
中心部 周辺部

第６８回前橋七夕まつり

七夕飾りコンクール　参加団体一覧
　２０１８．７．５→７．８　前橋七夕まつり実施委員会

はじめに 作品をご覧になる際は…

審査作品　設置場所
※○○通りの表記の下にある番号は審査番号。通りの名称（太字）だけのものは商店街の部の飾りのみ。

飾りコンクール　参加団体一覧表

[商店街の部]

商店街名（周辺）

アイビータウン日吉商店会

本町通り商交会

中央駅前通り商工会

住吉町二丁目商栄会

以上

前橋駅前通り商交会

前橋八展通商店会

商店街名（中心）

0

前橋銀座一丁目商店街振興会

弁天通り商店街

前橋中央通り商店街振興組合

馬場川通り親交会

オリオン通り商店街振興組合

立川町大通り商店街

○スズラン

弁天通り

個店 no.21～30

一般 no.1,38～59

立川町通り
個店 no.3～4

オリオン通り
一般 no.3～25

アイビータウン日吉

住吉二丁目

中央駅

前通り

銀座一丁目
個店 no.20

中央通り
個店 no.5～19
一般 no.28～37

馬場川通り
一般 no.26～27

本町通り
個店no: 1

八展通り
一般no: 2

至渋川

至高崎
至県庁

至桐生
国道50号

国道17号

前橋駅前通り
個店 no.2

テルサ アーツ前橋

開催本部

広瀬川 文学館

前橋プラザ元気21

Ｑの広場

城東Ｐ

赤城県道

前橋駅

中央前橋駅

国道50号

国道17号

前橋七夕まつり
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賞

前橋七夕まつりでは、数多くの飾りのな

かからその出来映えを競うコンクールを

行っています。
飾りコンクールは３部門からなり、それ

ぞれ優秀な作品に賞を付与しています。

「商店街の部」は商店街組織による部門、

「商店街・個店の部」は商店街にある個店

による部門、商店街以外の団体などが対象

となるのが「一般の部」となります。

作品をご覧になる際には、各作品につく札

（左：番号札、右：賞札）を目印にすると、便利

です。お手元の一覧表にある審査番号と番号札の

番号は同じになります。大まかな設置場所は、下

の地図をご参照ください。またどの賞を受賞した

かわかるよう、賞札も付いています。

部門ごとに札の色が一部異なります。

「商店街の部」 …水色
「商店街・個店の部」 …赤色

「一般の部」 …紫色

広瀬川

至中央

大橋 園児の竹飾り
銀座通り・
千代田通り



no 商店名 作品名 設置場所

1 ㈱東和銀行　本店営業部 星に願いを　2018 本町通り

2 青柳旅館 東京五輪 ー 日本金メダル 駅前通り

3 Bar Colorful 天の川の七夕飾り 立川町大通り

4 (有)トザキ きかんしゃトーマス 立川町大通り

5 ベニフク 運気上昇　昇竜行灯 中央通り

6 香り処　日野屋 つるのおんがえし 中央通り

7 パーラー・レストラン　モモヤ 城下町前橋・歴史上の偉人たち 中央通り

8 福美吉野 ちびまる子ちゃん 中央通り

9 Lファッション　藤屋 雅 中央通り

10 八百駒 W杯トロフィーと出場国 中央通り

11 トヤマかばん店 モンスターちゃん 中央通り

12 黒田人形店 ウルトラマンVS怪獣 中央通り

13 ㈱鈴木ストア 夏の万華鏡 中央通り

14 ㈱小川屋 平成最後の七夕まつり 中央通り

15 足利屋商店 お兄ちゃんと私のてるてる坊主 中央通り

16 ㈱白牡丹カーメルハウス 赤と黒の色あそび(昔なつかしことわざ遊び) 中央通り

17 山田屋陶器店 七夕のゆうべの子供達 中央通り

18 ㈱水本園 星に願いを 中央通り

19 前橋まちなか音楽館
ギャラリーアートスープ

七夕イラストコンテスト 中央通り

20 ㈱スズラン前橋店 紫陽花で七夕まつり 銀座１通り

21 まるかつ整体 がんばれ前橋 弁天通り

22 ㈱スタイルズ 弁天シェアハウス七夕飾り 弁天通り

23 田口商店
｢お花の帽子でゆ～らゆら｣おしゃれをした虫たちが楽しみにし
ていた　七夕祭りにやってきました

弁天通り

24 マメゼン商店 日本の縁起もの干支 弁天通り

25 じぶんカンパニー㈱ 商店街を明るく照らす希望の光でありたい 弁天通り

26 弁天手芸店 星に願いを 弁天通り

27 (有)セキネ洋傘店 変りあんどん　”梅雨明け 早くないですか” 弁天通り

28 橋本洋品店 タワーブリッジ 弁天通り

29 デイサービスセンター弁天通り 「ありがとう　ゆづ」 弁天通り

30 ちよだ株式会社　グランヴィル前橋 東京五輪 ～ 鶴に想いを乗せて 弁天通り

参加団体 一覧表
[商店街・個店の部]

