
第 68 回 前橋七夕まつり

【立川町大通りでのイベント】
☆乗ってさわって体験しよう！
　自衛隊車両、白バイ、パトカー、消防車両、地震体験車の展示コー
ナーや前橋競輪スピードチャレンジコーナーの設置を予定。
■日　　時　７月７日（土）・８日（日）　午前10:00～午後5:00（予定）
　◇協力：陸上自衛隊相馬原駐屯地自衛隊群馬地方協力本部・
　　　　　前橋警察署・前橋市消防局・前橋市危機管理室・
　　　　　日本競輪選手会群馬支部
☆竹飾りコーナー～市民の願いを込めて～
　短冊に願いを記入し、竹に飾り付けが出来ます。
■日　　時　７月７日（土）・８日（日）　午前11:00～午後 5:00（予定）
　◇協力：群馬県立女子大学　◇短冊協力：平出紙業㈱

【その他のイベント】
☆ぼくとわたしの手作り七夕
　市内保育所（園）、幼稚園の園児による手作りの七夕飾りを展示。
■日　　時　７月５日（木）～８日（日）
■会　　場　千代田通り・銀座通り
☆七夕まつり児童絵画展
　七夕をテーマに、市内保育所（園）の園児が描いた絵画を展示。
■日　　時　７月４日（水）～10日（火）
■会　　場　スズラン前橋店本館特別会場
☆前橋うまいもん市
　前橋の銘菓とスイーツが大集合！
■日　　時　７月７日（土）・８日（日）
■会　　場　前橋プラザ元気21　１階
　◇主催：前橋周辺商店街連絡協議会
☆七夕オープンカフェ・ころとんフェイスペイント・
　芸人によるお笑いライブ 他
■日　　時　７月７日（土）・８日（日）　正午～午後4:00（予定）
■会　　場　けやき並木サロン、駅前通り歩道（西側）
　◇協力：前橋駅前通り商交会・前橋工科大学まちづくりサークルえん
☆こども広場
■日　　時　７月７日（土）　午前10:00～午後3:00（予定）
　　　　　　　　８日（日）　午前10:00～午後2:00（予定）
■会　　場　前橋プラザ元気21　１階 にぎわいホール
　◇協力：昌賢学園（群馬医療福祉大学・群馬社会福祉専門学校）

【七夕清掃ボランティアの募集】
　七夕まつり期間の早朝に行う清掃作業のボランティアを募集してい
ます。手袋、ごみ袋等は実施委員会で用意します。（雨天決行）
■日　　時　７月７日（土）・８日（日）　午前7:00～8:00
■集合場所　前橋中央駐車場（千代田町二丁目）

お問合せ
前橋七夕まつり実施委員会（前橋商工会議所商業観光振興課）
Tel. 027-234-5109　URL: www.maebashi-cci.or.jp

　前橋が誇る夏の風物詩、「前橋七夕まつり」を今年も開催!!ぜひ、「ゆか
た」を着て、心ゆくまで七夕をお楽しみください。
※イベント内容は変更になる場合があります。随時、新しい情報をウ

ェブサイトにてお知らせします。

【七夕飾りコンクールの開催】
　七夕飾りコンクールの参加企業・事業所を募集しておりますので、
企業や事業所の PR にご活用ください。詳しくは事務局までお問い合
わせいただくか、当所ホームページをご覧ください。

【七夕飾りコンクール 市民審査員の募集】
　七夕飾りコンクール審査会を平成30年７月５日（木）に行います。こ
のコンクールの市民審査員を募集いたします。詳しくは事務局までお
問い合わせください。
■審査会日時　７月５日（木）　午後2:30～8:00頃まで
■募集人数　　５人
■募集期間　　６月29日（金）まで

