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第62回前橋花火大会協賛事業所の皆様、ご協力ありがとうございました。
この場をお借りしまして、厚く御礼を申し上げます。

INFORMATION

■ダイアモンドスポンサー
群馬トヨペット㈱

■プラチナスポンサー
フレッセイグループ
　㈱フレッセイ
　力丸流通サービス㈱
　㈱フレッセイヒューマンズネット

■エメラルドスポンサー
カネコ種苗㈱
群馬綜合ガードシステム㈱
㈱サンワ
上越印刷工業㈱
上州花火工房
ソネット㈱
㈱メモリード

■ゴールドスポンサー
金井金属工業㈱
金井電器産業㈱
中屋商事㈱
かるなばーる
環境システム㈱
㈱群馬銀行
㈱コシダカホールディングス
ＧＮホールディングス㈱
㈱上毛新聞社
税理士法人ＲＩＴＡ会計
ＲＩＴＡ社会保険労務士法人
設計事務所有志一同
　㈱石井設計
　㈱イノ設計
　㈱核建築研究所
　勝山一級建築士事務所
　㈱神山設計
　㈱小沼設計
　㈱新設計事務所
　㈱須田建築計画工房
　㈱福島建築設計事務所
　㈱亦野建築設計事務所
　㈱丸最建築事務所
　㈱丸進建築設計事務所
　㈱山田工務所
㈱綜合プランニング
中央カレッジグループ
　学校法人有坂中央学園
　学校法人中央総合学園
トヨタカローラ群馬㈱
㈱ニッパンレンタル
ネッツトヨタ群馬㈱
富士スバル㈱
㈱ホンダカーズ群馬
協同組合前橋問屋センター
　阿部産業㈱
　㈱オオタヤ
　㈱岡野機械

　木戸㈱
　群馬協同㈱
　群馬ビーエス㈱
　㈱ＳＡＮＫＩ
　㈱鈴木商会
　トリニティアグリ㈱
　原沢商事㈱
　㈱春木堂
　平出紙業㈱
　㈱藤田
　㈱ホンダカーズ群馬
　社会福祉法人陽光会
マチダグループ
　マチダコーポレーション㈱
　マチダマーケティング㈱
　マチダトランサービス㈱
　ザウス㈱
㈱吉田鉄工所

■サファイアスポンサー
池下工業㈱
門倉電機㈱
関東精機㈱
小林工業㈱
㈱三進
サンヨー食品㈱
Ｊネットレンタカー
しののめ信用金庫
㈱シャープドキュメント富士
昭和造園土木㈱
ぐんまフラワーパーク
㈱ジンズ
㈱セキチュー
立見建設㈱
㈱東和銀行
㈱ヒロタ
㈱フジサワ
星野総合商事㈱
(公財)前橋観光コンベンション協会
前橋市農業協同組合
前橋市役所幹部職員一同
　　　　　火曜会・春秋会
宮下工業㈱
ヤマダグリーンドーム前橋
㈱ヤマダ電機
㈱ヤマト
ユーコム㈱
　auショップ前橋
　auショップ前橋けやきウォーク
㈱レストランスワン

■ルビースポンサー
朝日印刷工業㈱
㈱板垣労務管理事務所
㈱エフエム群馬
かいだんの群鐵
㈱加藤建材

㈱カミムラ
関東測量㈱
技研コンサル㈱
牛や清
車の㈲ケープランニング
㈱群馬機械
群馬県信用保証協会
群馬中央バス㈱
群馬テレビ㈱
群馬日野自動車㈱
群馬ミート㈱
ケービックス㈱
㈱幸煎餅
佐田建設㈱
三陽技術コンサルタンツ㈱
㈱ジーシーシー
ＪＲ前橋駅
㈱ＪＴＢ群馬支店
㈱新進
㈱総合ＰＲ
㈱第一テクノ群馬支店
たくみ㈱
卵とプリンのお店後閑養鶏園
㈲中央電機商会
東京ガス㈱群馬支社
㈱登利平
日典ラサ
花の芙蓉苑
HondaCars前橋北 上小出店
㈱マエキ
前橋自動車教習所
前橋七社会
　レンゴー㈱
　理研鍛造㈱
　㈱前橋ＬＩＸＩＬ製作所
　㈱ナカヨ
　日本精工㈱
　日新電機㈱
　サンデンホールディングス㈱
㈱皆川製作所
㈱みまつ食品