第６８回前橋七夕まつり   飾りコンクール

  2017.7.5 → 7.8   前橋七夕まつり実施委員会

以上



no. 団体名 作品名 設置場所

1 中島　正泰 前橋四公（前橋偉人列伝） 弁天通り

2 前橋市なかがわ児童クラブ 夏を楽しもう！ 八展通り

3 デイサービスセンターかまくら ペットボトルで　”ひょっこり”　群馬 オリオン通り

4 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

かぐや姫と群馬の夜in前橋七夕まつり オリオン通り

5 清水の会　デイサービスセンター　えいめい 今宵　愛しき君と永遠に．．． オリオン通り

6 グループホーム城東 「鶴舞う群馬」と「前橋の四季」 オリオン通り

7 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

頑張れ！日本　～TOKYO2020 オリオン通り

8 障害福祉サービス事業所　ぷらーな 流星に乗ったぐんまちゃん オリオン通り

9 グループホームあおなし “SEIMEI”　～羽生結弦～ オリオン通り

10 ケアセンター　朱咲 平和を願って オリオン通り

11 有料老人ホーム　ロングライフ前橋クリスタル館 星に願いを オリオン通り

12 イモリプロダクション ゴースト・入浴の幻 オリオン通り

13 群馬老人保健センター　陽光苑 陽光苑創立30周年 オリオン通り

14 医療法人富士たちばなクリニック　星辰の家
「2020年の東京オリンピックを元気に応援しよ
う！」

オリオン通り

15 特別養護老人ホーム　ルネス前橋 笑顔が一番！！願い叶え輝くルネス前橋 オリオン通り

16 デイサービスセンター　ゆめさき
富士たちばなクリニックキャラクターとコロトンの共
演

オリオン通り

17 医療法人弘和会　ケアホーム愛の家 Summer valentine オリオン通り

18 社会福祉法人ほたか会 軽費老人ホーム　ケアハウ
ス前橋

スヌーピーイン七夕 オリオン通り

19 茶話本舗 デイサービス前橋箱田 みんなおいで！　茶話の舞台へ オリオン通り

20 介護老人保健施設　平成苑 星空に願いを込めて夢のバス オリオン通り

21 放課後等デイサービス　ぽっぽ・はばたき 願い事とどけ！ オリオン通り

22 通所介護　あじさい園 昔の前橋を表現しよう オリオン通り

23 リトルホーム　朱咲 シャンシャンが願いを叶えに来た！！ オリオン通り

24 社会福祉法人ほたか会　あおなしデイサービスセン
ター

カーリングおばさんの
モグモグハウス

オリオン通り

25 指定障害施設サービス事業所　エステル ぐんまの七彩鍋 オリオン通り

26 馬場川通り親交会　女性部
うさぎ織姫彦星のたなばた逢瀬と馬場川・涼花
涼風

馬場川通り

27 馬場川通り親交会　成年部 「半分白い」 馬場川通り

28 中心商店街女性部　まゆの会 川柳、和楽でござい 中央通り

29 社会福祉法人　徳育会　相愛館 海 中央通り

30 ふたばこども園 おにわのようせいたち 中央通り

31 吉田鉄工所 臨江閣門扉～伝統へのいざない～ 中央通り

第６８回前橋七夕まつり   飾りコンクール

参加団体 一覧表
[一般の部]

 2015.7.5 → 7.8   前橋七夕まつり実施委員会 



no. 団体名 作品名 設置場所

32 前橋中央通り商店街振興組合　青年部 未来に向かって 中央通り

33 デイサービスセンター萬葉の杜 愛LOVEぐんま 中央通り

34 上毛病院　デイケアきらら 羽ばたけ未来へ　～平昌to東京～ 中央通り

35 介護付有料老人ホーム　山王レジデンス 希望・祈り・願い 中央通り

36 ザスパミーティング
ザスパクサツ群馬ファミリーの前橋七夕祭り
2018　～ザスパが前橋を盛り上げる！～

中央通り

37 ㈱フロンティア　トートイス前橋1号館　トートイス前橋2
号館　ウエルスタイル朝倉

希望 中央通り

38 介護付き有料老人ホーム　サンヒルズ総社 サンヒルズ水族館 弁天通り

39 社会福祉法人群馬厚生会　軽費老人ホーム寿楽園 前橋大好き 弁天通り

40 千代田町三丁目青年会 みんな大好き　るなぱあく 弁天通り

41 前橋市立桃井小学校
シャンシャンと桃井小の子供達・・・すくすく育ち
ますように。

弁天通り

42 やすらぎ園デイサービスセンター 「四季折々　～上毛三山とともに～」 弁天通り

43 特別養護老人ホーム　第二明光園 ぼくらのヒーローと日本のヒーロー 弁天通り

44 グランポルト前橋 鶴は千年、長寿の願いを込めて 弁天通り

45 前橋協立診療所　デイサービス城東 夏の思い出 弁天通り

46 前橋市立第一中学校　美術部 星への願いをイルカに込めて 弁天通り

47 前橋市立第六中学校　美術部 星降る夜に 弁天通り

48 前橋市立みずき中学校　美術部 Two Crossing Stories 弁天通り

49 前橋市立芳賀中学校 つるが見守る　水と緑と糸の町 弁天通り

50 前橋市東中学校 二人きりの夜 弁天通り

51 前橋市立第三中学校 天の川を下る織姫と彦星 弁天通り

52 群馬大学教育学部付属中学校　美術部 本から飛び出す物語 弁天通り

53 前橋市立第七中学校美術部 幻想夜話　～灯した想いよ届け～ 弁天通り

54 前橋市立広瀬中学校　美術部 願いの叶う瞬間 弁天通り

55 天川地区地域づくり協議会 天の川を駆け昇る親子龍 弁天通り

56 グリーンライフ中央前橋デイサービスセンター
七夕にシャンシャンと共に願うは「愛と平和と思
いやり」群馬・前橋・みんなの思い

弁天通り

57 社会福祉法人陽光会　特別養護老人ホーム　サン
ライフアネックス

磯野家のような笑顔あふれる温かい空間を創り
ます。サンライフアネックス・ひかり学童クラブ

弁天通り

58 社会福祉法人育恵会　宮城の里デイサービスセン
ター

夏の夜の夢 弁天通り

59 社会福祉法人ほたか会　まえばし上泉の里 友と歩む人生の旅　～一期一会～ 弁天通り

以上


