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あかがね屋　焼きそば大盛＆トッピング１品サービス　１０名様にプレゼント🎁
\正解者の中から抽

選で /
あかがね屋さんは冬は何を提供しているでしょう？

【応募先　〒376-0101　みどり市大間々町大間々 1549　みどり市商工会　広報委員会】

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、
２月１８日（金）必着でご応募ください。

○○煮

会員紹介は随時募集しております。　申込は商工会 齋藤まで　７３―６６１１

井筒屋支店

幸ちゃん家

代表者 奥村　晶 所在地 みどり市大間々町大間々 1711-7
営業時間 8：00～ 21：00 定休日 なし TEL 0277-72-4486 0277-73-3888FAX

　地酒赤城山を中心に県内の清酒を取揃えており、特に計り売り
の味噌、そして今人気の酒粕（夏は冷凍）を販売しております。
清酒・焼酎・ワインの豊富な品揃えと、タバコは国産・輸入品を
ご用意し、お電話一本で配達も致します。当店では、中元・歳暮・
年賀各種ギフト用品の他に、印紙・切手もお取扱いしております。
　また、清酒・ワイン・ミート工房のハム・ソーセージなどの頒
布会も実施していますので、ご利用下さい。

代表者 荻野　幸子 所在地 みどり市笠懸町阿左美 2940-3
TEL 0277-76-0046FAX営業時間 10：00～ 17：00 定休日 不定休（基本ボートレース場休館日） ・

　当店開業８年目です。テレビにてボートレースを観戦しながら、
食事が出来て、食前には人気の塩焼き鳥（１本１５０円）餃子（５
個４００円）などで、ビール（中ビン６００円）酎ハイ（５００円）
も、用意しております。おつまみも豊富で、〆には讃岐うどん（５
００円）、ラーメン（６００円）でお腹いっぱいにしてボートレー
ス本場へレッツ GO！

※なお、ご記入いただいた個人情報は、上記の利用目的のみに使用し、第三者に提供することはございません。

あずままスポットあずままスポットあずままスポット

チョッとひといき・・・今回のテーマは「ダイエットと健康」です！！　　　　　　　　　　　　　P.1P.6　健康：　夜納豆を食べると血液がサラサラになるため、脳梗塞の予防になる。



商工会長　年頭あいさつ

青年部

女性部

商工会からのお知らせ

群馬県最低賃金
（地域別最低賃金）

８６５円
（時　間　額）

令和３年１０月２日～

群馬県内の事業場に使用される労働者及びこれらの
労働者を使用する使用者のすべてに適用されます。

新規加入会員の紹介 令和３年１０月以降

　１０月２９日 （金） に北毛 ・桐生みどりブロック商工会青年部地域間交流研修会に参加しました。 はじめ

に県立ぐんま昆虫の森で職員の方による施設説明を受け、 その後施設見学を行いました。 次に桐生市新

里商工会に場所を移して、 アナウンサー佐藤由美子氏による 「話し方セミナー」 を受講しました。 自粛生

活、 マスク生活で忘れ気味になっていた 「話し方」 について学び直すことができました。 北毛と桐生みど

りがペア活動を通して仲を深める姿も印象的でした。 研修会を通して青年部間の 「絆」 を深め、 また他

地域の青年部との交流をもつことができました。

地域間交流研修会「in ぐんま昆虫の森」

新島学園短期大学共同企画「街めぐり」

事業所名 代表者名 業種地区
桐生市広沢

大間々
笠懸
大間々

㈱ Todokeru-Lab
キレイズ
幸ちゃん家
㈲大沢縫製

周藤　貴紀
坂平　有彌
荻野　幸子
大沢　まり子

ペットフード、通信販売
高圧洗浄サービス

飲食業
縫製業

一級建築士事務所　関口設計 関口　文夫笠懸 建築設計業
小林林業 小林　昇東 森林整備、素材生産、薪販売

新井　潤大間々 パソコンサービス
齋藤　隆斉藤設工東 水道設備

　新島学園短期大学との街づくり共同企画は昨年度から始まりましたが、 新型コロナ感染症拡大の影響

の為、 正副部長で対応させていただきました。 今年度はみどり市ならではの商品開発を大学の授業の一

環として取り上げ、 １１月６日 ( 土 ) に 「小平の里　鍾乳洞」 「ながめ余興場」 「大間々博物館」 を視察し、

現在商品企画を検討中です。１月１１日(火)に新島学園に於いて学生からのプレゼンテーションが行われ、

女性部員も参加する予定です。 若い学生達からの提案は、 みどり市商工会女性部の今後の活動のヒント

も含まれていると思われますので期待しています。

みどり市商工会長　木村茂光

健康：　サジー（シーバックソーン）は 200 種類以上の栄養成分が含まれるスーパーフード　　　　P.5P.2　ダイエット：　クルミには脂肪燃焼を高めてくれる効果があるので、間食に最適。　　　　　　　　

