは何県産？ ○○県  

 応募方法：ハガキに①答え②住所③氏名④電話番号⑤紙面へのご意見ご感想を必ず記入し、月１４日（金）

必着でご応募下さい。正解者の中から抽選で味処香味屋 食事券１，０００円分×１０名様プレゼント 
※食事券は店内飲食のみでのご使用に限ります。 

応募先：〒376-0101 みどり市大間々町大間々1549 みどり市商工会 情報化対策委員会 

 

あずままだより 第２１号   発行   みどり市商工会  会長 関口 好一    編集 情報化対策委員会広報担当 

本所    みどり市大間々町大間々1549             TEL 0277-73-6611 FAX 0277-72-2588 

東支所    みどり市東町花輪 103-1                TEL 0277-97-2201 FAX 0277-97-3328 

ＨＰ    http://www.midori-sci.or.jp/ 

会員紹介は随時募集しております。 申込は商工会 板垣まで ７３－６６１１ 

食事処しまむら 
代表者  島村 正男 

所在地  みどり市東町花輪２４３ 

営業時間 １１：００～１４：００ １７：００～２０：００  

定休日  月曜日、盆期間１４日～１６日、年末年始（３１日～５日） 
TEL・ＦＡＸ ０２７７－９７－２６５３    

東町花輪にお店を構え今年で１８年目になります。 

ソースカツ丼や肉ニラ定食など、地元で長年愛された

メニューを是非ご賞味ください。コロナ対策としてお持ち

帰りや出前(花輪・中野・荻原限定)にも対応しておりま

す。出前をご希望の場合は前日までにお電話ください。 

Organic Hair Salon BIANCA 
代表者  新井 利明  所在地 みどり市大間々町塩原４３１－８  

営業時間 ９：００～１９：００  

定休日  月曜日 第１火曜日 第３日曜日  
TEL   ０２７７－７３－４６４７ 

 当店では、髪や頭皮にやさしい植物由来のオーガニック製品を使用して、
真心こめた接客とサービスをご提供しております。みどり市子育て支援と 
して未就学児カット１，０００円、小学生カット１，５００円のサービスを行って 
おります。その他、ＡＧＡ対策育毛コース３，０００円、レディースシェービン 
グエステ２，８００円などのメニューも人気です。小さなお子様からご年配 
の方まで幅広い層のお客様に愛されているファミリーサロンです。 
皆様のご来店、心からお待ちしております。 

 

 

会長 関口 好一 副会長 木村 茂光 副会長 新井 清 