【ゆかた関連イベント】
☆「ゆかた無料着付けサービス」～ゆかたを綺麗に着こなそう！～
　ゆかたの着付けを無料にて行います。ゆかたと着付けに必要な小物

（帯、肌着、腰ひも等）をご持参ください。
■日　　時　７月７日（土）・８日（日）　午前10:00～午後4:00
■会　　場　前橋プラザ元気21　５階 第１・第２和室
　◇協力：糸のまち着物愛好会・なでしこクラブ
☆「ゆかた de チョットお得サービス＆スタンプラリー」
　七夕まつり期間中、マップ掲載店においてゆかた姿でお買い物、ご
飲食をされると各商店からチョットお得なサービスが受けられます。
また数店舗を巡ると豪華景品がもらえるスタンプラリーを予定してい
ます。
マップ配布場所：七夕まつり開催本部、前橋プラザ元気 21 等 
☆ワンコインで手作り髪飾りを作ろう！
■日　　時　７月８日（日）　午前11:00～午後2:00　
■会　　場　中央イベント広場
■参 加 費　500円（随時受付いたします）

【中央イベント広場でのイベント】
☆FM GUNMA Summer Program　前橋七夕まつり
　七夕まつりを彩る特設ブースを設けてのイベントを開催予定です。
■日　　時　７月６日（金）　午後3:00～8:00
■会　　場　中央イベント広場
☆ステージイベント 七夕フェスティバル
　和太鼓やダンス、吹奏楽等の各種団体によるパフォーマンスが披露
されます。
■日　　時　７月７日（土）・８日（日）　午前10:00～午後7:30
■会　　場　中央イベント広場
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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



　本年も花火大会有料観覧席を販売させて
いただきます。本年も６名定員のテーブル
席（駐車場１台付）を設置し、より多くの皆
様にゆっくりと花火を楽しんでいただきた
いと思います。
　有料観覧席内には専用トイレも設け、よ
り快適に観覧出来ますよう努めてまいりま
すので、是非ご検討ください。なお、昨年
はお陰さまで全席完売となりました。お早
目のご購入をお願いいたします。

　前橋の夏の風物詩として市民はもとより、県内外の皆様にも楽しんでいただいている前橋花火
大会は、本年も 8 月 11 日（土）に盛大に開催することとなりました。
　本年度も昨年より一層パワーアップした華やかな花火大会にしたいと存じますので、ご出費ご
多端の折、誠に恐縮ではありますが、格別なるご理解を賜り、ご協賛くださいますようお願いい
たします。

■募集協賛価格表

協賛クラス 協賛価格 ※ 1
協　賛　特　典

特別観覧席 T-1 チケット ガイドブック
企業名掲載

ホームページ
企業名掲載

Ⓐ ダイヤモンド 2,000,000 円 24 名分
駐車場 4 台付 24,000 円分

4L サイズ
企業ロゴ掲載

メッセージ 20 文字

4L サイズ
リンクバナー掲載

メッセージ 20 文字

Ⓑ プラチナ 1,000,000 円 12 名分
駐車場 2 台付 12,000 円分

3L サイズ
企業ロゴ掲載

メッセージ 20 文字

3L サイズ
リンクバナー掲載

メッセージ 20 文字

Ⓒ エメラルド 500,000 円 6 名分
駐車場 1 台付 6,000 円分

2L サイズ
企業ロゴ掲載

メッセージ 20 文字

2L サイズ
リンクバナー掲載

メッセージ 20 文字

Ⓓ ゴールド 300,000 円 3 名分
駐車場 1 台付 3,000 円分

L サイズ
企業ロゴ掲載

メッセージ 20 文字

L サイズ
リンクバナー掲載

メッセージ 20 文字

Ⓔ サファイア 200,000 円 ー 2,000 円分 M サイズ M サイズ

Ⓕ ルビー 100,000 円 ー 1,000 円分 S サイズ S サイズ

Ⓖ パール 50,000 円 ー ー 2S サイズ 2S サイズ

Ⓗ シルバー 10,000 円 ー ー 3S サイズ 3S サイズ

Ⓘ 上記以外協賛
(50 万円以上 ) ※ 2 500,000 円以上 協賛金額に応じ、特典を付加します

※ 1 左記金額は、消費税込
みの金額となっており
ます。

※ 2 協賛金額 500,000 円
以上に限り、従来の「単
独花火の打上」方法も
申し受け、ご要望によ
り各種オリジナル花火
を作成いたします。な
お、花火代金は上記協
賛価格以外の金額（例 
150 万円の花火を打
ち上げたい 等）も申
し受けますのでご相談
ください。

