
賞 no. 団体名 作品名 設置場所

知事賞 25 社会福祉法人群馬厚生会　軽費老人ホーム寿楽園 楽しみいっぱい前橋 弁天通り

市長賞 22 千代田町三丁目青年会 令和に乾杯！！ 弁天通り

会頭賞 28 デイサービスセンター　えいめい
がんばれ日本!!がんばれ群馬!!　令和元年・
日本と群馬の四季巡り　世界に向けて

オリオン通り

前橋観光コンベンション
協会理事長賞

17 前橋市立第一中学校 飛べ！ペガサス 弁天通り

市議会議長賞 15 社会福祉法人ほたか会　まえばし上泉の里 不易流行 弁天通り

群馬県観光物産国際
協会理事長賞

18 前橋市立みずき中学校美術部 What's this？　二人の運命やいかに！？ 弁天通り

群馬県商工会議所
連合会長賞

27 医療法人富士たちばなクリニック　グループホームゆ
めさき

煌めく出会い　思いやりの心 オリオン通り

前橋市まちづくり公社
理事長賞

47 馬場川通り親交会　成年部
「令和元年　紫陽花に集まる可愛い虫たち
の宴

馬場川通り

前橋青年会議所
理事長賞

10 前橋市立第三中学校美術部 やっと君に会えた。 弁天通り

前橋問屋センター
理事長賞

44 社会福祉法人ほたか会　あおなしデイサービスセン
ター

「十二支の八木節まつり」 オリオン通り

前橋商工会議所
青年部代表幹事賞

3 前橋市なかがわ児童クラブ
ぼくたち・わたしたちの夏～海の声が聞きた
くて～

八展通り

ＮＨＫ前橋放送局長賞 14 前橋市立第六中学校　美術部 天まで届け！！みんなの願い 弁天通り

上毛新聞社賞 31 グループホームベルジ前橋たやの家
平成ありがとう 令和の平和を願って作った
七夕

オリオン通り

群馬テレビ賞 50 中心商店街女性部　まゆの会
令和を祝うまゆ川柳　七夕花の宴（花のう
たげ）

中央通り

エフエム群馬賞 8 グリーンライフ中央前橋デイサービスセンター 平和を願う！令和maebashi七夕まつり 弁天通り

まえばしＣＩＴＹエフエム賞 45 デイサービスセンターかまくら 幸せの鳥居　～天の川に願いを込めて～ オリオン通り

朝日新聞社賞 12 前橋市立東中学校 星空の中で 弁天通り

毎日新聞前橋支局賞 39 社会福祉法人ほたか会軽費老人ホーム　ケアハウス
前橋

猪鹿蝶 オリオン通り

読売新聞前橋支局賞 23 介護付有料老人ホーム　サンヒルズ総社 令和　～645－2019～ 弁天通り

産経新聞社賞 54 ㈱吉田鉄工所 ふる里前橋七夕まつり 中央通り

東京新聞前橋支局賞 11 社会福祉法人ほたか会　グランポルト前橋
NEW　DAYS　～時代を超えて　平和を願う
～

弁天通り

優秀賞 48 馬場川通り親交会　女性部
「令和」初の七夕デート～ヒンメリステンドグ
ラスのくす玉と扇花でデコるパーティー！～

馬場川通り

優秀賞 59 介護付有料老人ホーム　山王レジデンス 七夕デート 中央通り

優秀賞 20 やすらぎ園デイサービスセンター 平成から令和　～移りゆく時代～ 弁天通り

優秀賞 46 デイサービスこころの箱田店 夏のお店屋さん オリオン通り

優秀賞 43 障害福祉サービス事業所　エステル 赤城山の自然とスポーツ オリオン通り

参加賞 56 上毛病院デイケアきらら 夏の夜空に願いを込めて 中央通り

参加賞 5 前橋市立第七中学校　美術部 Beautiful Star river 弁天通り

参加賞 53 前橋市立桃井小学校 梅雨空は水玉空 中央通り
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賞 no. 団体名 作品名 設置場所

参加賞 42 きよさとデイサービスセンター 養蚕の思ひ出 オリオン通り

参加賞 38 医療法人弘和会　ケアホーム愛の家 群馬大好き　前橋七夕祭り オリオン通り

参加賞 6 社会福祉法人陽光会会　ひかり学童クラブ
サザエさん一家のような温かい空間～三世
代みんなで花火大会～

弁天通り

参加賞 7 天川地区地域づくり協議会 ””天の川☆””を泳ぐさかなたち 弁天通り

参加賞 13 前橋市立芳賀中学校
鶴舞うこの地で～ころとんが見るみどりの町
～

弁天通り

参加賞 26 ウエルスタイル朝倉 夢をのせて オリオン通り

参加賞 57 ザスパミーティング
ザスパクサツ群馬の前橋七夕まつり2019
～ザスパが前橋を盛り上げる！～

中央通り

参加賞 4 前橋市立広瀬中学校 7月7日の夜空　～夢がかなう時～ 弁天通り

参加賞 51 社会福祉法人　徳育会　相愛館 「和」 中央通り

参加賞 30 (医)富士たちばなクリニック小規模多機能ホームグ
ループホーム春らんらん

新しい時代「令和」を祝って オリオン通り

参加賞 52 ふたばこども園
ティラノザウルス、パウパウザウルスと一緒に
七夕を楽しむ

中央通り

参加賞 49 今井　初子 Peace 馬場川通り

参加賞 58 デイサービスセンター萬葉の杜 令和　～萬葉～ 中央通り

参加賞 9 群馬大学教育学部附属中学校美術部
新時代における２人のあり方と夜空に響く歓
喜

弁天通り

参加賞 37 まちづくりサークルえん 星雲 オリオン通り

参加賞 24 社会福祉法人榛永会　デイサービスセンターやまゆり 榛東村 弁天通り

参加賞 16 特別養護老人ホームサンライフ問屋町　ショートステ
イ

祝☆令和 弁天通り

参加賞 2 青柳旅館 世界のぐんまのシルク 駅前通り

参加賞 40 (医)富士たちばなクリニック　リトルホーム朱咲 四季折々 オリオン通り

参加賞 35 群馬老人保健センター陽光苑 話題の出来事 オリオン通り

参加賞 1 中島　正泰 くす玉 弁天通り

参加賞 34 イモリプロダクション 天の龍 オリオン通り

参加賞 41 健康サポートげんき朝日町 平成のひこ星と令和のおり姫 オリオン通り

参加賞 19 NPO法人三和会小規模多機能ホームしょうわ ご利用者様の沢山の願いをこめて 弁天通り

参加賞 29 グループホーム城東 天の川と花火 オリオン通り

参加賞 36 特別養護老人ホーム　ルネス前橋 ～七夕～　思いを一つに　ルネス前橋 オリオン通り

参加賞 21 デイサービスセンター　第2アポロ 藤としゃらく 弁天通り

参加賞 33 光塩会社会福祉法人　ロングライフ前橋クリスタル館 「令和」が長く続くように願いをこめて オリオン通り

参加賞 55 前橋中央通り商店街青年部
令…美しい　和…なごやか　おだやかなか
よし

中央通り

参加賞 32 特別養護老人ホーム　やすらぎ園 令和になっての初デート オリオン通り

以上

前橋七夕飾りコンクールの結果は、前橋商工会議所のホームページでもご覧いただくことができます。


