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【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 
　7/6　15:00～20:00
☆サントリーできたてプレモル販売ブース
　7/6 16:30～21:30 7/7・8　10:00～21:30
☆ステージイベント 七夕フェスティバル
　7/7・8　10:00～20:00

「無料おまつりバスの運行」
七夕まつり期間中、中心市街地は交通規制となります（10:00～
21:30）。周辺道路や駐車場は混雑が予想されますので、「無料おまつり
バス（７月７日（土）・８日（日）運行）」や公共交通機関をご利用ください。
また、交通情報、駐車場情報、イベント情報をまえばしCITYエフエム
（84.5MHz）でお知らせします。

【七夕早朝清掃ボランティアの募集】
・日時　7/7・8　7:00～8:00（雨天決行）
・集合　前橋中央駐車場
・内容　ごみ、空き缶などの収集
・備考　手袋、ごみ袋は実施委員会で用意

【子どもたちがつくる七夕まつり】
☆七夕まつり児童絵画展
　7/4～7/10（スズラン百貨店内）
☆ぼくとわたしの手作り七夕 
　～園児による竹飾り～
　7/5～7/8
　（千代田通り・銀座通り）
☆上毛電鉄七夕まつり号運行
　6/14～7/10
☆こども広場
　7/7　10:00～15:00
　7/8　10:00～14:00
　(前橋プラザ元気21)

【“えん”が取り持つ駅前七夕】
☆学生によるワークショップ
　7/7・8　10:00～18:00
☆ オープンカフェ　
　7/7・8　12:00～14:00
　（前橋駅前通り・ケヤキ並木サロン）

【その他のイベント】
☆前橋東照宮 短冊飾り　7/7・8
☆前橋うまいもん市　　 7/7・8
(ともに前橋プラザ元気21内)

当日のお問合せ先
☆開催本部　027-232-9711 （前橋七夕まつり実施委員会）
☆警備本部　027-232-9713 （前橋警察署）
☆消防現地警戒本部　027-232-9712 （前橋市消防局）
※ともに10:00～21:30
※場所は前橋中央駐車場内

【七夕飾りを見て回ろう！】
七夕飾りの出来映えを
競う飾りコンクールを
５日に開催。結果は６
日に開催本部やホーム
ページ等でお知らせし
ます。

【ゆかたを着て出かけよう!】
「ゆかた」をキーワードとするイベントを行っていま
す。夏の風物詩「ゆかた」を
着て七夕気分をお楽しみく
ださい。
☆ 「ゆかた de チョットお得
サービス＆スタンプラリ
ー」　7/5～7/8

☆ ゆかた無料着付けサービス
　7/7・8　10:00～16:00
　（前橋プラザ元気21 ５階 第１・２和室）
☆まちなかキャンパス～ ワンコイン髪飾りを作ろう！
　7/7　11:00～15:00 （中央イベント広場）

【7/7・8立川町通りが歩行者天国に！】
○乗ってさわって体験しよう！色んな乗り物が登場！
○竹飾りコーナー～市民の願いを込めて～
○前橋競輪スピードチャレンジ

第68回 前橋七夕まつり（７月５日（木）～８（日））開催!!
　今年も商店街の伝統的な竹飾りや市内保育所(園)児の手作りの竹飾り、
たくさんのイベントが行なわれます！詳細はウェブサイトをご覧ください。
　URL  http://www.maebashi-cci.or.jp 

■お問合せ　前橋商工会議所 商業観光振興課
　　　　　　Tel. 027-234-5109

※ 予定が変更になる場合がございます。
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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。



　関東を中心とした商工会議所が連携して開催する完全事前予約
制の受発注商談会！事前の情報提供をもとに、具体的な発注案件
に対して、受注希望企業が商談の申込みを行うため精度の高い商
談が行えます。取引先の新規開拓と情報収集のチャンスです！是
非、この機会にお申し込みください。

■開 催 日　平成30年10月５日(金)
■場　　所　丸の内二丁目ビル（東京都千代田区丸の内 ２-５-１）
■参加対象
　 金属製品、機械器具、関連業種（加工・組立・試作）、樹脂成形・