本誌に同封しました協賛申込書によりお申し込みくださいますようお願いいたします。
■お問合せ・お申込み　前橋花火大会実施委員会事務局　前橋商工会議所 商業観光振興課　Tel.027-234-5109

■有料観覧席販売種類
種　類 内　容 価　格 数　量

① 6 名用テーブル席（駐車場 1 台付） 定員　6 名 20,000 円 300 枠

② 個人用テーブル席（駐車場なし） 定員　3 名
※ 1 名から購入可能 1 名　3,000 円 500 席

③ 団体席タイプＡ（駐車場 5 台付） 定員 50 名 100,000 円 4 枠

④ 団体席タイプＢ（駐車場 2 台付） 定員 25 名 50,000 円 8 枠

■販売期間（予定）　平成 30 年 6 月 15 日（金）～ 7 月 20 日（金）
お問合せ 　前橋花火大会有料観覧席予約センター

 ㈱ JTB 群馬支店内
 営業時間：平日 午前 9:30 ～午後 5:30（土日祝日休業）　Tel. 027-310-3060

第 62 回前橋花火大会
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第62回前橋花火大会のご協賛及び有料観覧席のご案内

有料観覧席のご案内
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個人青色申告者のための記帳相談会
のお知らせ

第81回リテールマーケティング(販
売士)検定 １級試験
合格者１名 見事難関突破！

05 03
　源泉所得税納付等についての無料相談会を次の通り開催いたし
ます。お気軽にお申し込みください。

■日　　時　平成30年７月２日（月）　午前9:00～正午
■会　　場　前橋商工会議所 １階事務所内相談室
■対 象 者　個人事業者で青色申告をしている方
　　　　　　※ 青色申告会にご加入の方、税理士に依頼している

方はご遠慮ください。
■相談方法　関東信越税理士会前橋支部所属税理士による個別相談
■申込方法　 事前にお電話でご希望の日時をお申し込みください。

なお、申込人数の関係でご希望の時間に添えない場
合もあることをご了承ください。

■注 意 点　 事前にご持参いただく関係書類がございますので、
お申し込みの際に担当までご確認いただくか、当所
ウェブサイトをご確認ください。

お申込み・お問合せ
　前橋商工会議所 経営支援課　Tel. 027-234-5115

　第81回リテールマーケティ
ング（販売士）検定試験（去る2月
21日施行）の１級合格者の合格
証書授与式を4月12日に行いま
した。本検定試験は、流通業に
特化した唯一の公的資格であり、
販売技術や接客技術、在庫管理
やマーケティング等の小売業では必要とされる知識のみならず、
経営計画や財務予測と分析、社内の環境整備に至るまで、経営管
理に対する適切な判断の修得をも求めている資格であり、“販売の
スペシャリスト”とも言われております。
　前橋商工会議所管内では、２年連続の快挙で見事に1名が合格
されました。全国での合格率は約2割と、とても狭き門であります。
このような中、努力により難関を突破されたお１人をご紹介いた
します。
　○合格者（氏名・勤務先）
　　大平　昌俊　様　【（合）西友】

　産学官連携に金融機関の支援を加え、知的財産と産業の融合、
産業振興を図ることを目的に、毎年開催している会議です。基調
講演やテクニカルセッションの後、ビジネス交流会も行われます。
ビジネスチャンスをお探しの皆様、ご参加をお待ちしております。
■日　　時　平成30年７月23日（月）　午後1:00～6:10
　　　　　　（各種相談コーナーは午前10:00～）
■会　　場　前橋商工会議所会館内
■主　　催　群馬大学、前橋工科大学、前橋商工会議所
■プログラム　10:00～ 各種相談コーナー
　　　　　　13:40～ 基調講演
　　　　　　15:20～ テクニカルセッション
　　　　　　16:30～ ポスターセッション
　　　　　　17:10～ ビジネス交流会
　　　　　　※詳細は同封のお申込書をご覧ください
■お申込み　 当所ウェブサイトからお申込みいただくか、所定の

