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第69回前橋まつり

■前橋市制施行 125 周年・前橋商工会議所創立 120 周年記念事業　
　第 69 回前橋まつり 協賛企業一覧 （五十音順・敬称略）

　平成 29 年度 第 69 回前橋まつりにご協賛いただきまして誠にありがとうございます。心よりお礼申し上げます。
前橋まつり実施委員会 平成 29 年 10 月 24 日現在

㈱相沢商店
アイビータウン日吉商店会
あかぎ信用組合本店
浅香運輸㈱
朝日印刷工業㈱
アサヒライズ㈱
アトム塗料サービス㈱
㈲蟻川銃砲火薬店
㈱アリギス
学校法人有坂中央学園
㈱五十嵐工具店
池下工業㈱
㈱いけはた
㈱伊佐建設
㈱石井設計
㈲石川不動産鑑定士事務所
㈱板垣労務管理事務所
㈱一条工務店群馬
稲村建設㈱
㈱ インテリアゴトウ
鵜川興業㈱
NSK ステアリングシステムズ㈱
NTT 東日本群馬支店
㈱エフエム群馬
㈱オウギ工設
㈱オオタヤ
㈲おおとね花ショップ
㈱オオトリ
小野里工業㈱
小野里電気㈱
カサ・デ・イーダ
鹿島建設㈱
㈱勝山工務所一級建築士事務所
㈱桂機械製作所
金井金属工業㈱
カネコ種苗㈱
環境システム㈱
㈱関東高圧容器製作所
関東信越税理士会前橋支部
関東精機㈱
関東測量㈱
㈲木暮総業
技研コンサル㈱
㈱ 希彰堂 　　
北群馬信用金庫前橋支店
協和商工㈱
蔵前産業㈱
栗原レントゲン㈱
㈱クレイフィールド

ぐんま共済（協）
㈱群馬銀行

（一社）群馬県銀行協会
群馬県信用保証協会
㈱群馬清風園
群馬綜合ガードシステム㈱
群馬中央バス㈱
群馬テレビ㈱
群馬土地㈱
群馬トヨペット㈱
群馬日産自動車㈱
群馬ビーエス㈱
群馬日野自動車㈱
群馬ビル㈱
ぐんまみらい信用組合前橋支店
群馬ヤクルト販売㈱
ケービックス㈱
㈱コイデ
㈱高洋製作所
㈱コシダカホールディングス
小林工業㈱
㈱幸煎餅
佐田建設㈱
佐藤昌義税理士事務所
㈱三進
㈲三翠楼松し満
三陽技術コンサルタンツ㈱
サンヨー食品㈱
㈱サンワ
㈱ジーシーシー
㈱ JTB 関東法人営業群馬支店
設楽印刷機材㈱
しののめ信用金庫
渋沢テクノ建設㈱
㈱シャープドキュメント富士
上越印刷工業㈱
㈱上州ミート
㈱上信
上毎印刷工業㈱
上毛資源㈱
㈱上毛新聞社
上毛電業㈱
昭和造園土木㈱
昭和木材㈱
㈱ジンズ
しんとう石材
㈱鈴木商会
㈱鈴木ストア
㈱鈴正コンサルタンツ

㈱スズラン
税理士法人 RITA 会計
㈱セレスポ
㈱セントラルサービス
㈱総合 PR
㈱ソウワ・ディライト
ソピア精機㈱
㈱太陽運輸
高崎信用金庫前橋支店
税理士法人　田子会計事務所
㈱田島屋商店
立見建設㈱
田中鑿泉重工㈱
㈱旅がらす本舗清月堂
㈱ たむらや
㈲中央電機商会
TA&M 税理士法人
㈱テラサワ
東京ガス㈱群馬支社
東朋産業㈱
㈱東和銀行
㈱徳永
㈱ドコモ CS 群馬支店
都市開発設計㈱
㈱トムコ
㈱登利平
永井運輸㈱
㈱永井組
中嶋塗装工事㈱
㈱ナカダイ
㈲中村組
中屋商事㈱
㈲西尾呉服店
㈱西建
日進工測設計㈱
㈱ニューたじま
㈱ヌクイ
萩原設備㈱
聖酒造㈱
平方木材㈱
㈱ヒロタ
福島産業㈱
㈱福田不動産
富士機械㈱
富士工営㈱
㈱フジサワ
富士スバル㈱
㈱フレッセイ
㈱北栄

