
賞 no. 団体名 作品名 設置場所

知事賞 57 馬場川通り成年部 花燃ゆ 馬場川

市長賞 29 前橋中心商店街女性部　まゆの会 まゆ川柳 愛会い傘 弁天通り

会頭賞 31 社会福祉法人群馬厚生会　軽費老人ホーム寿楽園 夢とロマンの前橋市 弁天通り

前橋観光コンベンション
協会理事長賞

2 介護付有料老人ホーム　まえばし上泉の里 天まで届く　皆の願い 弁天通り

市議会議長賞 48 デイサービスセンターかまくら みんなで遊ぼう　かまくらコロトン家（ち） オリオン通り

群馬県観光物産国際
協会理事長賞

24 グループホームベルジ前橋たやの家 桃太郎 弁天通り

群馬県商工会議所
連合会長賞

22 JA群馬厚生連介護センター 県都前橋　生糸の市 弁天通り

前橋市商店街
総連合会長賞

63 社会福祉法人　徳育会（相愛館保育園） 星に願いを 中央通り

前橋青年会議所
理事長賞

41 社会福祉法人ほたか会  ケアハウス前橋 「ムーミンと仲間たち」 オリオン通り

前橋問屋センター
理事長賞

23 グリーンライフ中央前橋デイサービスセンター
楫取素彦とぐんまちゃん前橋発展に花
を咲かせる。

弁天通り

前橋商工会議所
青年部代表幹事賞

43 渋川市心身障害(児)者デイサービスセンター  あじさ
いの家

祝　北陸新幹線開通 オリオン通り

ＮＨＫ前橋放送局長賞 14 前橋市立芳賀中学校美術部 夜空に願う幸せ 弁天通り

上毛新聞社賞 36 デイサービスセンターえいめい
水と緑と詩とブタ！！冷やしころとんはじ
めましたころ♡

オリオン通り

群馬テレビ賞 46 ナーシングホームみのわ 絆の結晶 オリオン通り

エフエム群馬賞 8 子育て井戸端サロン、南橘すくすく子育て教室 天の川に輝く未来の星 弁天通り

朝日新聞社賞 60 市立中央小学校
七夕グリーンカーテン～朝顔で笑顔!!中央・桃
井合同で七夕まつりと花燃ゆを応援!!～

中央通り

毎日新聞前橋支局賞 7 特別養護老人ホーム第二明光園
～☆廻れば出会える「おりひめ」「ひこぼ
し」☆～

弁天通り

読売新聞社賞 18 前橋市立第三中学校美術部 ロミオとジュリエット－星空の三角形－ 弁天通り

産経新聞社賞 12 前橋市立第一中学校美術部 夢に向かって 弁天通り

東京新聞賞 45 グループホームゆめさき 花燃ゆ　前橋 オリオン通り

審査員特別賞 34 あおなしデイサービスセンター 『かぐや姫、未来へ！』 オリオン通り

優秀賞 40 社会福祉法人あい　障害福祉サービス事業所　ぷ
らーな

虹とぐんまちゃん オリオン通り

優秀賞 61 ぐんま「花燃ゆ」大河ドラマ館 花燃ゆ ドラマ館 中央通り

優秀賞 27 千代田町三丁目青年会 千代田町三丁目花萌ゆ大河ドラマ感 弁天通り

優秀賞 21 ほのぼの荘デイサービスセンター めぐり輝く赤城の四季 弁天通り

優秀賞 38 医療法人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

群馬の一番星　～皆の願いが叶います
ように～

オリオン通り

参加賞 65 ザスパサポーターズ がんばれ！ザスパクサツ群馬 中央通り

参加賞 35 デイサービスセンター　ゆめさき 皆で頑張ったころとんとぐんまちゃん♡ オリオン通り

参加賞 59 シェアフラット馬場川 君をのせて 中央通り

参加賞 26 デイサービスまなか 前橋Ｂ級デイサービス 弁天通り

参加賞 4 前橋地域づくり連絡会
みんなで地域の花を広げよう～寝相
アートと地域の花のコラボレーション～

弁天通り

参加賞 62 ふたば保育園 ゆけ！孫悟空！ 中央通り

参加賞 33 ケアセンター朱咲の家 流れ星☆朱咲 オリオン通り

[一般の部]
 2015.7.9 → 7.12   前橋七夕まつり実施委員会 

第６５回前橋七夕まつり

飾りコンクール　結果一覧表
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参加賞 66 前橋工科大学　まちづくりサークル　えん The Milky way 駅前通り

