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Ｐ.４  ３. ニンニクを食べた後の嫌な臭いは、生のリンゴを食べると消える！  チョッとひといき･･･今回のテーマは「知って得する・役立てる」です！                     Ｐ.１                           

 

麺家匠 

                  

問題 主に黒保根・東地域の森林の整備等を行う組合の名前は？？？？？森林組合  

 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、１１月２０日

（金）必着でご応募下さい。正解者の中から抽選で麺家匠 鶏そば１杯（ランチタイムの１１：３０～１４：３０のご

利用で半チャーハンｏｒライス付き）×２０名様プレゼント 

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２２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 

ＬＩＱＵＡ（リクア） 
代表者 須藤 純   

所在地 みどり市大間々町小平 231－1   

TEL 0277-73-3566   

営業時間 ８：００～１８：００   

定休日 日曜 

バス・トイレ・キッチンなどの水まわりを 

中心に、快適環境を整えるリフォーム工事 

をしています。 

水漏れや経年劣化による機器の修理等、 

なんでもお気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

紡 ～つむぎ～ 
代表者 富所哲平   

所在地 みどり市大間々町大間々２１０－１０ 

TEL ０９０－５２１５－３５１６ 

営業時間 年中無休 

ＨＰ https://tsumugi.net/ 

『押さない、もまない、ひっぱらない』  

『ほぐすのではなく、ゆるめる』  

整体の紡は、体本来のあるべき姿を取り戻す優しい整体です。 

疲れにくいカラダで最高の人生を紡いでいってください。 

イベント MC、種々の相談などもぜひご利用下さい！ 

 



 

 

８月１１日(火)、かねてより親交のあった新島学園短期大学の生徒た

ちと共同でみどり市のまちづくり企画を実施しました。大学側より学生

の学びの一環として共同企画の提案があり、実現したものです。当初

は１クラス約２０名以上の参加を予定しておりましたが、コロナによる影

響を鑑み新島短大からは岩田学長と女子学生６名、地域おこし協力隊

から１名、女性部からは部長・副部長までの参加となりました。 

午前中は女性部員が引率する形で大間々町の市街地を徒歩でまわり、午後は実地見学をもとに気付いた魅

力や課題点について意見交換を行いました。女性部としても、若い女性目線からの提案を今後の地域振興事

業に活かしていきたいと考えています。 

   

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

《商業・飲食部会》               《サービス部会》 
・七夕まつり【中止】                       

・講習会【実施予定】                      

・視察研修【実施予定】 

《工業・製造部会》               《建設部会》 
・ハイキング【中止】                       

・視察研修【中止】                      

・勉強会【中止】 

《青年部》                    《女性部》 
・絆運動【中止】                         ・視察研修【実施予定】 

・里コン【中止】 

・セミナー【実施予定】 

・視察研修【実施予定】 

※新型コロナウィルスの感染者状況に応じ変更となる可能性がございます。 

  

 

《小規模事業者持続化補助金公募中（一般型）》 

小規模事業者持続化補助金の公募が開始されています。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。 

みどり市商工会地域では、申請件数が２０１８年度１５件、２０１９年度３９件、２０２０年度６３件と年々増加して

いる状況です。今年度最後の申請締切は２月５日となります。 

商工会では申請書の作成を支援していますので、詳しい内容についてはお気軽に商工会へご相談ください。 

【一般型】申請締切：２０２１年２月５日（金）、補助率：３分の２、補助上限額：５０万円 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
       

《家賃支援給付金》 
 新型コロナウィルス感染症拡大の影響で売上が減少している事業者の、地代・家賃（賃料）の負担を軽減する

給付金制度です。 

支給要件：５～１２月の売上高について①②のいずれかに該当 

①１ヵ月で前年同月比▲５０％以上、②連続する３ヵ月で前年同月比▲３０％以上 

申請期限：２０２１年１月１５日（金）、給付額：法人最大６００万円・個人事業者最大３００万円 

                

Ｐ.２   1. 電子レンジの掃除は、水を入れたコップをチンして水蒸気を発生させてからやってみましょう！  ２. 服の汚れをしっかり落とすには、裏返しにして洗濯するだけで汚れの落ち方が変わります！           Ｐ.３ 

新規会員募集中！ 
商工会では、中小事業者の発展を図るため、会員

増強活動を実施しています。お知り合い・お取引先

などで未加入の事業所や、お近くにお店や工場がで

きた場合は、ぜひ、商工会にご紹介ください。 

――――――――商工会活用内容――――― 
○経営相談 ○専門家派遣 ○各種セミナー・講習会への

参加○融資相談 ○経理・税務相談 ○労務相談 ○共済制

度など 

HP http://www.midori-sci.or.jp/ 

  

新規加入会員の紹介 

地区 事業所名 代表者名 業種
大間々 Sakuraかき氷工房 小倉　克義 飲食業
浅原 金沢屋みどり桐生店 藤生　良久 リフォーム業
阿左美 本橋工業 本橋　理恵 解体業
大間々 カシワ紙業 柏瀬　稔 段ボール回収
大間々 嬬恋 岩瀬　裕子 飲食業
大間々 鎌川税理士事務所 鎌川　拓哉 税理士

大間々 三田　和雄 外構工事
浅原 星野建設㈱ 星野　輝幸 土木・一般建築
桐生市 ㈱信晴 宮　國雄 食肉卸・精肉卸・惣菜  

※新規会員を随時募集しております。お問い合わせは商工会まで！！ (本所７３－６６１１) 

 

 

 

 現在、業務効率化・支援事業充実を目的として、毎月第２金曜日のみの開所となっております。 

《今年度の開所日時》  

１０月９日 ・ １１月１３日 ・ １２月１１日 ・ １月８日 ・ ２月１２日 ・ ３月１２日 

９：００～１６：３０ 
※年末調整・決算指導や利子補給申請の受付は今まで通り実施致しますので、別途ご案内申し上げます。 

 

阿部 良子    深澤 久美子  近藤 麻里   前原 榮     伊藤 辰二 

新井 晴美   梅垣 衛    丸山 雄大   円谷 洋子    小池 則子     
 ※当選ハガキの到着をもって当選とさせていただきます  

                            

  (順不同・敬称略) ご応募ありがとうございました。  

                 Ｐ.３           

  

  

                            

＜スターサンジ＞店舗外壁の改装 

＜㈱蔵人新宇＞外観の視認性の強化 ＜Yasue Onodera Co.＞ＨＰによる販促 

・仲間の経営者が語る勉強会【実施予定】 

・視察研修【実施予定】 

 

・安全衛生大会【中止】 

・視察研修【中止】 

http://www.midori-sci.or.jp/
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