　新年あけましておめでとうございます。

会員の皆様におかれましては、 昨年は本会の事業運営につきまして特段のご理解、 ご支援を賜り誠に

ありがとうございました。

　新型コロナウイルス感染症拡大からほぼ２年、 出口の見えない閉塞感を抱いていた日本に、 ようやく

光が見え始めてきたところです。

　このような中で、 本会は経営相談、 各種補助金・給付金申請等会員の皆様に寄り添っ

た支援事業や会員相互の交流事業等、 会員の皆様に役立つ事業を実施すると共に、 群

馬県、 みどり市をはじめ、 近隣の商工団体とも緊密な連携を図り、 地域発展のための

会運営に努めて参りたいと思います。

　本年も皆様相変わらぬご支援、 ご協力をお願い申し上げ、 新年の挨拶とさせていた

だきます。

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

　小規模事業者持続化補助金の公募が開始されています。
　一般型は、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。
　低感染リスク型ビジネス枠は、ウィズコロナ・アフターコロナへの対応を図ることを目的として、
対人接触機会の減少に資する前向きな投資やコロナを踏まえたビジネスモデルの転換を支援するもの
です。
　商工会地域では、申請書の作成から補助事業の実行に至るまで、伴走的に支援を行っています。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】 【低感染リスク型ビジネス枠】
申請締切：第７回受付　2022年 2月 4日（金）
補助率：3分の 2、補助上限額：50万円

申請締切：第 5回受付　2022年 1 月 12 日（水）
第 6回受付　2022年 3月 9日（水）

補助率：4分の 3、補助上限額：100 万円
【一般型】事例 足利屋洋品店

～店舗内にミニギャラリー設置～ ～上毛新聞・桐生タイムスにも取り上げられました。～

　事業再構築補助金とは、コロナショックに起因する経済社会の変化に対応するため、新分野展開・
業態転換・事業業種転換、事業再編などの思い切った事業再構築を支援するものです。
　通常枠以外にも、卒業枠や最低賃金枠等の枠が設けられており、それぞれ補助率や補助額が異な
ります。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。

【通常枠】
受付開始：第 5回受付　2022年 1 月中旬頃予定（決定次第商工会HPに掲載いたします。）
補助率：3分の 2、補助額：100 ～ 8,000 万円

毎月第２金土倍セール
３/１１（金）１２（土）
７００円ボーナスシール

最新情報はこちらから→



サステナブルウィーク 2021
　持続可能な開発社会 （SDGｓ） を主テーマとし、 SDGｓ目標⑪「住み続けら
れるまちづくりを」 を目指しています。 地域の維持 ・発展を持続させていくた
めに、 企画を行ってきたみどり市商工会の秋季イベント 「サステナブルウィーク
2021」 が 10月 23日 （土） から 11月 7日 （日） の 2週間にわたり実施
されました。
　今年は新型コロナ感染症拡大により、 外出自粛等の大きな影響を受けながら
の実施となりましたが、 オンライン会議やインスタグラム投稿を企画に取り入れ
るなどし、 リアルとバーチャル （インターネット） のハイブリッド方式での実施と
なりました。 感染対策をとりながら、登録店によるKEIKOKUカレーの提供キャ
ンペーン 【10月 23日 （土） から 11月 7日 （日）】 と、 草木湖マラソン大会
支援として AED設置協力 【10月 31日 （日）】 が実施されました。
　今後も 「地域の維持 ・発展」 を持続させていくために、 工夫と挑戦の企画を
期待していただければと思います。

マラソン大会

草木湖

AED設置協力

への

KEIKOKUカレー食事券当選者

KEIKOKUカレーにご応募いただきありがとうございま

す。 当選者の発表は、 商工会ホームページにて掲載させて

いただいております。

※Instagramより抜粋
当選者発表HP→

KEIKO
KU

　　　
カレー

ダイエット：　一時的な体重の増加は痩せだしている証　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P.3



みどり市商工会　第７回ゴルフ大会

上位３位（OUT）
３位
２位
１位 山崎　雅志

須永　和義
深町　隆

上位３位（IN）
３位
２位
１位 千喜良　務

黒澤　誠
今泉　修司

　１１月６日（土）第７回ゴルフ大会を大間々ゴルフクラブで開催しました。
　上位３名を発表致します。ご参加いただきありがとうございました。（敬称略）

あずままだより第２６号　当選者発表 あずままスポット答え「３回」

☆プレゼント内容☆　㈱鮮魚鈴木　５００円商品券 ×２０名様
石井敬子　摺渕サト子　古塩努　　　古塩金子　　石井政明　石井宏明　小林澄江　千明幾代
芹澤典子　丸山ひで子　牛久保和代　荻原由紀美　羽賀洋子　須永悦子　深澤仁視　丸山祐希
井草義満　小林節子　　齋藤みゆき　久保田光江　
※当選通知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。

