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旬彩 きむら　５００円の商品券　２０名様にプレゼント🎁
\正解者の中から抽選で /

旬彩きむらはどこで採れた食材を使っているでしょう？

【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、
５月２０日（金）必着でご応募ください。

○町

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

キレイズ　群馬

いまいずみ建築

代表者 田村　真也 所在地 みどり市大間々町大間々 1409-18
営業時間 事前打ち合わせ・予約 定休日 不定休 TEL・FAX 0277-72-7777
　エントランス（社内、校内、花壇、塀、コンクリート、タイル
等）専門に高圧洗浄機でキレイにします。
　自宅の掃除はされていますが、外回りは意外と見落とします。
　一度も気にされていない方が多い場所です。施工依頼された方
からは 100％お喜びの声をいただいております。公立の小学校等
の洗浄もさせて頂きました。Instagramで御覧ください。
まずはお見積りのご依頼を、お待ちしております。
　施工には、（田村、坂平）が責任を持って行います。

代表者 今泉　卓也 所在地 みどり市大間々町大間々 1982-3
TEL 0277-72-1366FAX・
　大間々で生まれ育ち、家業であった工務店に勤め昨年3月に独
立開業いたしました。やっと一年ですが建築にたずさわり３０年
になります。
　その経験を活かし地元の方々に支持され愛される企業を目指し
日々汗を流しています。
　仕事の大小にかかわらず迅速な対応を心掛け、焦らずコツコツ
と堅実に誠実に取り組んでいます。
　よろしくお願いいたします。

※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「世界のいろいろ」です！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　P.1P.6　世界のいろいろ：日本への入国者の多い国・地域は、１位中国 100 万人２位台湾 70万人３位韓国 49万人

　家内工業から始まり４０年が過ぎました。年々、縮小する着

物業界の中で、浴衣を主軸とした生産体制を整えて百貨店での

ブランドブームに乗ることで、日本でも有数の和装縫製工場に

なりました。しかし、新型コロナウイルスは花火大会などのイ

ベントで着られる浴衣に大きな影響を及ぼし浴衣生産は 1/10

まで落ち込みました。そんな中、以前から”和と洋の融合”を

追い求め試作を繰り返していた事を取引先が知り、多種多様な

アパレル生地を使った着物や作務衣、羽織コートなど新たな受

注が増えました。また、現在、中国で生産が難しくなった女性

用の袴が、国内回帰していて、そこに入れる刺繍を地元の工場

と組むことで地域一貫生産を目指しています。

有限会社
大沢縫製
有限会社

大沢縫製
代表取締役 大沢 まり子

みどり市大間々町大間々 1880-21

営業時間 9：00 ～ 18：00
定休日 土・日、祝日

TEL：0277-72-3028
FAX：0277-72-3152

HP：http://oosa-wa.jp
Mail：osawah@siren.ocn.ne.jp

代表取締役 大沢 まり子
みどり市大間々町大間々 1880-21

営業時間 9：00 ～ 18：00
定休日 土・日、祝日

TEL：0277-72-3028
FAX：0277-72-3152

HP：http://oosa-wa.jp
Mail：osawah@siren.ocn.ne.jp

みどり市商工会
令和４年春発行

旬彩　きむら
TEL：0277-73-1234
FAX：0277-65-7079

営業時間： 11:00 ～ 14:30（ラストオーダー 14:00）
17:00 ～ 22:00（ラストオーダー 21:30）

定 休 日  ：水曜日・第３火曜日

代表：木村　裕一

みどり市大間々町大間々 1341-2

　令和元年 10 月にオープンした日本料理のお店、旬彩きむらです。
　地元（みどり市東町）で採れた四季折々の旬な食材を使い、おいし
い料理を提供できる様に、日々努力しております。
　特に人気は御膳メニュー、日替りランチです。又、法事用折詰弁当
などもご用意できます。
　沢山の方々のご来店、スタッフ一同　心よりお待ちしております。