星野総合商事㈱
㈱北関スクリーン
㈱ホンダカーズ群馬
㈱本間燃器設備工業
㈱マエダスタジオ
前橋市子ども会育成団体連絡協議会
前橋市再生資源事業（協）
㈱まえばし CITY エフエム
前橋市農業（協）

（協）前橋生鮮食料品総合卸売市場
㈱前橋大気堂

（協）前橋問屋センター
㈱前橋ホンダ
前橋遊技場組合
㈱前橋 LIXIL 製作所
㈱亦野建築設計事務所
マチダコーポレーション㈱
㈱町田酒造店
マチダマーケティング㈱
㈲マメゼン商店
㈱丸進建築設計事務所
㈱丸セ紙工
丸登製絲㈱
丸山法律事務所
㈱ 三貴総業
㈱水本園
嶺工機㈱
三原工業㈱
㈱みまつ食品
㈱みやぎや
宮下工業㈱
㈱メモリーﾄﾞ
㈱メモリード東京ぐんかん事業部
モアソフト
モリタ印刷工業㈱　
㈱山田工務所
㈱ヤマト
㈱ヤマニ熱工業
㈱ユートラスト
㈱ユニバースサイン
㈱吉田鉄工所
㈱ラヴィドール
㈲リョウモウ
㈱レストランスワン
ワタビキミート㈱

誠にありがとうございました。

地 下 水・温 泉 開 発・地質調査・水中ポンプ

本社　〒371-0014　前橋市朝日町３-32-11
　　　TEL(027)224-1841 FAX(027)221-5338

地 下 水・温 泉 開 発・地質調査・水中ポンプ

田 中 鑿 泉 重 工 ㈱田 中 鑿 泉 重 工 ㈱
さ く  せ ん

本社　〒371-0014　前橋市朝日町３-32-11
　　　TEL(027)224-1841 FAX(027)221-5338
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セミナー／群馬ものづくりフェア

■中小企業経営セミナー受講者募集
　聞いて得する！ 専門家が教える 経営力アップ講座
　本セミナーでは、税理士や社会保険労務士をはじめとした専門家
が、事例を交え、課題解決のためのチェックポイント等をアドバイ
ス。利益を確保するための仕組みを知りたい方は、ぜひご参加くだ
さい。また、日本政策金融公庫、TKC会員税理士及び社会保険労務
士、行政書士による個別相談会を開催します。資金繰りや経営に関
するお悩み解決にご活用ください。

■日　　時　平成 29 年 11 月 15 日（水）
午後 2:00 ～ 5:00（開場午後 1:30）

■内　　容　第 1 部 講演「会計データからつかむ業績アップの着眼点」
 　 　　　　　　　　講師　野口 貴俊 氏
　　　　　　　　　　　　　（TKC関東信越会会員　税理士）

第 2 部 今知っておきたい！中小企業・小規模事業者支援策
第 3 部 個別相談会（事前予約制）

■場　　所　前橋商工会議所　3 階　リリィ
■定　　員　50 名（先着順）
■特　　典　参加者には「小さな会社のブランド構築術」を進呈
■主　　催　日本政策金融公庫　前橋支店
■共　　催 　TKC関東信越会群馬県支部・前橋商工会議所
■後　　援　群馬県社会保険労務士会・群馬県行政書士会
■お問合せ　日本政策金融公庫　前橋支店（国民生活事業）

Tel. 027-223-7312 
■サイバーセキュリティ対策セミナーのご案内

　昨今、サイバー攻撃はますます増加、巧妙化している状況にあり、
サイバーセキュリティ対策はいまや企業の経営課題となっていま
す。
　本セミナーでは、国内・県内で発生しているサイバー犯罪被害の
実態および企業のセキュリティ対策についてご紹介いたします。
　企業の経営者および情報管理・システム管理責任者の皆さまに
是非ご来場いただきたく、ご案内いたします。