■パールスポンサー
㈱赤城国際カントリークラブ
あかぎ信用組合
泉沢工業団地連絡協議会
㈲イベントセキュリティプロデュース
鵜川興業㈱
㈱エスアール・プラン
ＮＴＴ東日本群馬支店
㈲ＭＫアイリス
オグラ塗装㈱
小野里工業㈱
開発技術㈱
㈱オウギ工設
㈱勝山工務所
金井興業㈱

㈱神垣鉄工所
河島塗装㈱
㈱環境技研
㈱関電工群馬支社
㈱関東高圧容器製作所
関東防災工業㈱
協和商工㈱
蔵前産業㈱
㈱クレイフィールド
㈱群電
群馬県卸酒販㈱
群馬電工㈱
ぐんまみらい信用組合
群馬ヤクルト販売㈱
㈱コイデ
コーエィ㈱
敷島公園観光連盟
上毛資源㈱
上毛電業㈱
スーパーＤ'ステーション前橋大利根店
スーパーＤ'ステーションガーデン前橋店
Ｄ'ステーション前橋若宮店
㈱スズラン百貨店前橋店
㈱セレスポ群馬支店
㈱セントラルサービス
ソースかつ丼の大村総社
㈱太閣産業
高崎信用金庫前橋支店
田子会計事務所
㈱中央ビジネス
ＴＡ＆Ｍ税理士法人
㈱ドコモＣＳ群馬支店
都市開発設計㈱
㈱利根設計事務所
㈱トムコ
永井運輸㈱
永田会計事務所
㈱中野
萩原工業㈱
羽鳥国際特許商標事務所
パナソニック関東設備㈱
平方木材㈱
富士機械㈱
プライベートジムＤＲＯＩＴ
㈱マエダスタジオ
前橋市再生資源事業(協)
(協)前橋生鮮食料品総合卸売市場
三原工業㈱
ぐんかんアモート
横田会計事務所
龍海院酒井雅楽頭家顕彰会

■シルバースポンサー
上毎印刷工業㈱
まえばしＣＩＴＹエフエム
前橋周辺商店街連絡協議会
㈱栢野

㈱西建
㈲マメゼン商店
前橋商工会議所女性会有志一同
　㈲石川不動産鑑定士事務所
　㈱上州ミート
　しんとう石材
　㈱三貴総業
　㈱インテリアゴトウ
　日本きもの群馬着装普及協会
　大弘堂㈱
　㈱鈴正コンサルタンツ
　モリタ印刷工業㈱
　オートクチュールプリムラ
　嶺工機㈱
　㈱希彰堂
　㈱いけはた
　カサ・デ・イーダ
　㈱たむらや
　㈱栄光ファニチャー
　東横イン前橋駅前
　㈱フラワーやない
　長谷川農園
　㈱前橋大気堂
　和佐田幸子司法書士事務所
　㈱ブライトホープ
前橋商工会議所青年部緑水会有志一同
　㈱丸セ紙工
　㈱久保塗装
　㈲ＳＭＡＣＫ
　前橋成形工業㈱
　㈱ユートラスト
　ワタビキミート㈱
　㈱ライフデザイン
　㈱サンネット
　西巻会計事務所
　㈱一条工務店群馬
　都市クリエイティヴ㈱
　㈱丸栄産業
　㈲木暮総業
　萩原設備㈱
　㈱ソーラーエコ
　斉藤クリエート食品㈱
　㈱ヘルシーミルク
　富士工営㈱
　荻野税務会計事務所
　㈱コバヤシ企画
　㈲小林タイヤサービス
　(医)誠歯会はが歯科医院
　㈱エイチ・アイ・エス法
　人旅行営業本部群馬営業所
　朝日印刷工業㈱
　相模屋食料㈱
　エイトトゥエイト㈱
　松村興業㈱
　㈱ファミリーパートナーズ
　㈲フジ不動産
　㈱アミックカーライフ

