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前橋商工会議所創立120周年記念事業01
　前橋商工会議所は平成30年１月22日をもって創立120周年を迎えました。
　関係各位のご協力のもと、記念事業を実施いたしましたのでご紹介します。

記念式典の開催・創業100年以上事業所60社を顕彰

「夏井いつきの句会ライブ」

記念講演会「ヤフー株式会社 宮坂学社長講演会」を開催！

歴史顕彰誌「製糸の都市 前橋を築いた人々」を刊行

　前橋商工会議所創立120周年記念式典を平成30年３月７
日（水）に昌賢学園まえばしホールにて開催、関係者約320名
が出席しました。式典では曽我会頭の挨拶の後、創立100年
以上の会員事業所60社を顕彰しました。また日本商工会議
所三村会頭をはじめ来賓よりご祝辞を頂戴いたしました。

　テレビ番組の俳句コーナーで人
気の辛口先生、夏井いつきさんを
お招きして、「句会ライブ」を平成
30年２月８日（木）に前橋テルサに
て開催し、約500名が参加。句会
ライブでは、俳句の基本を伝えた
上で、参加者は「逆風」「追い風」
をテーマに俳句作りに挑戦。夏井
さんが選んだ７句のうちから、参加者の拍手によりこの日の
最優秀の句が選ばれました。

　ヤフー株式会社 宮坂学社長を
お招きしての記念講演会を平成
30年３月３日（土）に当所会館に
て開催しました。
　「我々は100年先に何を残せる
のか？」をテーマに、講演では
自身の人生経験やヤフーでの企
業経営について、また白馬村で
のまちづくりの取り組みを交え
ながら、組織や事業における理念の大切さが語られました。
最後に、「企業理念は時空を超えて残る」ものと結び、約200
名の参加者は熱のこもった講演に聞き入りました。
 ※役職は開催日時点となります

　本書は、明治期に活躍した楫取素彦
や下村善太郎をはじめとする明治期に
活躍した前橋ゆかりの経済人たちの足
跡を今に伝える専門書として、また前
橋の近代化の歴史がわかる歴史書とし
ても貴重な一冊です。
　現在、数量限定で絶賛販売中です。
本体4,000円(税別)のところ会員事業所様には当所内にお
いてご購入の場合に限り10%割引となっております。この
機会にぜひお買い求めください。

■編　　著　前橋商工会議所
■仕　　様　A4判　本文400ページ
■定　　価　本体4,000円（税別）　※会員は10％割引
■発　　行　上毛新聞社
お問合せ

前橋商工会議所 情報発信課　Tel. 027-234-5113

挨拶を行う前橋商工会議所曽我会頭

創業100年以上事業所60社を顕彰

祝辞を述べる日本商工会議所三村会頭

前橋商工会議所会館での祝賀会
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前橋中心商店街ツナガリズム祭り・第９回 Ｔ－１グランプリ結果発表／
まちなかキャンパス同時開催02

　来場者なんと１万人!!毎年恒例の「前橋中心商店街ツナガリズム祭り」が４月15日（日）に前橋中心
市街地にて開催されます！メイン会場である前橋中央イベント広場での素敵なゲストによる公開生放送
やステージイベント、立川町通りでのフリーマーケット、各商店街によるイベントやセールも実施！
　そして気になる第９回 T-1グランプリのグランプリ店の発表＆入賞店の表彰を正午から前橋中央イベ
ント広場にて行います。エントリーのあった63店舗の中から栄冠を勝ち取るのは果たしてどの店舗に!?
当日は会場にて、一部エントリーメニューの販売も行います！

平成29年度補正
「小規模事業者持続化補助金」公募のお知らせ

「さくら名所100選の地」
赤城南面千本桜まつり開催!! 0304

■日　程
　平成30年４月15日（日）午前10:00〜午後４:00（予定）
■会　場　前橋中心商店街（メイン会場：前橋中央イベント広場）
■ＵＲＬ　www.fmgunma.com
■主　催　エフエム群馬・中心商店街（協）実施！