■日　　時　平成 29 年 11 月 28 日（火）　午後 2:00 ～ 4:00
■会　　場　前橋商工会議所　2 階　ローズ
■テ ー マ　サイバー犯罪被害の実態および
　　　　　　企業のセキュリティ対策
■講　　師　群馬県警本部　生活案全部サイバー犯罪対策課
　　　　　　東京海上日動火災保険㈱群馬支店
■参 加 費　無料
■お申込み　東京海上日動火災保険㈱群馬支店
　　　　　　Tel. 027-235-7711（締切りは 11 月 15 日まで）
■主　　催　東京海上日動火災保険株式会社
■後　　援　前橋商工会議所

■群馬ものづくりフェアの開催のお知らせ
　ものづくり企業や支援機関が、技術・製品提案を行う展示商談会
を開催します。約 100 社が一堂に会して、品質改善や生産性向上
等につながる技術や製品を紹介する「群馬ものづくりフェア」を開
催します。多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

■日　　時　平成 29 年 11 月 21 日（火）、22 日（水） 
　　　　　　ともに午前 10:00 ～午後 4:30
■会　　場　ビエント高崎ビッグキューブ（群馬県高崎市問屋町 2-7）
■入 場 料　無料
■内　　容　◇出展企業 99 社による技術・製品の展示

　※「航空・宇宙産業」特別ゾーンを設置します
◇支援機関による販路開拓支援に関する展示・相談対応
◇ぐんま新商品購入推進事業 平成 29 年度認定商品展示

■主　　催　群馬県、（公財）群馬県産業支援機構、（特非）北関東産官
学研究会、ぐんま航空宇宙産業振興協議会、ものづく
り情報発信推進協議会

■お問合せ　群馬県産業経済部工業振興課販路支援係
　　　　　　Tel. 027-226-3359　 Fax. 027-221-3191

■群馬県プロフェッショナル人材戦略セミナー
のお知らせ

　群馬県プロフェッショナル人材戦略事業は、県内の中小企業等に
対し、経験豊富なプロフェッショナル人材の活用促進を支援してお
ります。その一環としてセミナーを開催します。

■日　　時　平成 29 年 11 月 20 日（月）　午後 1:30 ～ 3:30
■会　　場　群馬産業技術センター 多目的ホール
　　　　　　（前橋市亀里町 884-1）
■内　　容　第１部　基調講演　中小企業は「働き方改革」に
　　　　　　　　　　どう向き合うべきか
　　　　　　　　　　～「働き方改革」を企業変革の好機へ～
　　　　　　　　　　講師：竹居 淳一 氏（㈱ SUSUME　代表取締役社長）
　　　　　　第 2 部　群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点の
　　　　　　　　　　利活用（事業概要と活動実績、好事例の紹介）
■定　　員　80 名（申込先着順） ※受講料は無料
■お問合せ・お申込み　

（公財）群馬県産業支援機構　同事務局まで  
Tel. 027-265-5057（締切り：11 月 10 日）
※詳細はウェブサイトをご覧ください
   URL　http://www.g-inf.or.jp/

■主　　催　群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点・群馬県

株式会社 前橋ホンダ
前橋市上小出町 1-30-6
TEL (027) 233-6840

新型 登場
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発明考案展・未来の科学の夢絵画展／群馬イノベーションアワード2017／セミナー

第 57 回前橋市発明考案展
【公益社団法人発明協会会長奨励賞】
［学生の部］
共愛学園高校 1 年
和地 亮太朗「移動自在車椅子」
　車椅子後輪側中央に複数の小型キャスターを固
定した補助プレートとテコ式リンククランプを組
み合わせて車椅子を昇降できる構造を作り、あら
ゆる方向に移動できるようにしました。