ホームページ URL→

FacebookInstagram

Instagram

綺麗なエントランスには

　　”福”来たる！

あずままだより第２８号　発行 みどり市商工会　会長　木村 茂光 編集　広報委員会
本所
東支所
ＨＰ

みどり市大間々町大間々1549
みどり市東町花輪103-1

TEL
TEL

0277-73-6611
0277-97-2201 FAX

FAX 0277-72-2588
0277-97-3328

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

2828第第 号号

きむら御膳



女性部

商工会からのお知らせ

新規加入会員の紹介 令和４年１月以降
事業所名 代表者名 業種地区

　年度末恒例の 「防犯用キーホルダー作り」 を開催しました。 コロナ禍での開催という事もあり、 参加人

数が少なかったのは仕方の無い事と思いますが、 長く続いている活動なので寂しさを覚えました。 とはい

え１年に一度の作業。 工程が思い出せず教えあいながらの作成は和気あいあいとした楽しいものでした。

こうして出来上がったキーホルダーは「いかのおすし」の標語を添えて教育委員会に寄贈しました。 そして、

子ども達の足音と共に可愛い鈴の音が下校を知らせる合図になります。 この鈴の音が各地区の皆様の見

守りのお手伝いになれたらと思いますし、 この活動を通して地域の防犯活動に微力ながら貢献できること

を誇りに思っています。 次年度は多くの皆様の参加をお待ちしています。

　昨年度から始まった新島学園短期大学との「街づくり共同企画」で、

4人の学生から６件の 「みどり市ならではの新商品」 の提案が出さ

れました。①ハーバリウム、②菊のポプリ、③乾燥芋の端切れを活用

したどら焼きやタルトなどのスイーツ、④甘酒のドレッシング、⑤みど

り市オリジナルのカプセルトイ、⑥うどんや素麺をクロワッサン風に

焼き上げる 「うどわっさん」 など、 SDGｓにも考慮した若者らしい

プレゼンテーションでした。 今後は、 女性部員の方々と一緒に話し

合いながら、 商品化できるものがあるかどうかを検討していきたい

と思います。

世界のいろいろ：”SDGｓ達成度の高い国”1 位フィンランド 2 位スウェーデン 因みに日本は 18 位　　　　　　P.5P.2　世界のいろいろ：日本人が海外に住んでいる割合は、アメリカ 4 割、中国 1.1 割、オーストラリア 1 割！　　　　　　　　

大間々
大間々

SK ウェブ 金子　聖弥 システムエンジニア
へリンカフェ 木村　友香 キッチンカー

大間々 中国スナック　新西太后 坂久保　桂子 飲食

あずままだより第２７号　当選者発表 あずままスポット答え「もつ煮」
☆プレゼント内容☆　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

阿部良子　ルフロン遼子　芹澤典子　小池正夫　井草聡子　摺渕サト子　川島義弘　梅垣　衛
梅垣玲子　松島安子
※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。

群馬県機械金属工業技術者表彰
群馬県機械金属工業技術者表彰 群馬県機械金属工業「若手技術者奨励賞」
受賞者　群馬電機㈱　平澤 誠
　　　　㈱タイヨー　津布樂 辰夫

受賞者　群馬電機㈱　金子 智士

㈱タイヨー 群馬電機㈱

新小学一年生に贈る防犯用キーホルダー新小学一年生に贈る防犯用キーホルダー

街づくり共同企画街づくり共同企画

　前回のあずままスポットの応募
ハガキに”テイクアウトできるお
店を紹介して欲しい”という意見
を多く頂きました。

　テイクアウトのできるお店
や、出前にも対応しているお店
を紹介しているチラシが、みど
り市商工会にありますので、ぜ
ひそちらを御覧ください。

おおまま・あずま
おすすめの一店

令和４年度　通常総代会 ５月２６日（木）１６時～
※新型感染症の状況により変更となる可能性があります。 小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

☆赤字など業況が厳しい中でも、賃上げ等に取り組む事業者や、事業規模の拡大に取り組む事業者向
　けに特別枠を創設し、補助率や上限額を引き上げます〔（成長・分配強化枠）最大 200万円、補　
助率原則 2/3（赤字事業者の場合には3/4）〕。
☆後継ぎ候補者が実施する新たな取組や創業を支援する特別枠、免税事業者からインボイス発行事業
　者に転換する場合の環境変化への対応を支援する特別枠を創設し、上限額を引き上げます（新陳代
　謝率）最大 200万円・（インボイス枠）最大 100 万円、補助率 2/3）。