※公式ガイドブック掲載順
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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
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第42回会員事業所野球大会
㈲グローバルファクトリーが初優勝‼02

　第42回会員事業所野球大会は７月29日（日）に桃ノ木川グラン
ドにて決勝戦が行われ、㈲グローバルファクトリーが初優勝を果
たしました！
■大会結果
　優　勝：㈲グローバルファクトリー
　準優勝：群馬トヨペット㈱
　３　位：㈱東和銀行　カミムラグループ
■個人賞（敬称略）
　最高殊勲選手賞：樋口　明久（㈲グローバルファクトリー）
　最優秀投手賞：見附　祐希（㈲グローバルファクトリー）
　優 秀 選 手 賞：星野　文哉（群馬トヨペット㈱）
　敢 闘 選 手 賞：須永　恭平（㈱東和銀行）
　　　　　　　　　数納　武晴（カミムラグループ）

　グループワーク等を通じてマーケティングの基礎知識や手法を
学び、自社のマーケティング戦略の構築に向けた実践的な学習が
できる講座です。業種問わず、商品開発や販路開拓に取り組む事
業者の方必見です。
■日　　時　平成30年10月18日（木）・25日（木）
　　　　　　両日ともに午前9:30～午後4:30（途中休憩１時間）
■会　　場　前橋商工会議所　３階　アネモネ
　　　　　　 講師　時山　正　氏
　　　　　　（合資会社コンサルタンツ　ノヴァーレ　代表）
■対　　象　経営者、後継者、経営幹部等
■定　　員　20名
■受 講 料　無料（但し、昼食は各自でご用意ください）
■主　　催　前橋市・前橋商工会議所
お申込み

同封の申込用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえFAX（027-234-
8031）にてお申込みください。
お問合せ

前橋商工会議所　経営支援課　Tel. 027-234-5115

専門家と一緒に自社のマーケティング
戦略を考える『実践的マーケティング
講座』を開催！

03

　㈲中村組
　㈱ユニバースサイン
(公社)前橋青年会議所有志一同
　ユーコム㈱
　㈱ブレーン
　㈱ホンダカーズ群馬
　㈱小池ケアサービス
　㈱前橋紙工
　大幸建設㈱
　辻通信㈱
　㈱吉田鉄工所
　永井運輸㈱
　㈲浅野ゴルフサービス
　㈲斉藤貨物
　群馬労務サポート㈲
　㈱ドリームエポックカンパニー
　福島産業㈱
　山﨑賢治税理士事務所
　㈱マエキ
　小林工業㈱
　風の詩法律事務所
　アクセルクリーン㈱
　㈱ウインライフ
　㈱宮澤工務店
　あんしん計画㈱
　㈱山内電設
　春山・星野法律事務所
　㈱ナベリフォーム
　㈱フジワ工業
　開文社印刷所㈱
㈱アーキズムあすか設計

㈱相沢商店
アイティーエス㈱
アサヒビール㈱群馬支社
荒井会計事務所
㈱アリギス
㈱アンティム
イーケーエレベータ㈱
市花税務会計事務所
㈲イマイシステム
大島工業㈱
㈲おおとね花ショップ
㈱オオトリ
㈱オノウエ
菓子問屋㈱上信
鹿島建設㈱
ガスの田島屋
税理士法人加藤会計事務所
狩野自動車工業㈱
㈱川尻電気
㈱カワチ薬品
㈱環境保全センター前橋営業所
関東保安警備㈱
関東ホーチキ㈱
神戸義明税理士事務所
㈱岸部梱包商事
㈱木村工務店
㈱ギャラリー杜
㈱キャリアップ
㈱協和設計事務所
桐生信用金庫前橋支店
(一社)群馬県バス協会