前橋少年少女発明クラブ
大利根小学校 5 年
山本 茉愛 「かんたん種まき機」
　おじいちゃんのためにしゃがまないで種まきができ
るようにしました。横のぼうをまわすと、立ったまま
種がまけることと、一回種をまくと次に種をまく時の
あながあくように工夫しました。

■群馬県 BCP（事業継続計画）策定支援プロジェクト
　主催セミナーのお知らせ 
　群馬県 BCP（事業継続計画）策定支援プロジェクトでは、BCP
の机上訓練実施のための「企画・実施方法」を習得し、BCP の継
続的改善に向けた BCM（Business Continuity Management）の推進方法
を解説するセミナーを開催します。実際に模擬訓練も体験いただき、
BCP の見直し手法と BCM の推進について実体験できる内容です。

■日　　時　平成 29 年 11 月 14 日（火）　午後 1:30 ～ 5:00
　　　　　　※講演終了後、名刺交換・交流会を 30 分程度実施予定
■会　　場　群馬産業技術センター 多目的ホール（前橋市亀里町 884-1）

■内　　容　「BCP 机上訓練実施による BCM の推進」 
坂本 憲幸 氏（東京海上日動リスクコンサルティング㈱
ビジネスリスク事業部 ビジネスリスクグループ 主席研究員）

■対　　象　BCP 策定済企業又は策定途中・検討中の県内企業
■備　　考　BCP 策定を学ぶことが出来る BCP 策定ワークショッ

プも別日程で開催。詳しくは群馬県のウェブサイトを
ご覧ください。

■定　　員　40 名（先着順・参加費無料） ※ 1 社最大 3 名まで
■お申込み・お問い合せ

東京海上日動火災保険㈱ 群馬支店営業課（11 月 8 日まで）
Tel. 027-235-7309

■主　　催　群馬県、東京海上日動火災保険株式会社

■群馬イノベーションアワード 2017（上毛新聞社主催） 
ファイナルステージ開催 !!

　群馬から次代を担う起業家を発掘、奨励し、「起業」
やイノベーションに挑戦している起業家や事業承継者
の活動を表彰する、「Gunma Innovation Award ＝ 
GIA」は今年で 5 回目を迎えます。過去最高となった
185 件のビジネスプランや事業実例の中から審査を
通過したファイナリストがプレゼンテーションを競い

ます。また、ハンドメイドや食のブースが出店する「群馬イノベー
ションマーケット」も同時開催！当日の観覧者（無料）を募集しま
す。

■日　　時　平成 29 年 12 月 2 日（土） 
　　　　　　群馬イノベーションマーケット：午後 1:00 ～ 6:00（予定）
　　　　　　ファイナルステージ：午後 3:00 ～ 6:00（予定）
■会　　場　ヤマダグリーンドーム前橋 メインイベントエリア、

2・3F コンコース
■内　　容　各部門のファイナリストによる最終プレゼンテーショ

ン、最終審査結果の発表、表彰、食やハンドメイドの
ブース 等

■お申込み　事前申込は不要です。当日、会場までお越しください。
詳細はウェブサイトをご覧ください。
URL http://www.gi-award.com/

■第 57 回前橋市発明考案展　第 40 回未来の科学の夢絵画展　受賞作品決定！
　今年も力作がそろった発明考案展と未来の科学の夢絵画展。発明考案展は合計 51 点の中から 32 点、絵画展は合計 211 点の中から
22 点の入賞作品が選ばれました。ここでは入賞作品の一部を紹介します。

第 40 回未来の科学の夢絵画展
【前橋市長賞】

共愛学園小学校 2 年
茂野 珀士「しあわせ発射台」
　ぼくはせんそうがきらいです。こ
のはっしゃだいをつかうと、どんな
におそろし
いミサイル
でも、せか
いじゅうの
人びとをよ
ろこばせる
花火にかわ
ります。

前橋市立南橘中学校 2 年
菅野 ちなみ 「記憶シート」
　小さいころの思い出したくても思
い出せない大切な記憶や物を思い出
すことので
きるシート
で額にはっ
て 使 い ま
す。