お申込書から必要事項をご記入の上FAX（027-
234-8031）にてお申し込みください。お電話での
お申し込みも承ります。

お問合せ 　 前橋商工会議所　工業振興課
　　　　　　 Tel. 027-234-5100　Fax. 027-234-8031

新たなビジネスチャンスを探せ！
第14回群馬産学官金連携推進会議
参加者募集

04前橋商工会議所女性会
創立60周年記念大会　開催06

　前橋商工会議所女性会は、昭和33年４月に設立され創立60周
年を迎えました。平成30年４月24日には「創立60周年記念大会」
として、記念式典並びに藻谷浩介氏を講師にお迎えした記念講演
会及び記念祝賀会を開催いたしました。
　来賓・会員等を併せ約150名の皆様にご出席いただき、盛会裡
に終了することができました。私たち女性会は、今後とも女性経
営者の向上と商工業の更なる発展のために一層の努力を重ねて参
りたいと考えております。
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中小企業大学校サテライト・ゼミ　
with 前橋市　のご案内07

　厳しい経営環境下において事業を継続・発展させるためには、
環境変化に応じて経営を革新していくことが不可欠です。経営革
新を実現するためには、自社の経営理念・経営ビジョンや内部・
外部環境を把握したうえで、それらを踏まえた経営戦略を検討す
る必要があります。本研修では、企業の経営革新を実現するため
の経営戦略の考え方を学び、自社の経営プランを作ります。

■受講対象者　 中小企業・小規模企業の経営者、経営後継者、経
営幹部等

■開催場所　前橋商工会議所（前橋市日吉町１-８-１）
■開催期間　平成30年９月６日（木）、13日（木）、27日（木）
　　　　　　10月11日（木）
　　　　　　全４日間　各回13:00～
■受 講 料　31,000円（税込）
■定　　員　15名
■お申込み　同封のチラシにてお申し込みください
　　　　　　※講座詳細は同封のチラシをご参照ください。
お問合せ

前橋商工会議所　経営支援課　Tel. 027-234-5115

　５月２日、市立前橋高等学校の開校記念式が同校で行われ、式
典後に当所曽我孝之会頭が「未来を切り拓く力」と題した記念講
演を行いました。
　講演のなかで曽我会頭は、「これからの企業に求められる人間像」
や「将来のために今やっておくべきこと」に触れたほか、商工会
議所の活動や前橋の企業を紹介し、「将来は是非前橋の企業で活躍
してほしい」と生徒たちにエールを送りました。

特別金融相談会（一日公庫）開催のお
知らせ

当所曽我会頭が市立前橋高等学校開
校記念式で記念講演を行いました

08
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　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、金融相談に応じる他、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30年６月14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 経営支援課　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）

関東財務局長が株式会社吉田鉄工所
を訪問10

　５月14日、株式会社吉田鉄工所において関東財務局によるヒア
リングが行われました。
　当日は、浅野僚也関東財務局長をはじめ５名が同社を訪問。吉
田勝彦代表取締役社長同席のもと、関東財務局の活動方針や管内
経済情勢について説明し、その後同社における最近の生産動向や
海外経済の動向による業績への影響、雇用の状況のほか、国の経
済・財政政策及び金融行政の要望等についての意見交換が行われ
ました。

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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（一社）前橋法人会
平成30年度上期特別研修会

県立前橋産業技術専門校スキルアップ
セミナーのご案内 赤城の恵ブランド認証品を募集します
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　前橋法人会では、平成30年度の上期特別研修会を開催致します。
　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様に受講いただきたくご案
内申し上げます。
■研修会場　前橋問屋センター会館　２階　会議室
■受 講 料　無　料
お申込み 　前橋法人会事務局に

　　　　　　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「会員証」をご持参下さい。

日　程 研修テーマ 講　　　師
６月５日
（火）

◎平成30年度税制改正のあらまし
　 所得拡大促進税制の見直し、事業承継

税制の特例の創設、個人所得課税の見
直しなど、税制改正のポイントについ
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
　髙見裕二  氏