㈱群馬清風園
群馬土地㈱
群馬ビル㈱
群馬緑化㈱
(医)健英会おうみグループ
小林屋
㈲コマイ・ハウジング
㈲斉藤工務測量事務所
ザスパクサツ群馬
佐藤昌義税理士事務所
澤口富澤税理士事務所
㈲三翠楼松し満
重山義則税理士事務所
設楽印刷機材㈱
渋沢テクノ建設㈱
㈱シマダ葬祭
商工中金前橋支店
㈱上毛義肢
上毛鉄道愛好会
昭和木材㈱
清酒関東の華 聖酒造
関口建材㈱
㈲積成工業
ソピア精機㈱
大栄産業㈱
大永ドリーム㈱
㈱ダイエーパッケージング
大幸㈱
大黒食品工業㈱
太陽農産㈱
大和証券前橋営業所

㈱高取製作所
高橋功税理士事務所
タチバナ自動車工業㈱
田中鑿泉重工㈱
㈱旅がらす本舗清月堂
㈲タムラ看板
中華獅子丸
㈱塚田製本所
税理士法人テシマ会計
天下一品 前橋大友店
㈱天国社中央
東朋産業㈱
㈱徳永
利根郡信用金庫前橋支店
㈲トヤマかばん店
㈱永井組
㈲長岡商店
㈱中島プリント商会
㈱ナカダイ
㈱ナゴミガーデン
㈱ナブアシスト
㈲西尾呉服店
ニチアス㈱
日本ハイコム㈱
㈱ニワノ
㈱ヌクイ
㈲野口組
原澤税理事務所
Ｐ-コミュニケーションヤマギシ
㈱ヒルマ機工
㈱福田不動産

ふく成
フジコー㈱
㈱プラスフィルム
㈱北栄
㈱ホソイ食品
本州油化㈱
前橋園芸㈱
(公社)前橋市医師会
㈱前橋タイヤサービスセンター
㈱前橋包装
増田煉瓦㈱
丸登製絲㈱
丸茂一木材工業㈱
㈱丸山製作所
㈱水本園
三友建設㈱
㈲宮城衛生
㈱みやぎや
モテコ出版㈱
山口会計
㈱ユアサ
吉田工業㈱
㈱ライブ環境建築設計
ラピッツェリア・煉化の蔵
㈲リョウモウ

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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平成31年年度　商工業振興対策等に関する要望を前橋市と前橋市議会へ提出04

まちづくり振興
■まちの顔を創る
　１． 新しい価値の創造（めぶく）を実施するための民間による様々

な取り組みへの積極的な支援について
　２．中心市街地の賑わい創出事業について
　３．中心市街地活性化法に基づく計画認定について
　４． 中心市街地における歴史遺産等を活かした観光の取り組み

強化について

■ブランドイメージを創る
　１．各種メディアを活用した積極的な前橋の情報発信強化について
　２．MICE事業並びに外国人を含む観光客誘致について
　３． 日本で最初の器械製糸場を操業した「糸のまち前橋」の歴史的

人物や建造物等を活用した観光施策の積極的な展開について

■快適なまちを創る
　１．スムーズな車輌運行のための市内交差点等の改善について
　２．前橋市内主要道路網の整備について
　３．ＪＲ両毛線を基軸とした群馬県内鉄道網の充実について

■安心・安全なまちを創る
　１．大規模災害発生時の地域防災力の充実について
　２． 使用されていない老朽空き家の解体に伴う諸費用の補助に

ついて
　３． 「県都まえばし創生プラン」(前橋版人口ビジョン・総合戦略)