前橋中央イベント広場
時　間 内　容

 ９:30 〜 10:00 FMGUNMA 公開生放送
10:05 〜 10:25 チェリーマーメード オープニングライブ
10:30 〜 10:50 安中総合高校ダンス部 ANgenesパフォーマンス
11:00 〜 11:55 厩橋CHINDON倶楽部 ライブ
11:30 〜 11:55 前橋商業高校吹奏楽部 まちなかコンサート
12:00 〜 12:45 T-１グランプリ グランプリ店の発表＆表彰
13:00 〜 13:55 FMGUNMA 公開生放送
14:00 〜 14:25 にゃんこスター まんぷくフーフー お笑いステージ
14:30 〜 15:00 地元ミュージシャンによるLIVEステージ
15:10 〜 15:30 爆笑 群馬芸人お笑いLIVE
15:35 〜 15:55 ひょっこりはん お笑いステージ

◎ツナガリズム祭り　ステージスケジュール

　本補助金は、商工会議所の支援を受けながら進める販路開拓等
の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金（補助率２/３）が
国から出る制度です。現在、本補助金が公募中です。
　詳しくは、同封のチラシ、当所ウェブサイトをご覧ください。
応募をご検討、ご相談の方は、当所までお問い合わせください。

■補 助 対 象 小規模事業者
■補助率・上限　２／３（50万円上限） 
■ 補助対象経費　事業の遂行に関するもので公募要領にあるもの
■募 集 期 間 平成30年３月９日（金）〜５月18日（金）
 （結果公表は平成30年７月中旬予定）
■応募に関して
　 応募にあたっては、当所へ「事業支援計画書」の作成依頼・交

付のうえ、応募する流れとなります。お早目のご相談、また５
月上旬頃までの事業支援計画書の交付依頼をお願いします。
お問合せ

前橋商工会議所 経営支援部・地域産業振興部
Tel. 027-234-5111

　赤城南面千本桜まつりを今年も開催！
桜まつり期間中は、地元の新鮮な農産物
などのふれあい物産市や郷土芸能等のス
テージパフォーマンス、大道芸等、様々
なイベントが行われます。また、日没後
から21:30まではライトアップにより
美しい夜桜を堪能いただけます。

■会　期　平成30年４月７日（土）〜22日（日）
　※桜の開花状況により変更する場合があります
■場　所　赤城南面千本桜（前橋市苗ヶ島町 2511-２）
　※ まつり期間中はＪＲ前橋駅・東武鉄道赤城駅より
　　周遊バスが毎日運行されます
　※入場無料・期間中は有料駐車場有り（約990台）
お問合せ

まつり期間中専用ダイヤル
Tel. 027-288-0256（午前9:00〜午後6:00）

（公財）前橋観光コンベンション協会　Tel. 027-235-2211

当所ではイベント当日、関係団体との連携により、
次のイベントを開催します。
　●まちなかキャンパス「ペットと共にWanダフルな１日を」
　●まちなかキャンパス「わんちゃんのボディ・ケア」
　●まちなかキャンパス「フラワーアレンジメント講座」
　●福祉情報の発信
　●前橋商業高等学校吹奏楽部によるまちなかコンサート

会長三澤 益巳群 馬 県 信 用 保 証 協 会
創業・経営・再生の「三つの支援」と事業承継支援で企業の明日を積極サポート！

営業時間にご利用いただける窓口相談とご連絡いただければ当協会担当職員が伺わせていただく出前金融・経営相談を無料で行っています。
創業応援チーム、女性創業応援チーム「シルキー クレイン」も是非ご活用ください。

【本店】 前橋市大手町3－3－1  ℡027－231－8816　【前橋連絡所】 前橋商工会議所内  ℡027－234 －5115（代）  詳しくは　http://gunma-cgc.or.jp/　まで

当協会では、創業支援や経営支援、事業承継支援において、中小企業診断士等の専門家による相談や診断、計画策定等にかかる
費用を当協会が補助する事業を行っています。積極的にご活用ください。