　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。補助下限額は 100 万円で
す。

毎月第２金土倍セール
４月５月　３倍セール
６月ボーナスシールセール

最新情報はこちらから→

異動・退職者挨拶

♦補助対象：小規模事業者が経営計画を　　
　　　　　　作成して取り組む販路開拓等

♦補助上限額と補助率：右表参照

♦申請受付期間：令和４年３月２９日（火）
　　　　　　　　令和４年６月　３日（金）

申請類型  補助
上限額 補助率

通常枠

成長・分配強化枠
〔賃上げ（事業場内最低賃金を地域別最低賃
金より30円以上引き上げる事業者が対象）
や事業規模の拡大〕

新陳代謝枠（創業や後継ぎ候補者の新たな取組）

インボイス枠（インボイス発行事業者への転換）

50万円

200万円

200万円

100 万円

2/3
（成長・分配
強化枠の一部
の類型におい
て、赤字事業
者は3/4）

申請類型 補助率補助上限額

最低賃金枠

回復・再生応援枠

大規模賃金引上枠

通常枠

グリーン成長枠

500万円、1,000 万円、
1,500 万円（※1）

2,000 万円、4,000 万円、
6,000 万円、8,000 万円（※1）

1 億円

中小 1億円、中堅 1.5 億円

中小 3/4
中堅 2/3

中小 2/3
中堅 1/2（※2）

中小 1/2、中堅 1/3

（※１）従業員規模により異なる

　昭和５６年に新町商工会（現在高崎市）に記帳指導職
員として奉職し、現在に至るまで４１年間の長きにわた
り商工会にお世話になりました。思えば、新卒でなにも
わからない人間が、職場や近隣商工会の諸先輩に一から
教わりながら、よくやってきたなというのが本音です。
みどり市商工会では、事務局長として２年という短い期
間ではありましたが、役職員の皆様には大変お世話にな
りました。コロナの中で、予定の事業が実施できず、

　この度、4 月１日より高崎市群馬商工会に異動すること
となりました。みどり市商工会に赴任してからの４年間
を思い返すと、とにかく怒涛であっという間の日々でし
た。その中でも、支援先事業所の前向きな姿勢や真摯な
取組みに刺激をいただき、それが自身のモチベーション
となっておりました。今後は新しい赴任先で慣れない環
境とはなりますが、この地での貴重な経験を大きな糧と
して、また新たな気持ちで日々の業務に励みたいと思っ
ております。 また、書面や Web でのやり取りが多く、

十分な意思の疎通ができなかったと思
われます。何卒、ご容赦下さるようお
願い申し上げます。また、４月からは、
当分の間、臨時の相談員として、皆様
の経営支援を担当させて頂きますので、
ご遠慮なく、ご相談下さるよう重ねて
お願い申し上げます。

　最後になりますが、皆さま方の今後
の更なるご発展とご活躍を心からお祈
り申し上げ、異動にあたってのご挨拶
とさせていただきます。大変お世話に
なり、誠にありがとうございました。

事務局長　渡辺宗弘経営指導員　板垣翔

（※２）6,000 万円超は 1/2（中小のみ）、4,000 万
円超は 1/3（中堅のみ）

※事業支援計画書発行の受付締切
　　　　　　　→令和４年５月２７日（金）



世界のいろいろ：人口増加率の高い国・地域は、1 位バーレーン 4.5％2 位マルタ 3.9％ 因みに日本は -0.2％　　  P.3

グルメ＆ダイニングスタイルショー

「群馬県観光物産オンライン展示会 in 台南
群馬ブランド海外販路開拓プロジェクト」

はばたく中小企業・小規模事業者 300 社選出

令和３年度　伴走型小規模事業者支援推進事業

近藤酒造㈱

キッチンラメール

そば処 ふくおか

　２月８日（火）～１０日（木）、東京ビックサイトにて標記展示会が開催され、当会の支援を受けて【近
藤酒造株式会社】【そば処ふくおか】【キッチンラメール】の３事業所が出展いたしました。
　多くの出展経験を持つ近藤酒造㈱は流石のアピールトークを繰り広げ、そば処ふくおかは初出展ながら
も多くの商談機会を獲得、またキッチンラメールではオンライン商談という新たなスタイルでの出展と、
各事業所が様々な工夫を凝らし新たな販路開拓を図りました。