６月18日
（月）

◎債権法改正と債権管理
　 倒産事件が少し目立つようになってき

ました。また、債権法を中心に改正さ
れた新民法が平成32年４月１日に施行
されます。万一に備えた平素の対策等
を改めて説明します。

丸山法律事務所
　所長
　弁護士
　丸山和貴  氏

６月26日
（火）

◎調査よもやま話（消費税編）
　 調査担当者が税務調査で遭遇した誤り

事例や注意すべき事例について消費税
を中心に解説し、併せて平成31年

（2019年）10月より実施される消費税
軽減税率制度について説明します。

前橋税務署
法人課税第一部門
　上席調査官
　新井敏雄  氏

　県立前橋産業技術専門校では、企業にお勤めの皆様のスキルアップを
はかるための講習を実施しています。

【７月の開催予定コース】
コース名 日　　　時

Word＆Excelビジネス実践講座 7/5（木）、12（木）
 9:00～16:30

簿記入門 7/5（木）、12（木）、19（木）、26（木）
 18:00～21:15

2D-CAD活用技術（設定編） 7/7（土）、14（土）
 9:00～16:30

JIS溶接技能者評価試験準備講習 
手溶接（A-2F等）

7/9（月）～12（木）
 17:00～20:15

広報デザイン基礎講座 7/10（火）、17（火）
 9:00～16:30

＊応募は先着順で、受講料は１コース１人¥9,600です。
＊募集締切日や、応募方法等については前橋産業技術専門校の
　ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
お問合せ 　群馬県立前橋産業技術専門校

　　　　　　 Tel. 027-230-2211(スキルアップセミナー担当)
　　　　　　 URL http://www.maetech.ac.jp/

　前橋市の優れた産品で、地産地消の推進と食の安全・安心の向上の取
り組みによって生み出されたものを認証する「赤城の恵ブランド」。こ
の認証を希望する産品を募集します。
　認証には条件があります。詳しくは問い合わせるか、前橋市ホームペ
ージをご覧ください。
■対　　象　 市内で生産・育成された農林水産物か、原材料に前橋産農

林水産物を使用し原則として市内で加工された加工品で、
市内で流通・販売され、前橋市のイメージアップやＰＲに
つながる個性・特長があるなど

■お申込み　 ５月21日（月）から６月29日（金）までに所定の用紙に記入し、
前橋市役所農政課（027-898-5841）へ直接

「赤城の恵ブランド」の認証を受けるメリット
・市内外の各種イベントで、試食や即売を行うことができます。
・ 認証品をＰＲする見本市への参加費用や、リーフレット作成等の補助

制度が利用できます。
・本市ホームページなどで認証品の情報を発信します。
お問合せ 　前橋市農政課ブランド推進係　Tel. 027-898-5841

「おすすめ！地域の物産市」＆
「ググっとぐんま観光キャンペーン
オープニングイベント」
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■会　　期　平成30年７月１日（日）～７月４日（水）
　　　　　　 ※ググっとぐんま観光キャンペーンオープニングイベント

は７月１日（日）のみ
■時　　間　10時00分～18時30分（１日は17時まで）
■会　　場　県庁１階県民ホール（前橋市大手町１－１－１）
■内　　容
　（１）おすすめ！地域の物産市
　　 　地域で人気の物産品を一堂に集めた物産市です。県内各地のお店

が出店し、スイーツや農水産加工品、お弁当などを販売します。発
売間もない新商品や隠れた逸品を中心に、地域で話題のお店はもち
ろん、過去の物産市で人気を博したお店も出店します。

　（２）ググっとぐんま観光キャンペーンオープニングセレモニー
　　 　７～９月に開催される「ググっとぐんま観光キャンペーン」のオ

ープニングを記念した観光イベントです。キャンペーンのテーマで
ある「水」に関連した展示、家族連れでも楽しめる体験企画のほか、
ぐんまちゃんなど、県内のゆるキャラも大集合‼

■費　　用　入場無料
お問合せ

群馬県観光局観光物産課
Tel. 027-226-3386
Fax. 027-223-1197

28年度の様子

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