経営診断、生産性向上支援、
経営改善計画策定支援など

創業相談、
創業計画策定など

事業承継助言、
事業承継計画策定支援など創業支援 経営支援 事業承継支援
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協会けんぽ群馬支部からの
保険料率変更のお知らせ06

「群馬県よろず支援拠点」との連携による
「個別経営相談会」開催のお知らせ05

　「群馬県よろず支援拠点」との連携による個別経営相談会を開
催します。経営に関する様々な課題解決をお手伝いします。

■日　　時　平成30年５月14日（月）・７月９日（月）
　　　　　　午後１:30〜４:00 ※１事業者あたり１時間目安
■会　　場　前橋商工会議所 ３階 なでしこ
■相談方法　群馬県よろず支援拠点の専門家による相談
■定　　員　３事業者（申込先着順） 
■内　　容　 経営（事業）計画策定、資金繰り、新技術・新商品開発、

首都圏・海外進出、現場改善、IT利活用による生産
性向上、事業承継、助成金活用etc

お申込み 　  当所ウェブサイトにある申込用紙（チラシ）に必要事
項を記入のうえFAXにてお申し込みください。

お問合せ 　 前橋商工会議所 経営支援課
　　　　　　Tel. 027-234-5111　Fax. 027-234-8031

　健康保険料率と介護保険料率については、平成30年３月分（４
月納付分）より変更となります。厳しい経済状況の中ではありま
すが、加入者・事業主の皆様には、このようなご負担につきまして、
何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。

　この４月から市内の事業所に就職された新卒者を歓迎・激励す
る「新規市内就職者激励大会」を開催いたします。該当者並びに
事業主または人事労務ご担当者の皆様、ふるってご参加ください。

■日　　時　平成30年５月８日(火) 午後5:30開場
　　　　　　式典・午後6:00〜6:30 講演会・午後6:30〜7:30
■会　　場　前橋テルサ ２ 階ホール
■講 演 会　テーマ ｢職場の見え方が変わる!?
 改善活動はじめの一歩｣
　　　　　　講　師 神宮貴子氏(共愛学園前橋国際大学専任講師)
■定　　員　200 名
■参 加 費　無料（記念品を贈呈します）
■申込方法　 同封の申込書にご記入の上、４月23日（月）までに下

記宛てにお申し込みください。
　　　　　　※ 午後６時開催となっておりますので、早めに退社さ

せていただけますようご配慮の程、お願いします
お問合せ

前橋商工会議所 経営支援課　　Tel. 027-234-5115
前橋市産業政策課雇用促進係　 Tel. 027-898-6985

※ 40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、健康保
険料率に全国一律の介護保険料率が加わります

※賞与については、支給日が３月１日分からとなります
お問合せ   全国健康保険協会 群馬支部

　　　　　 企画総務グループ　Tel. 027-219-2100 
　　　　　 URL. http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

平成29年度補正
「ものづくり補助金」公募のお知らせ

フレッシュマンの門出を激励！
新規市内就職者激励大会のご案内

07

08

　平成29年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援
補助金（ものづくり補助金）」が公募中です。受付期間は４月27日

（金）（当日消印有効）までです。
　本事業は、中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資
する設備投資等を支援するものです。当所は認定支援機関の一つ
となっていますので、ご検討の際はご相談ください。

■対象事業
　①企業間データ活用型
　　補助上限：1,000万円（下限：100万円）、補助率２/３
　②一般型
　　補助上限：1,000万円（下限：100万円）、補助率１/２
　③小規模型
　　補助上限：500万円（下限100万円）、
　　補助率： 小規模型２/３　（その他１/２）
■事業期間
　交付決定後から平成30年12月28日（金）まで
　※小規模型は平成30年11月30日（金）まで
お問合せ