　「はばたく中小企業・小規模事業者 300 社」とは、IT サービス導
入や経営資源の有効活用等による生産性向上、積極的な海外展開や
インバウンド需要の取りこみ、多様な人材活用や円滑な事業承継な
ど、様々な分野で活躍している企業を中小企業庁が選定する制度で
す。
　今回、群馬県から 7 社が選出され、本会から近藤酒造株式会社が
見事選出されました。

※上記制度にご関心のある事業者は、商工会（0277-73-6611）
　までご相談ください。

「はばたく中小企業・小規模事業者 300 社 / 商店街 30 選」に掲載

　海外の販路拡大や新型コロナウイルス収束後の誘客に
つなげる目的として、県商工会連合会が企画致しました。
　台湾・台南市のバイヤーと県内の酒造・観光施設をつ
なぐオンライン形式の商談会で、「近藤酒造㈱」など県内
の酒造会社 4 社のほか、旅館やスキー場などが参加しま
した。



☆ 企業 PR 動画を制作しました ☆

　商工会では令和３年度伴走型小規模事業者支援推進事業の一環として、 令和２年度に
引き続き、 会員企業の魅力を地域内外に発信することによる新たなビジネス機会の創造や
需要開拓を目的に、 企業 PR 動画を制作しました。
　制作した動画は、 商工会ホームページや YouTube に掲載しておりますので是非御覧くだ
さい。 また今年度も企業 PR 動画の制作を予定しております。 動画を使っての事業所や自
社商品 ・製品等の PR にご関心がある方は、 お気軽に商工会までご相談ください。
　今回は、 「宏誠堂印刷」 「モンキーフリップ」 に制作を依頼しました。

P.4　世界のいろいろ：ネット利用者数割合の多い国は、1 位カタール 99.6％2 位クエート 99.5％ 因みに日本 91％

令和３年度　伴走型小規模事業者支援推進事業

閲覧方法 ：みどり市商工会ホームページ （http://www.midori-sci.or.jp/）

YouTube （https://www.youtube.com/channel/UCSSsmNfz3y_LBScqzix09ew）

「Blic mt hairmake」 「KANBAI-BASE」 「Atelier Lala」

「㈲トミヤ化工」 「プラスワン」 「㈲メジャー」

「びすとろラメール」 「丸美屋商店」 「㈱佐藤精機」

「足利屋洋品店」

宏誠堂印刷

モンキーフリップ

〒376-0102
みどり市大間々町桐原 677
TEL：0277-72-3009
HP：https://sproject.info/

〒376-0102
みどり市大間々町桐原 486
TEL：0277-73-5006

動画作成協力依頼
YouTube

みどり市商工会

HP→
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り市オリジナルのカプセルトイ、⑥うどんや素麺をクロワッサン風に

焼き上げる 「うどわっさん」 など、 SDGｓにも考慮した若者らしい

プレゼンテーションでした。 今後は、 女性部員の方々と一緒に話し

合いながら、 商品化できるものがあるかどうかを検討していきたい

と思います。

世界のいろいろ：”SDGｓ達成度の高い国”1 位フィンランド 2 位スウェーデン 因みに日本は 18 位　　　　　　P.5P.2　世界のいろいろ：日本人が海外に住んでいる割合は、アメリカ 4 割、中国 1.1 割、オーストラリア 1 割！　　　　　　　　

大間々
大間々

SK ウェブ 金子　聖弥 システムエンジニア
へリンカフェ 木村　友香 キッチンカー

大間々 中国スナック　新西太后 坂久保　桂子 飲食

あずままだより第２７号　当選者発表 あずままスポット答え「もつ煮」
☆プレゼント内容☆　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

阿部良子　ルフロン遼子　芹澤典子　小池正夫　井草聡子　摺渕サト子　川島義弘　梅垣　衛
梅垣玲子　松島安子
※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。

群馬県機械金属工業技術者表彰
群馬県機械金属工業技術者表彰 群馬県機械金属工業「若手技術者奨励賞」
受賞者　群馬電機㈱　平澤 誠
　　　　㈱タイヨー　津布樂 辰夫

受賞者　群馬電機㈱　金子 智士

㈱タイヨー 群馬電機㈱

新小学一年生に贈る防犯用キーホルダー新小学一年生に贈る防犯用キーホルダー

街づくり共同企画街づくり共同企画

　前回のあずままスポットの応募
ハガキに”テイクアウトできるお
店を紹介して欲しい”という意見
を多く頂きました。

　テイクアウトのできるお店
や、出前にも対応しているお店
を紹介しているチラシが、みど
り市商工会にありますので、ぜ
ひそちらを御覧ください。

おおまま・あずま
おすすめの一店

令和４年度　通常総代会 ５月２６日（木）１６時～
※新型感染症の状況により変更となる可能性があります。 小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