新商品・サービス合同記者発表会 ～ NETSUGEN ～

　１２月９日 ( 木 ) 群馬県庁の３２階 「NETSUGEN」
で 『新商品 ・サービス合同記者発表会』 を実施し
ました。
　参加事業所は、 ラメール ・ そば処ふくおか ・焼
きがし果々菓 ・群馬電機㈱ ・近藤酒造㈱の５社で
す。 SDGｓ・ ポストコロナをキーワードに開発した新
商品 ・サービスに関して、 集まったメディア７社に
自ら発表を行いました。

「トレクック」を販売

コロナ禍で思うように運動できない方でも
「美味しく」「健康的に」「美しく」ダイエッ
トができる

キッチン・ラメール

　元 K-1
ファイター
　 監修

そば処 ふくおか
アレルギーをもつ子どもにも楽しんでもらいたい
おそば屋さんがつくった

チーズを使わない「チーズケーキ風スイーツ」

　「近藤酒造」
　　　の

「酒麹」を使用

焼きがし 果々菓
ありふれたマドレーヌに新しい価値を。
生産者を支援し、消費者を笑顔にする

群馬県産の果物 ×「マドレーヌ」

いちじく・キウイ・梅
　　新境地を開拓

群馬電機 株式会社
元気よく「自分の声で」お客様をお迎えしたい！

　飛沫の飛ばない
　　　自動呼びかけツール「G-vo」
  　　　　　　　で群馬県内飲食店を応援

 半年間
無料貸与

近藤酒造 株式会社
自宅を一流料亭に。
年間生産本数わずか２００本。
国内数社しかできない遠心分離でしぼった
シリアルナンバー付きプレミアム日本酒

「黒檜」を発売 群馬初

P.4　ダイエット：冬は基礎代謝が上がるため、ダイエットに効果的　　　　　　　　　　　　　

令和３年度　伴走型小規模事業者支援推進事業

くろび

記者発表の様子は YouTube
から御覧になれます。
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～店舗内にミニギャラリー設置～ ～上毛新聞・桐生タイムスにも取り上げられました。～

　事業再構築補助金とは、コロナショックに起因する経済社会の変化に対応するため、新分野展開・
業態転換・事業業種転換、事業再編などの思い切った事業再構築を支援するものです。
　通常枠以外にも、卒業枠や最低賃金枠等の枠が設けられており、それぞれ補助率や補助額が異な
ります。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。

【通常枠】
受付開始：第 5回受付　2022年 1 月中旬頃予定（決定次第商工会HPに掲載いたします。）
補助率：3分の 2、補助額：100 ～ 8,000 万円

毎月第２金土倍セール
３/１１（金）１２（土）
７００円ボーナスシール

最新情報はこちらから→
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🎁プレゼントコーナー🎁
Q

あかがね屋　焼きそば大盛＆トッピング１品サービス　１０名様にプレゼント🎁
\正解者の中から抽

選で /
あかがね屋さんは冬は何を提供しているでしょう？

【応募先　〒376-0101　みどり市大間々町大間々 1549　みどり市商工会　広報委員会】

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、
２月１８日（金）必着でご応募ください。

○○煮

会員紹介は随時募集しております。　申込は商工会 齋藤まで　７３―６６１１

井筒屋支店

幸ちゃん家

代表者 奥村　晶 所在地 みどり市大間々町大間々 1711-7
営業時間 8：00～ 21：00 定休日 なし TEL 0277-72-4486 0277-73-3888FAX

　地酒赤城山を中心に県内の清酒を取揃えており、特に計り売り
の味噌、そして今人気の酒粕（夏は冷凍）を販売しております。
清酒・焼酎・ワインの豊富な品揃えと、タバコは国産・輸入品を
ご用意し、お電話一本で配達も致します。当店では、中元・歳暮・
年賀各種ギフト用品の他に、印紙・切手もお取扱いしております。
　また、清酒・ワイン・ミート工房のハム・ソーセージなどの頒
布会も実施していますので、ご利用下さい。

代表者 荻野　幸子 所在地 みどり市笠懸町阿左美 2940-3
TEL 0277-76-0046FAX営業時間 10：00～ 17：00 定休日 不定休（基本ボートレース場休館日） ・

　当店開業８年目です。テレビにてボートレースを観戦しながら、
食事が出来て、食前には人気の塩焼き鳥（１本１５０円）餃子（５
個４００円）などで、ビール（中ビン６００円）酎ハイ（５００円）
も、用意しております。おつまみも豊富で、〆には讃岐うどん（５
００円）、ラーメン（６００円）でお腹いっぱいにしてボートレー
ス本場へレッツ GO！

※なお、ご記入いただいた個人情報は、上記の利用目的のみに使用し、第三者に提供することはございません。

あずままスポットあずままスポットあずままスポット

チョッとひといき・・・今回のテーマは「ダイエットと健康」です！！　　　　　　　　　　　　　P.1P.6　健康：　夜納豆を食べると血液がサラサラになるため、脳梗塞の予防になる。