加工、その他関連工事等の商談に対応可能な主催商工会議所エ
リア及び関東近県の製造業者

■募集企業数　受注希望企業200社（発注企業35社を予定）
■参加方法
　 ・ エントリーシートを入手のうえ、東京商工会議所ビジネス交

流センターまで、メール（bizkoryu@tokyo-cci.or.jp）にてお申
込み

　・ エントリー締切後に、発注案件の一覧と参加申込書を郵送に
てお送りしますので、内容をご確認ください

　・ 対応可能な案件がありましたら商談を申し込みます。
　・商談申し込み後、発注企業からの指名があれば、商談会当日に

商談となります

　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）に盛大に開催いたし
ます。本年も花火大会有
料観覧席を販売させてい
ただきます。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。

■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名あたり
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７月27日(金)まで　※完売次第、終了
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

■エントリーシート入手方法
　 東京商工会議所ウェブサイトからダウンロードできます。ダウ

ンロードできない場合は、個別にメール送付も可能です。
　ＵＲＬ　http://www.tokyo-cci.or.jp/hakkutsu/
　※１  エントリーシートをご提出いただいただけでは、商談会に

参加することはできません
　※２  エントリー・参加申し込みは、貴社の希望する発注企業と

の商談ならびに受注を約束するものではありません
■エントリーシート提出締切
　受注希望企業…平成30年７月23日（月）
　発注希望企業…平成30年７月12日（木）
　※定員に達した場合、期限前でも募集終了となります
■費用
　 　エントリー無料。商談会当日の商談に至った場合、商談件数

に応じて参加費（税込）を東京商工会議所に後日、お支払いいた
だきます。

　・主催商工会議所の会員事業所：1,000円／件
　・その他の事業所：2,000円／件
　　※前橋商工会議所は主催商工会議所の一つです
お問合せ

前橋商工会議所 中小企業振興部 工業振興課
　Tel. 027-234-5100
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受注企業エントリー募集中！ ザ・商談！し・ご・と発掘市

第62回前橋花火大会 ８月11日（土）開催！ 有料観覧席の販売は、７月20日（金）まで!!

02

03

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
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前橋商工会議所 メールマガジン
登録事業所募集中！

消費税軽減税率制度等説明会のご案内
～前橋商工会議所・前橋法人会・前橋市共催～04 06

　当所では、会員の皆さまに様々な情報をタイムリーにお届けす
ることで、企業経営にお役立ていただきたく、メールマガジンの
配信を８月上旬より開始します。会員皆様のご登録をお待ちして
おります。

■配信内容（予定）
　・講習会・セミナー、相談会のご案内
　・補助金・助成金の情報
　・各種イベント情報　など
■お申込方法
　１．当所ホームページの申込フォームから登録
　２．今月号に同封お申込書に必要事項をご記入いただき、
　　　FAX（027-234-8031）にてお申し込みください
　　　※お申込書はホームページからダウンロードできます
お問合せ

前橋商工会議所 情報発信課　Tel. 027-234-5113

　会員事業所の“自慢の逸品”を東京・秋葉原の「日本百貨店し
ょくひんかん」において、「地域うまいもんマルシェ」として展示
販売します。ぜひ、ご来場ください。

■日　　時　平成30年７月24日(火)～30日（月）
　　　　　　午前11:00～午後8:00
■会　　場　日本百貨店しょくひんかん 館内の催事スペース
　　　　　　（東京都千代田区神田練塀町８-２ CHABARA内）
　　　　　　ＪＲ秋葉原駅より徒歩３分
■出品情報　

お問合せ
前橋商工会議所 商業観光振興課　Tel.027-234-5109

　消費税の軽減税率制度は、2019年10月１日からの消費税10%
引き上げと同時に導入されます。軽減対象品目を取り扱う事業者
だけでなく、会議費や交際費として飲食料品等を購入する事業者
や、消費税免税事業者も、取扱商品の適用税率の確認や適用税率
ごとの区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要となります。

■日　　時　平成30年８月23日（木）　午後２:00～４:00
■会　　場　前橋商工会議所 ２階 ローズ
■講　　師　前橋税務署法人課税第一部門 職員
■定　　員　150名
　　　　　　（先着順・１事業所２名以内・一般の聴講も可）
■参 加 費　無料
お申込み

　前橋商工会議所 経営支援課　Tel. 027-234-5113
　※ 同封するチラシに必要事項をご記入いただき、
　　FAX（027-234-8031）にてお申し込みください。