☆赤字など業況が厳しい中でも、賃上げ等に取り組む事業者や、事業規模の拡大に取り組む事業者向
　けに特別枠を創設し、補助率や上限額を引き上げます〔（成長・分配強化枠）最大 200万円、補　
助率原則 2/3（赤字事業者の場合には3/4）〕。
☆後継ぎ候補者が実施する新たな取組や創業を支援する特別枠、免税事業者からインボイス発行事業
　者に転換する場合の環境変化への対応を支援する特別枠を創設し、上限額を引き上げます（新陳代
　謝率）最大 200万円・（インボイス枠）最大 100 万円、補助率 2/3）。

　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。補助下限額は 100 万円で
す。

毎月第２金土倍セール
４月５月　３倍セール
６月ボーナスシールセール

最新情報はこちらから→

異動・退職者挨拶

♦補助対象：小規模事業者が経営計画を　　
　　　　　　作成して取り組む販路開拓等

♦補助上限額と補助率：右表参照

♦申請受付期間：令和４年３月２９日（火）
　　　　　　　　令和４年６月　３日（金）

申請類型  補助
上限額 補助率

通常枠

成長・分配強化枠
〔賃上げ（事業場内最低賃金を地域別最低賃
金より30円以上引き上げる事業者が対象）
や事業規模の拡大〕

新陳代謝枠（創業や後継ぎ候補者の新たな取組）

インボイス枠（インボイス発行事業者への転換）

50万円

200万円

200万円

100 万円

2/3
（成長・分配
強化枠の一部
の類型におい
て、赤字事業
者は3/4）

申請類型 補助率補助上限額

最低賃金枠

回復・再生応援枠

大規模賃金引上枠

通常枠

グリーン成長枠

500万円、1,000 万円、
1,500 万円（※1）

2,000 万円、4,000 万円、
6,000 万円、8,000 万円（※1）

1 億円

中小 1億円、中堅 1.5 億円

中小 3/4
中堅 2/3

中小 2/3
中堅 1/2（※2）

中小 1/2、中堅 1/3

（※１）従業員規模により異なる

　昭和５６年に新町商工会（現在高崎市）に記帳指導職
員として奉職し、現在に至るまで４１年間の長きにわた
り商工会にお世話になりました。思えば、新卒でなにも
わからない人間が、職場や近隣商工会の諸先輩に一から
教わりながら、よくやってきたなというのが本音です。
みどり市商工会では、事務局長として２年という短い期
間ではありましたが、役職員の皆様には大変お世話にな
りました。コロナの中で、予定の事業が実施できず、

　この度、4 月１日より高崎市群馬商工会に異動すること
となりました。みどり市商工会に赴任してからの４年間
を思い返すと、とにかく怒涛であっという間の日々でし
た。その中でも、支援先事業所の前向きな姿勢や真摯な
取組みに刺激をいただき、それが自身のモチベーション
となっておりました。今後は新しい赴任先で慣れない環
境とはなりますが、この地での貴重な経験を大きな糧と
して、また新たな気持ちで日々の業務に励みたいと思っ
ております。 また、書面や Web でのやり取りが多く、

十分な意思の疎通ができなかったと思
われます。何卒、ご容赦下さるようお
願い申し上げます。また、４月からは、
当分の間、臨時の相談員として、皆様
の経営支援を担当させて頂きますので、
ご遠慮なく、ご相談下さるよう重ねて
お願い申し上げます。

　最後になりますが、皆さま方の今後
の更なるご発展とご活躍を心からお祈
り申し上げ、異動にあたってのご挨拶
とさせていただきます。大変お世話に
なり、誠にありがとうございました。