参加賞 25 社会福祉法人　陽光会　介護付有料老人ホーム　サ
ンヒルズ総社

サンヒルズの七夕～ぐんまの人気者と共
に～

弁天通り

参加賞 53 放課後等デイサービスはばたき 絆～家族・友達～ オリオン通り

参加賞 20 やすらぎ園デイサービスセンター 「花燃ゆ～初代群馬県令・素彦と文～」 弁天通り

参加賞 19 前橋工科大学　総合デザイン工学科 夜見世（よみせ） 弁天通り

参加賞 17 前橋市立第六中学校美術部 群馬からはじまる童話の物語 弁天通り

参加賞 67 前橋市なかがわ児童クラブ 願いよ届け　遥かなる宇宙へ！ 八展通り

参加賞 47 グループホームあおなし 桃太郎の鬼退治!! オリオン通り

参加賞 6 社会福祉法人育恵会　宮城の里デイサービスセン
ター

『空船』１つの船を皆でこいで、花火を下
に見ながら天の川を進んでいく

弁天通り

参加賞 32 SIEN2（シエンツー） 天の川より オリオン通り

参加賞 52 医療法人　弘和会　ケアホーム愛（まな）の家 教会とヒツジ オリオン通り

参加賞 55 ケアセンター星辰の家 夜空からぐんまちゃん オリオン通り

参加賞 64 前橋やる気の木プロジェクト　マスキングテープアート
班

みんなのおもいでころとん 中央通り

参加賞 10 前橋市立大胡中学校美術部 Star festival ～夏の夜の物語～ 弁天通り

参加賞 37 グループホーム城東 妖怪ウォッチ　ＩＮ　グループホーム城東 オリオン通り

参加賞 9 群大附中美術部 二人の逢瀬～夏の大三角リミックス～ 弁天通り

参加賞 13 前橋市立第七中学校美術部 ２人の家 弁天通り

参加賞 49 総社デイサービスセンタ 長寿の願い オリオン通り

参加賞 28 やる気の木プロジェクト　ハリボテころとん班 ハリボテころとん 弁天通り

参加賞 58 前橋中央通り青年部 まえばしプレミアム商品券歓迎セール 中央通り

参加賞 54 ロングライフ前橋クリスタル館　デイサービスセンターク
リスタル下沖

天の川 オリオン通り

参加賞 39 健康サポートげんき広瀬町 夏祭り オリオン通り

参加賞 51 介護ＮＥＸＴ　健康サポートげんき朝日町 前橋を元気に！！ オリオン通り

参加賞 15 前橋市立鎌倉中学校創芸部 輝きのピラミッド 弁天通り

参加賞 50 社会福祉法人上毛愛隣社岩神デイサービスセンター ゆるキャラグランプリ「やった！！」 オリオン通り

参加賞 56 公益財団法人　老年病研究所　グループホームひま
わり

七夕飾りに願いをこめて オリオン通り

参加賞 30 ガールスカウト群馬県第24団 たのしいガールスカウト 弁天通り

参加賞 44 イモリ・プロダクション アナログ電子遊戯 オリオン通り

参加賞 5 天川地区地域づくり連絡協議会 染めよう！自分色に！天の川！ 弁天通り

参加賞 1 中島正泰 夢の七夕まつり 弁天通り

参加賞 11 前橋市立富士見中学校美術部 七夕 弁天通り

参加賞 42 群馬老人保健センター　陽光苑 コロトン オリオン通り

参加賞 16 前橋市立広瀬中学校美術部 天の架け橋 弁天通り

参加賞 3 前橋市市民活動支援センター（Ｍサポ） つなぐ・交わる・広がる 弁天通り

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。