　群馬県では、食品ロスの削減に積極
的に取り組む、飲食店や宿泊施設、食
料品小売店を「ぐんまちゃんの食べき
り協力店」として登録、PRしています。
食品ロスの抑制により、処理経費の削
減や従業員の省力化、県ホームページ
での紹介によるアピールや自社のイメ
ージアップなどにつながります。ご登
録にご協力ください。

■登録手順
　１． 申請書に必要事項をご記入のうえ、下記までお申し込み（郵

送・FAX・Eメール・持参）ください
　２． 登録完了後、事業所へポスター、卓上ポップ、ステッカー

を郵送します。申請書は県ホームページからダウンロード
できます　URL:http://www.ecogunma.jp/?p=4842

お問合せ
群馬県 廃棄物・リサイクル課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
Tel. 027-226-2852　FAX. 027-223-7292
E-mail：haikirisaka@pref.gunma.lg.jp

「ぐんまちゃんの食べきり協力店」の
登録にご協力ください
～群馬県からのお知らせ～

07地域うまいもんマルシェ
～日本百貨店しょくひんかんに
　会員事業所２店が出品～

05

モン・コナモン（米粉クッキー） 山都園（玄米ほうじ茶）
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　毎年、会員事業所野球大会を開催し、明るく健康な職場づくりを応援して
います。本年は、20チーム参加のもと桃ノ木川グランド （前橋市東片貝町 
417-4）にて開催します。最新の結果は当所ウェブサイトをご覧ください。
お問合せ 　前橋商工会議所 総務課　Tel. 027-234-5111 

第42回前橋商工会議所
会員事業所野球大会開催中!!08

2018ジャパンパラ陸上競技大会が
前橋で初開催されます09

　ジャパンパラ陸上競技大会は、パラリンピック等の国際大
会で活躍できる選手の育成・強化を目的に、1991年に創設
された国内最高峰の陸上大会で、群馬県では初めての開催と
なります。
　国内外からリオ2016パラリンピックのメダリストをはじ
め、世界トップアスリートが前橋に集結し、世界公認大会に
ふさわしい熱戦が繰り広げられます！
　また、スタジアム敷地内には、キッチンカーやパラスポー
ツが体験できるコーナーなども設置予定です。ご家族、ご友
人お誘い合わせの上ぜひご来場ください。

■開 催 日　平成30年７月７日（土）・８日（日）
■会　　場　正田醤油スタジアム群馬
　　　　　　※ 前橋駅前からスタジアムまでシャトルバスの運行予定
■主　　催　（公財）日本障がい者スポーツ協会
■後　　援　スポーツ庁、群馬県、前橋市、群馬県教育委員会、
　　　　　　前橋市教育委員会 前橋商工会議所 他
■詳細は、ジャパンパラ陸上競技大会ウェブサイトをご覧下さい
　URL http://www.jsad.or.jp/japanpara/athletics/

第42回前橋商工会議所 会員事業所野球大会トーナメント表（平成30年６月25日現在）

マチダコーポレーション㈱

㈱ヒロキコーポレーション

群馬トヨペット㈱

パナソニック関東設備㈱

星野総合商事㈱

㈱関東高圧容器製作所

㈱アドバンティク・レヒュース

㈲グローバルファクトリー

関東精機㈱

ぐんぎんシステムサービス㈱

前橋税理士会

㈱東和銀行

朝日印刷工業㈱

関東製酪㈱

吉田食品㈱

カネコ種苗㈱

㈱カミムラグループ

平方木材㈱

公益社団法人前橋青年会議所

㈱アルファプラン

6/10
D1

6/3
B2

6

7

3

7

7

3

9

14

1

10
10

9

5

0

1

7

0

2

2

1

3

3

0

6

6/3
A1

6/10
B1

7/22
A1

6/10
C1

6/3
B1

6/3
C2

7/1
B1

7/1
A1

7/1
B2

6/3
C1

6/10
B2

7/22
A2

6/10
C2

6/3
D1

6/10
D2

7/1
B3

7/29
A1

試合日程
６月 ３日(日)　６試合

６月10日(日)　６試合

７月 １日(日)　４試合

　　　　　　　  準々決勝
７月22日(日)　２試合

　　　　　　　  準決勝
７月29日(日)　１試合

　　　　　　　  決勝

試合開始時間
1　　9:00

2　　11:00

3　　13:00

※トーナメント表の試合日時の見方

*ローマ字はグランド

*数字は試合開始時間

例）6/3　A2

→　Aグランド第２試合

　　（11：00～）

(C)エックスワン
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予約による年金相談のご案内
～前橋年金事務所からのお知らせ