私たちは、税務・会計のみならず、
 経営に役立つ幅広いサービスを提供させて頂く専門家集団です！
  お気軽にお問い合わせください。

■公会計支援業務

■税務会計業務

■経営コンサルティング業務

■労務管理業務

■リスク・マネジメント業務

■各種契約書・届出書作成業務
鈴木正光税理士事務所　　中央労務管理事務所
鈴木正光行政書士事務所　中央労働保険協会

〒371-0013　群馬県前橋市西片貝町５-18-20　http://www.suzusyo.co.jp/  mail:info@suzusyo.co.jp
TEL.027-243-4881　FAX.027-243-4987
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年末調整説明会/技術者の表彰・奨励賞/研修会

■平成 29 年分 年末調整説明会のお知らせ
　給与所得者に係る年末調整説明会を下記の日程により開催いたし
ます。説明会では、「年末調整のしかた」及び「給与所得の源泉徴
収票等の法定調書の作成と提出の手引」等のパンフレットを用いて
説明いたしますので、ご出席の際にはお持ちいただきますようお願
い申し上げます。また、年末調整関係用紙及び法定調書の用紙が不
足する場合には、説明会会場でお渡しいたしますので、会場受付に
て担当にお申し付けください。

■日　　時　平成 29 年 11 月 17 日（金）
　　　　　　午前 10:00 ～ 12:00、午後 1:30 ～ 3:30
■場　　所　昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）

大ホール （前橋市南町 3-62-1）※昨年と会場が異なります
■お問合せ　前橋税務署　Tel. 027-224-4371（代表電話番号）

自動音声案内の 「2」 をお選びください。税務署の担
当部署におつなぎします。

※午前か午後のいずれか都合のよい開催時間にご出席ください。
※会場の駐車場を利用される場合は、入口で「年末調整説明会に出席

する」旨、申し出てください。なお、駐車場は台数が限られるため、
詰め込み駐車となります。可能な方は公共交通機関等をご利用くだ
さい。

注：用紙は従来どおり税務署の窓口でもお受け取りいただけますが、
一部の用紙につきましては、国税庁のホームページから各種用紙の
ダウンロードやコピーにより使用することができますので、ご利用
ください。

日  程 研修テーマ 講  師

11 月
7 日

（火）

開講挨拶
◎社長による自主監査
　「自主点検チェックシート」を使用して企業
の内部統制、経理の際にチェックすべき事項を
調査経験を踏まえながら解説します。

前橋税務署
法人課税第一部門
統括調査官
　小出 良友  氏

11 月
14 日
（火）

◎中小企業ためのリスクマネージメント
　セミナー
　経営者として万一の際に会社を守る為のリス
ク管理はできていますか？自然災害・突発的な
事故などの緊急時の際、損失を未然に防ぎ、ま
た損失を最小限に抑えるためのリスクマネジメ
ント・危機管理について解説します。

AIU 損害保険㈱
リスクコンサルティング部
　永橋 洋典　氏

共催：AIU 損害保険㈱

11 月
22 日
（水）

◎消費税の実務と軽減税率制度
　消費税の仕組みと実務上、誤りやすい事例そ
して平成 31 年 10 月以降に実施される消費税
率の引上げと軽減税率制度について解説しま
す。

前橋税務署
審理専門官（法人担当）
上席調査官　高見 裕二  氏
法人課税第一部門
上席調査官　新井 敏雄  氏

■平成 29 年度「機械金属工業技術者表彰」および
「若手技術者奨励賞」の知事表彰に伴う被表彰候
補者の推薦について

　県内の機械金属工業の技術推進の向上意欲を高め、機械金属工業
の更なる振興を目的に、県内の事業所に勤務し機械金属工業に従事
する方（代表者を除く）のうち、その技術が優秀であり、かつ県産
業に貢献してその功績顕著な方で、下記の要件を満たす技術者を表
彰いたします。
　つきましてはその被表彰候補者を推薦いただきたくご案内いたし
ます。推薦に必要となる書類等がございますので、詳しくは下記ま
でお問い合わせください。