事務局長　渡辺宗弘経営指導員　板垣翔

（※２）6,000 万円超は 1/2（中小のみ）、4,000 万
円超は 1/3（中堅のみ）

※事業支援計画書発行の受付締切
　　　　　　　→令和４年５月２７日（金）



🎁プレゼントコーナー🎁
Q

旬彩 きむら　５００円の商品券　２０名様にプレゼント🎁
\正解者の中から抽選で /

旬彩きむらはどこで採れた食材を使っているでしょう？

【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、
５月２０日（金）必着でご応募ください。

○町

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

キレイズ　群馬

いまいずみ建築

代表者 田村　真也 所在地 みどり市大間々町大間々 1409-18
営業時間 事前打ち合わせ・予約 定休日 不定休 TEL・FAX 0277-72-7777
　エントランス（社内、校内、花壇、塀、コンクリート、タイル
等）専門に高圧洗浄機でキレイにします。
　自宅の掃除はされていますが、外回りは意外と見落とします。
　一度も気にされていない方が多い場所です。施工依頼された方
からは 100％お喜びの声をいただいております。公立の小学校等
の洗浄もさせて頂きました。Instagramで御覧ください。
まずはお見積りのご依頼を、お待ちしております。
　施工には、（田村、坂平）が責任を持って行います。

代表者 今泉　卓也 所在地 みどり市大間々町大間々 1982-3
TEL 0277-72-1366FAX・
　大間々で生まれ育ち、家業であった工務店に勤め昨年3月に独
立開業いたしました。やっと一年ですが建築にたずさわり３０年
になります。
　その経験を活かし地元の方々に支持され愛される企業を目指し
日々汗を流しています。
　仕事の大小にかかわらず迅速な対応を心掛け、焦らずコツコツ
と堅実に誠実に取り組んでいます。
　よろしくお願いいたします。

※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「世界のいろいろ」です！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　P.1P.6　世界のいろいろ：日本への入国者の多い国・地域は、１位中国 100 万人２位台湾 70万人３位韓国 49万人

　家内工業から始まり４０年が過ぎました。年々、縮小する着

物業界の中で、浴衣を主軸とした生産体制を整えて百貨店での

ブランドブームに乗ることで、日本でも有数の和装縫製工場に

なりました。しかし、新型コロナウイルスは花火大会などのイ

ベントで着られる浴衣に大きな影響を及ぼし浴衣生産は 1/10

まで落ち込みました。そんな中、以前から”和と洋の融合”を

追い求め試作を繰り返していた事を取引先が知り、多種多様な

アパレル生地を使った着物や作務衣、羽織コートなど新たな受

注が増えました。また、現在、中国で生産が難しくなった女性

用の袴が、国内回帰していて、そこに入れる刺繍を地元の工場

と組むことで地域一貫生産を目指しています。

有限会社
大沢縫製
有限会社

大沢縫製
代表取締役 大沢 まり子

みどり市大間々町大間々 1880-21

営業時間 9：00 ～ 18：00
定休日 土・日、祝日

TEL：0277-72-3028
FAX：0277-72-3152

HP：http://oosa-wa.jp
Mail：osawah@siren.ocn.ne.jp

代表取締役 大沢 まり子
みどり市大間々町大間々 1880-21

営業時間 9：00 ～ 18：00
定休日 土・日、祝日

TEL：0277-72-3028
FAX：0277-72-3152

HP：http://oosa-wa.jp
Mail：osawah@siren.ocn.ne.jp

みどり市商工会
令和４年春発行

旬彩　きむら
TEL：0277-73-1234
FAX：0277-65-7079

営業時間： 11:00 ～ 14:30（ラストオーダー 14:00）
17:00 ～ 22:00（ラストオーダー 21:30）

定 休 日  ：水曜日・第３火曜日

代表：木村　裕一

みどり市大間々町大間々 1341-2

　令和元年 10 月にオープンした日本料理のお店、旬彩きむらです。
　地元（みどり市東町）で採れた四季折々の旬な食材を使い、おいし
い料理を提供できる様に、日々努力しております。
　特に人気は御膳メニュー、日替りランチです。又、法事用折詰弁当
などもご用意できます。
　沢山の方々のご来店、スタッフ一同　心よりお待ちしております。

ホームページ URL→

FacebookInstagram

Instagram

綺麗なエントランスには

　　”福”来たる！

あずままだより第２８号　発行 みどり市商工会　会長　木村 茂光 編集　広報委員会
本所
東支所
ＨＰ

みどり市大間々町大間々1549
みどり市東町花輪103-1

TEL
TEL

0277-73-6611
0277-97-2201 FAX

FAX 0277-72-2588
0277-97-3328

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

2828第第 号号

きむら御膳