前橋周辺商店街（協）七夕まつり感謝還元セール
市内30商店街、261店が参加のスーパービッグ
セール開催

前橋市の観光特使　「バラの女王」
第26代 ローズ・クイーン決定‼

13

10 12

　前橋年金事務所では、予約に
よる年金相談を実施しておりま
すので是非ご利用ください。

■予約申込方法
　 　年金相談のご予約は、相談

希望日１か月前からお電話又
は年金相談窓口でお受けいた
しております。ご予約の際に
は、相談者および配偶者氏名、
基礎年金番号、電話番号、相談内容等について確認させていた
だきます。

■予約時間帯
　月曜日～金曜日　午前8:30～午後4:00
　　　　　　　　　（週の初日は午後6:00まで）
　第２土曜日　　　午前9:00～午後3:30

※ 年金相談にお越しの際は、年金手帳または年金証書（基礎年金番号が確認で
きるもの）、相談者本人であることを確認できるもの（運転免許証等）をご持
参のうえ、予約時間までにお越しいただき総合窓口にお申し出ください。

お申込み・お問合せ 　

　予約受付番号　ねんきんダイヤル　Tel. 0570-05-4890
　前橋年金事務所　お客様相談室　　Tel. 027-231-1709

　前橋周辺商店街（協）では、毎年恒例の
七夕まつり感謝還元セールを実施いたし
ます。期間中にポスター掲示のセール参
加店でお買物等をされた方にもれなくオ
リジナルボックスティッシュをプレゼン
ト、更に参加店にある応募はがきから抽
選でお買物券をプレゼントします。

■セール期間　平成30年７月１日(日)～16日(月)
■景　　　品　セール参加店でご利用できるお買物券
　　　　　　　2,000円分を500名様にプレゼント！
■応募締切り　平成30年７月20日（金）
■当 選 発 表　８月中旬に景品の発送をもって代えさせて頂きます。
お問合せ 　前橋周辺商店街（協）　Tel. 027-234-5655

※ 七夕まつり中の７月７日（土）・８日（日）に前橋プラザ元気21の
１階にて、「七夕だぞっ！　前橋うまいもん市」を開催します。

　『第26回ローズ・クィーンコ
ンテスト』の最終審査会が、平
成30年６月２日（土）、前橋商
工会議所青年部 緑水会主催に
より、前橋プラザ元気21にて
行われました。厳正な審査の結
果、女屋 詩織（おなやしおり）
さんと名達 美里（なだちみさ
と）さんの２名が新ローズ・ク
ィーンとして選ばれました。２
人は１年間、前橋市や商工会議
所が主催するイベントに観光
大使として参加します。

皆様の取組で保険料率が変わる！ 
～協会けんぽ群馬支部からのお知らせ～
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　協会けんぽでは、加入者及び事業主の皆様の取組に応じてイン
センティブ（報奨金）を付与し、それを健康保険料率に反映させる

「インセンティブ（報奨金）制度」を平成30年度から導入いたしま
した。（※保険料率への反映は平成32年度からとなります。）加入
者及び事業主の皆様から一律にご負担いただいた財源を活用して
協会けんぽ全支部を下記の５つの評価指標でランクづけを行い、
上位過半数の支部には得点に応じた報奨金により保険料を引き下
げます。

インセンティブ制度における評価指標と加入者様へのお願い
①特定健診等の受診率の向上
　年１回健康診断を受けましょう
②特定保健指導の実施率の向上　③特定保健指導対象者の減少
　保健指導のご案内が届いたら、積極的にご利用ください
④要治療者の医療機関への受診率の向上
　医療機関への受診案内が届いたら、必ず受診してください
⑤後発医薬品の使用割合の向上
　 「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」が届いたら、医師・

薬剤師に相談してください

お問合せ 　全国健康保険協会 群馬支部
　　　　　  Tel. 027-219-2100

第26代ローズ・クイーンに選ばれた
女屋さん（右）と名達さん（左）

見　本

会長青木  勇群 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