前橋商工会議所 工業振興課 Tel.027-234-5100

給与・賞与の

9.93％
平成30年２月分

（３月納付分）まで

給与・賞与の

1.65％
平成30年２月分

（３月納付分）まで

給与・賞与の

9.91％
平成30年３月分

（４月納付分）から

給与・賞与の

1.57％
平成30年３月分

（４月納付分）から

●健康保険料率

●介護保険料率

新ＪＡＳ認定工場（日本農林規格）
ＡＱ認証工場
生産物賠償責任保険（ＰＬ保険加入済）

佐々木木材防腐株式会社
群馬県前橋市下大島町577-2
tel 027-266-1324　fax 027-266-1180

http://sasakimokuzaibofu.cute.to
e-mail  sasakimokubofu@kl.wind.ne.jp

天然木
国産木材

高耐久性　ウッドデッキ・フェンス
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企業・団体のみなさまへ
「心に伝わる話し方」出張講座のご案内

第７回
オールまえばし にぎわい市開催

09

10

　研修・福利厚生・イメージアップに！NHK文
化センターの人気講師が、ビジネスに特化した
チャンスをつかむ「話し方」をお伝えする講座
です。全国NHK文化センター優秀講座賞受賞の
講師が、ご希望に応じてみなさまのもとにうか
がい、出張講座を行います。

■講　師　奈良　のりえ　氏
　 元NHK前橋放送局キャスター・アナウンサー・
　NHK文化センター前橋教室「心に伝わる話し方教室」講師
■会　場　NHK文化センター前橋教室（群馬県庁昭和庁舎３階）
■コース　 ベーシック（新入/若手社員）、スキルアップ（中堅〜課

長）、パワーアップ（部長/リーダー養成）、スピンオフ
など各種コースより選択

■内容例　 ビジネストークの基本、チャンスをつかむ自己紹介、
プレゼンのコツ、司会力・雑談力UP　など

　　　　　※出張講座・カスタマイズ講座も可能です
お問合せ・お申込み

NHK文化センター前橋教室（群馬県庁昭和庁舎３階）
Tel. 027-221-1211（受付時間　月〜金曜　9:30〜18:00）

　前橋商店街“オール前橋”と

しての市内最大規模の商店街イ

ベントを今年度も開催！

　中心商店街と周辺商店街の元

気なお店が、厳選した商品を当

日限りの大特価でご用意して皆

様のご来場をお待ちしています。

当日先着で会場内の商店街でお買い物された方等を対象に豪華景

品の当たる「大抽選会」等も開催します。

■日　　時　平成30年４月８日（日）午前10:00〜午後４:00

■場　　所　ヤマダグリーンドーム前橋　メインイベントエリア

■参加店数　商店街：30店・フリーマーケット：70店
お問合せ  前橋市商店街総連合会　事務局

 Tel.027-234-5655　URL　https://m-tonton.jp/

発明に関すること、どんどんご相談ください！
～無料発明相談のご案内～ 11

　前橋発明協会・前橋商工会議所主催により、毎月第１・第３水曜
日に「無料発明相談」を開催します。専門の相談員が知的財産に関
わるさまざまな事例について個別相談を行います。

■開催日　　第１水曜日〜　金井  澄雄　氏
　　　　　　第３水曜日〜　柿原  希望　氏
■開催時間　午後 1:00 〜 4:00
　　　　　　※完全事前予約制。予約は開催日の２日前まで

第38回 前橋観光百景写真コンテス
ト作品募集 !！12

　今年も『春夏秋冬、多様な角度か
ら見た魅力ある県都まえばしの姿』
をテーマに、前橋市の観光PRにふさ
わしく、前橋市を特定できる作品を
募集します。詳しい応募方法につい
ては、ウェブサイトをご覧いただくか、
下記のお問い合せ先まで。

■応募期間　平成30年４月６日（金）〜平成30年６月29日（金）
■表 彰 式　平成30年９月頃を予定
■入賞作品展示　前橋プラザ元気 21、群馬県庁展望ホール等
　　　　　 （公財）前橋観光コンベンション協会
 Tel. 027-235-2211
 URL　http://www.maebashi-cvb.comお問合せ