◇機械金属工業技術者表彰
15 年以上の経験を有し、同一企業に満 10 年以上勤務し、技術
的実務に従事している 40 歳以上の方

◇若手技術者奨励賞（新設）
10 年以上の経験を有し、同一企業に満 5 年以上勤務し、技術的
実務に従事している 40 歳未満の方

※なお、表彰人員に制限がありますので推薦者枠が定数を超えた場合、
該当者の中より選考致します。1 社 2 名以上推薦をいただいた企
業様と調整をさせていただく場合がありますのでご承知ください。

■推薦期限　平成 29 年 11 月 13 日（月）
■お問合せ　前橋商工会議所 工業振興課　Tel.027-234-5100

　前橋法人会では、平成 29 年度の下期特別研修会
を開催します。税務を中心に企業経営に役立つ情報
が学べます。特に法人役員並びに企業の実務担当者
の皆さまに受講いただきたくご案内申し上げます。

■研修日時　平成 29 年 11 月 7 日（火）、１4 日（火）
　　　　　　22 日（水）
　　　　　　各日、午後 1:30 ～ 3:30
■研修会場　前橋問屋センター会館　2 階　会議室
　　　　　　（前橋市問屋町 2-2）
■受 講 料　無　料
■申込方法　前橋法人会事務局まで

Tel. 027-234-2248 または
Fax. 027-232-1380 にてお申し込み
下さい。

※法人会々員の方は受講の証印をするため「会員証」
をご持参ください。

■ （一社）前橋法人会 平成 29 年度 下期特別研修会

〒379-2154　前橋市天川大島町1326　TEL.027（261）5083　FAX.027（261）6097

代表取締役　斉 藤  一 夫

各 種 杭 打 工 事 一 式
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お知らせ

■前橋めぶくフェス開催

　「芽吹きの祭典」をコンセプトに、前橋の大地における新しい「芽」
をクローズアップ。フード・クラフト・アート各部門の魅力的な参
加者を紹介するお祭りを 11 月 3 日から 3 日間、開催します。是非、
ご来場ください（雨天開催）。

■日　　時　11 月 3 日（金・祝）　前日祭 午後 5:00 ～ 8:00
　※前日祭のため飲食物加工品、クラフト部門出店はありません。
　※アート部門の開催時間、場所は異なります（全日）。
　　詳しくは本フェスのウェブサイトをご覧ください。
11 月 4 日（土）　午前 11:00 ～午後 8:00
　※飲食物加工品、クラフト部門出店は午後 5 時まで。
11 月 5 日（日）　午前 11:00 ～午後 5:00

■会　　場　前橋中央イベント広場・前橋中心市街地　他　
■内　　容　フード、クラフト、アートの各部門のブース出店

100 人ディナー 11 月 5 日（日）　午後 5:00 ～
※整理券配布を午後 3:00 から前橋中央イベント広場に

て配布（参加費・ 1,000 円）
■最新情報は、本フェスのウェブサイトをご覧ください。
　URL  https://www.mmfes.com/

■前橋大酉祭開催のお知らせ

　毎年 11 月一の酉日に開催される「酉の市
祭り」は、150 年以上もつづく伝統のお祭
りです。「お酉さま」と呼ばれ、今年は 11
月 6 日に開催します。是非、開運の前橋酉
の市祭り（お酉さま）にご来場ください。

■日　　時　平成 29 年 11 月 6 日（月）  午前 11:00 ～午後 8:00
■場　　所　熊野神社境内とその周辺区域（前橋市千代田町 3 丁目）
■内　　容　・酉の市、熊手市、フリーマーケット
　　　　　　・開運大福引（高級自転車 15 台等があたる）　
　　　　　　・前橋広域物産展示大特売会
　　　　　　・「熊野八咫烏獅子神楽伝承会」公演
　　　　　　・「八咫烏打出の小槌」の開運印捺印
　　　　　　・勢多農林高校郷土芸能部奉納太鼓
　　　　　　・奉納「八木節」「歌謡イベント」 等
■お問合せ　前橋酉の市祭実施委員会　Tel. 027-231-5644（大川）

