新入会員

■漢和興（同）【貿易（輸出入）】
■石井盆栽【盆栽業】
■㈱青木木工所【木工家具製造業】
■㈱介護のこぐれ【介護事業】
■アジアビジネス（協）【協同組合】
■㈲ベル・プランニング【サービス業】
■㈱建装【建築工事業】
■鳶ちぎら【建設業】

青柳町 560-3
東善町 272-1
今井町 928-1
嶺町 305-1
古市町 210-3
端気町 374-4
三俣町 1-45-38
総社町 2-3-1-3-202

新入特別会員

■おかしごとや【子育てサロン・ビジネスコンサルティング】
■フィリップモリスジャパン（同）【販売促進・市場開発】
■㈱プラスカラー【塗装業】

苗ケ島町 238-2
栃木県宇都宮市駅前通り 1-3-1
横沢町 723-16

代表者・連絡先等変更 ●
（一社）群馬県地域活性化協議会

千代田町 4-12-3 Tel.027-212-0113 Fax.027-212-0336
（旧）石倉町 4-18-9 Tel.027-255-3001 Fax.027-255-3010
●関越交通㈱前橋営業所 営業所長 若木 亮
（旧）大澤 直司
●日本ハイコム㈱ 代表取締役社長 佐藤 康明
（旧）島田 政彦
●ゆあーず行政書士事務所 上長磯町 115-2
（旧）大友町 1-7-1 KG ビル 2F-4

ひ た ち や ま た に え も ん

常陸山谷右衛門生誕の地碑

ひたちやまたにえもん

常陸山谷右衛門生誕の地碑
問合せ：水戸商工会議所
☎ 029-224-3315
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「訪日外国人おもてなしマニュアル」作成
近年、全国的に訪日する外国人観
光客が増加しており、観光産業が拡
大する一方、言葉や文化の違いなど
で戸惑うケースもあります。そこで、
当所ではこのマニュアルを作成しま
した。
マニュアルでは、国別訪日観光客
の特徴やおもてなしポイント、おす
すめアプリ
など、宇都
宮に限らず
水戸、前橋
でも参考に
なる内容と
なっていま
す。ぜひ一
度ご覧にな
ってくださ
い。

問合せ：宇都宮商工会議所
☎ 028-637-3131
http://www.u-cci.or.jp/wp/
wp-content/uploads/2017/02/
omotenashimanu20170223.pdf

編
平成 29 年 4 月号 定価 390 円（税込）
企画編集 広報委員会
発 行 人 前橋商工会議所
会頭 曽我孝之
発行／前橋商工会議所
〒 371-0017 前橋市日吉町 1 丁目 8 番地 1
Tel.027-234-5111 ㈹
URL http://www.maebashi-cci.or.jp/
制作／朝日印刷工業株式会社
〒 371-0846 前橋市元総社町 67
Tel.027-251-1212 ㈹
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平成 年３月に北関東自動車道が全線開通し︵約１５０
㎞︶
、栃木、茨城、群馬の 県が結ばれました。一般道利
用に比べ移動時間が大幅に短縮され、前橋市から宇都宮市
へは 時間 分、水戸市へは 時間 分で行くことができ
ます。このコーナーでは、それぞれの地域情報を掲載して
いきますので、ぜひ足をのばしてみてください。

常陸山谷右衛門は、現在の水戸市
城東２丁目に生まれ、明治 年に第
代横綱となり「角聖」とうたわれ
ました。相撲界に礼儀第一の思想を
持ち込み、国技館建設、初の海外興
行、引退後には後進の育成に力を入
れるなど相撲界の発展に尽くしまし
た。
また、郷里の備前堀に「常陸山橋」
を掛けたり、磯節を全国に広めるな
ど地域への貢献は多大なものがあり
ました。その偉業をたたえ、生誕の
地に石碑が建立されています。
先日、稀勢の里関が本県関係では
年ぶりの横綱に昇進し、常陸山を
擁した水戸としても大変喜ばしいこ
とです。
81
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新しい年度が始まりました。会員の皆様には、様々な業種・業態の中で、様々な決意や意
気込みを胸に、新年度を迎えられたことと思います。
新たなスタートに当たり、様々な経営計画や事業計画など、事業所それぞれに目標を設定
されるかと思います。当所もその一つです。
４月号の特集は、
「平成 29 年度前橋商工会議所事業計画」をご紹介しました。会員事業所
の皆様に、そして前橋のまちに、いつでもどこでも役に立つ商工会議所となるため、多面的
な角度から事業計画を立てました。特に、
「全国商工会議所観光振興大会 2017in 前橋」や「創
立 120 周年事業」など、特別な大規模事業が控えています。
こうした事業は我々だけで達成できるものではなく、会員事業者や市民の皆様のご理解・
ご協力があって初めて実りある事業になります。まずは、気軽に足を運んで、またはお電話
をいただき、ぜひ色々な場面で商工会議所を“使って”みてください。
（金井）
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㈱JTB関東 法人営業群馬支店
〒370‐0045 群馬県高崎市東町9番地
ツインシティ高崎4階
TEL:027
（310）
3060
FAX:027
（310）
3067
(9:30～17:30

土・日・祝日休業)

旅のことから大会、イベント、地域活性まで
幅広いニーズに応える、JTB 関東 法人営業群馬支店へ！

ふく成のふぐ会席 できました
お通し・お椀・ふぐ刺・焼ふぐ
ふぐ唐揚・土鍋の炊き込み御飯・デザート

5400

前日まで要予約
(
円 9月末日まで )

定休日 毎週日曜日（祭日は営業します。
）
Googleで「ふく成ブログ」検索

お料理もお席（28名様まで）もどうぞお気軽にご相談ください
ふぐコース：5,650 円、8,750 円

会席コース：4,200 円、6,200 円

ふぐ特選コース：18,500 円

上州黒毛和牛しゃぶしゃぶコース：5,700 円

（一週間前までに要予約）

（前日まで要予約）

※表示価格には消費税が含まれています。 ※夜のお席は、別途サービス料 7％となります。

4

おかげさまで

めの
おすすポットなど

4,3載2中！0件

平日毎日更新！

光ス
お店・観

掲

みんなの
「群馬が好き」
を伝えたい！

http://www.gunlabo.net/
ぐんラボ！制作室 前橋市元総社町67 TEL.027-280-5722 FAX.027-280-5744
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東和銀行カードローン
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ご融資利率 年
●ご融資極度額

10万円以上500万円以内

3.9%〜14.6%

（保証料込み）
※ご融資利率は
ご融資極度額に
応じて変動します。

●ご契約期間

1年（1年毎自動更新）

●手数料

カード発行手数料は無料ですが、
カードの再発行時は当行所定の手数料をいただきます。

※店頭に説明書をご用意しています。 ※審査の結果によってはご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承下さい。

お申込みは

0120-108-350

インターネット

東和銀行ホームページ

http://www.towabank.co.jp
前橋商工会議所
〃 城南支所

〒 371-0017
〒 379-2117

前橋市日吉町１丁目８番地１
前橋市二之宮町 490 番地５

URL http://www.maebashi-cci.or.jp/

とんとん

検 索

クリック！
平成27年4月1日現在

TEL 027(234)5111 ㈹
TEL 027(268)2344

定価￥390（税込）
（購読料は会費に含みます )