開催月 第１水曜日 アドバイザー 第３水曜日 アドバイザー
４月 ４日

特許コンサル
金井  澄雄 氏

18日

羽鳥国際特許
商標事務所
弁理士
柿原  希望 氏

５月 ２日 16日

６月 ６日 20日

７月 ４日 18日

８月 １日 22日

９月 ５日 19日

（相談日は諸事情により変更となる可能性があります。）

お問合せ・お申込み
前橋商工会議所 工業振興課　Tel. 027-234-5111

平成30年度　上半期開催予定表

第37回 一般推薦
（前橋観光コンベンション協会理事長賞）

作品名：だんべー女子　撮影者：小坂　明

頑張るシニア世代（60歳以上）
の方の生命医療共済です。 前橋商工会議所へ

☎ 234ー 5111（代）

◆お申込み・お問合せは

☎ 254ー 2755（前橋支店）

の方の生命医療共済です。
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前橋商工会議所青年部 緑水会 平成30年度 新体制がスタート!!13
　昨年度、前橋商工会議所青年部 緑水会は創立40周年を無事に迎えることができ、
同時に親会である前橋商工会議所は、創立120周年を迎えました。今年度は緑水会も
次の50周年に向けて新たなスタートを切る年であります。
　40年間育まれた伝統と歴史を継承しつつ、新たな視点、新たな思考を取り入れな
がら地域の青年経済団体として、各企業の経営者である各会員が個々の成長と地域社
会の発展の為に、各種の事業推進・経営に関する調査研究・会員相互の親睦と研鑚等
に努めていきたいと考えております。そして、各企業の成長と地域への貢献が地域の
発展につながり、前橋の新たな「メブキ」となるよう努力していきたいと思います。

平成30年度 青年部執行部

　前橋商工会議

所青年部緑水会

では、前橋市の観

光特使第26代ロ

ーズ・クィーン

候補として、前橋

市の花「バラ」に

ふさわしい、明るく気品のある女性を募集

します。選出されたローズ・クィーンは、

前橋市・前橋商工会議所・（公財）前橋観光

コンベンション協会及び関係団体が主催す

る諸行事に参加していただきます。一緒に

前橋を楽しく盛り上げましょう！

■一次審査

　平成30年５月20日(日)午後２:00〜

■最終審査

　平成30年６月 ２日(土)午後２:00〜

■応募締切

　平成30年５月10日(木)必着

■応募方法

　 所定の申込書を当所青年部ウェブサイト

より入手し、必要事項をご記入の上、ご

応募ください。なお、自薦・他薦問いま

せん。

第26回　ローズ・クィーンコンテスト
出場者募集総会

役員会

事務局

☆緑水会会員随時募集中！
　前橋商工会議所青年部緑水会とは、さまざまな活動を通じて、異業種の仲間たちとの人脈を
広げ、お互いに教え学びあい、青年経済人としての資質を磨き、地元企業の繁栄と前橋の発展
を目指す公益団体です。会員条件は、前橋市在住もしくは事業を営んでいる経営者、または管
理者に準ずる方、満20歳以上45歳未満の方です。緑水会事務局までお問い合わせください。

前橋商工会議所青年部 緑水会
前橋市日吉町 1-8-1（前橋商工会議所内）
TEl. 027-234-5111　URL http://www.maebashi-yeg.com

平成30年度 組織図

代表幹事

平形 敦史

監事

立見 公一　久保　誠

直前代表幹事

関　直人

相談役

野村 雅弘

事業委員会
委員長

荻野 純一

地域委員会
委員長

門倉　稔

経営委員会
委員長

萩原　勝

会員委員会
委員長

岡田 賢一

広報委員会
委員長

小林 良介

総務委員会
委員長

羽生田 泰文

副代表幹事

遠藤 宗司　小林 祐介　高橋 功二

オフィスプランナーのオオタヤ
㈱オオタヤ

前橋市問屋町1-10-7

パソコン パソコン
周辺機器

パソコン
ソフト コピー機

プリンター事務用品オフィス
家具

ネット
ワーク
機器