■Ｍサポクリーン活動　参加者募集

　前橋市市民活動支援センター（M サポ）で
は、企業の皆様、NPO 等と行政、市民の協
働による、まちづくりのさらなる推進に取り
組んでいます。この度、CSR（企業の社会貢
献活動）の機会として、前橋プラザ元気 21
周辺の清掃活動を開催いたします。皆様のご
参加、ご協力をお待ちしております。

■活動内容　清掃活動（ごみ拾い、落ち葉掃き）
■日　　時　平成 29 年 11 月 19 日（日）　午前 8:00 ～ 9:00
■活動範囲　前橋プラザ元気 21 周辺
　　　　　　（集合 : 同施設北側 フレッセイ前 / 受付 7:30 ～）
■目　　的　市内企業が CSR 活動の一環として社会貢献できる機

会創出、元気 21 周辺の環境美化、参加者間の交流
■参加方法　直接集合場所へお越しください。
■連絡事項　⑴ゴミ袋は用意します。ほうき、ちりとり、ごみ取り

トング等、お持ちの用具をご持参ください。
⑵前橋プラザ元気 21 北側駐車場及び市営駐車場をご利

用の場合 4 時間無料です。駐車券をお持ちください。
⑶雨天の場合、中止とします（小雨決行）。午前 7 時

に当センターウェブサイトにてお知らせします。ま
たはお電話でお問い合わせください。

■お問合せ　前橋市市民活動支援センター　Tel. 027-210-2196
　　　　　　URL  http://maebashi-shiminkatsudo.jp/

■特別金融相談会（一日公庫）開催のお知らせ
　前橋商工会議所と日本政策金融公庫前橋支店国民生活事業では、
特別金融相談会（一日公庫）を開催します。当日は、日本政策金融
公庫の職員が、金融相談に応じるほか、新規開業者のご相談にも応
じます。ご相談には可能な限り、事前のご予約をお願いします。

■日　　時　平成 29 年 11 月 16 日（木）　午前 10:00 ～正午
■会　　場　前橋商工会議所　１階　事務所内相談室
■内　　容　運転資金、設備資金のご相談の他、新規開業のご相談
■お申込み　前橋商工会議所 経営支援センター
 　　　　　     Tel. 027-234-5115   
　　　　　　日本政策金融公庫 前橋支店 国民生活事業　　
　　　　　　   Tel.027-223-7312　担当　小暮

ぐんラボ！制作室　前橋市元総社町67　TEL.027-280-5722　FAX.027-280-5744

http://www.gunlabo.net/
みんなの「群馬が好き」を伝えたい！

1111
平日毎日更新！

おすすめ
の

お店・観光
スポット

など

4,590
掲載中！

件

おかげさまで

フォトジェニック
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群馬支社　前橋営業所　〒371-0022　前橋市千代田町3-5-13　TEL 027-234-3317

〒 371-0023　前橋市本町 2-11-2 富士オートビル 6F　TEL:027-220-5022

43インチインフォメーションディスプレイ
●自分でかんたんにコンテンツが作成できます！
インターネット上で コンテンツを手軽に作成できます。イベントや会議
室のご案内、ウェルカムボードで使えるテンプレートがたくさんあります。

デジタルサイネージ　いれませんか?

①USBメモリーを抜く

USBメモリーの使用が可能

②PCに挿して、コン
テンツを変える

③USBメモリーを
本体側に挿す

コンテンツ作成支援サービス
「iSignweb」対応。手軽にコン
テンツを作成※

テンプレートを選択

記録メディアに保存

※ご利用には、インターネット環境が必要になります。

ⓒSHARP CORPORATION

ⓒ SHARP CORPORATION

作成・編集

※前橋・高崎・太田ショールームにぜひお越しください。

TEL.027-220-1131
前橋市大手町1-1-1群馬県庁舎31階

設置先データ

日本料理 くろ松 県庁店 様