の積極的な推進について
　４． 「健康医療都市・まえばし」を実現するための積極的な施策

の展開と支援について
　５． 地域の特性に応じた「地域包括ケアシステム」のさらなる

構築について
　６． 専門医療サービスの優位性を活かしたメディカルツーリズ

ムの推進と多言語に対応した観光案内情報が見られるスマ
ートフォンアプリの配信による利便性の向上等について

　７．災害等緊急時に対応する危機管理体制の整備について

産業振興
■商業振興
　１． 充実した高速道路及び幹線道路を活かした沿線での企業誘

致を促進するための産業用地の確保、救援物資ロジスティ
クス・ネットワーク等の物流拠点整備について

　２．買い物弱者対策支援制度の充実について 
　３． 設備投資促進補助金やIT化推進補助金等、全業種で利用で

き生産性向上を推進する補助金の予算枠の拡充

■工業振興
　１．企業誘致の促進について
　２．助成制度について

■企業支援
　１．小口資金における信用保証料の全額補助期間の延長について
　２． 群馬県小規模企業事業資金における信用保証料の補助につ

いて
　３． 補助金等の支援メニューの周知徹底と相談体制の整備・運

営に対する支援について
　４．産業人材の採用・確保への支援について
　５．人材雇用支援について
　６．新たな成長分野における即戦力人材の育成支援について
　７． 食品製造事業者への危機管理（衛生・品質管理）体制強化に

対する具体的な支援策の提示について
　８． 「地域経済分析システム（RESAS（リーサス）」の活用周知に

ついて
　９． 建設関連業界への新規就職者の増加を図る施策や予算措置

及び若年労働者の技術の育成支援について
　10． 建設関連業界（測量、設計、点検、調査業を含む）の健全育

成支援について
　11．公共的建築物への県産材の積極的な活用について

■成長産業振興
　１．ごみ対策について
　２． 「フロン排出抑制法」の適正な運用を図るための周知強化に

ついて

　前橋商工会議所は、地元中小・小規模事業者を代表し、地域唯一の総合経済団体として、皆
様の声を35項目に取りまとめ、８月10日（金）に正副会頭、組織運営委員長が前橋市長及び前
橋市議会議長宛に「平成31年度 商工業振興対策等に関する要望書」を提出いたしました。今
回は、官民一体となったまちづくりや、情報発信の強化、市民の安全確保、そして産業振興で
は企業誘致や企業支援策などを重点事項に掲げ要望いたしました。要望事項は以下の通りです。

※アンダーラインは重点事項
三森市議会議長と
浅井副議長へ提出

山本市長へ提出

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。



202018.09

INFORMATION
第27回 前橋周辺商店街ふれあい
バザール開催 !!

まえばしめぶくトーク .05
「世界最先端のイノベーションを語ろう。」開催05 07

　敷島公園・松林でふれあいバザールを開催いたします。県内最
大級のフリーマーケットや、おなじみの商店街の模擬店、たのし
い子どもゲームコーナーを始め、イベントが盛りだくさん！さら
にすてきな景品が当たる空くじなしの抽選会も開催。
　なお、お車でお越しの際は、利根川河川敷のばら園臨時駐車場
かばら園北駐車場をご利用ください。

■日　　時　平成30年９月９日（日）　午前 9:20～午後 3:00
■会　　場　敷島公園 松林
お問合せ  　前橋周辺商店街連絡協議会　Tel. 027-234-5655

　2016年８月に官民共同で制定された前
橋ビジョン「めぶく」――この大地におけ
る新たなる芽吹きに注目し、継続的に応援
すべく開催する「まえばしめぶくトーク」。
第５回目は、「世界最先端のイノベーション
を語ろう。」をテーマに、エバーノートジ
ャパン元会長・外村仁（ほかむらひとし）氏
をゲストにお迎えし、基調講演とトークセッションを行います。
■日　　時　平成30年９月29日（土） 
　　　　　　午後7:00～8:30（開場：午後6:30）
■会　　場　群馬会館 ２階ホール（前橋市大手町２-１-１）
■ゲ ス ト　外村　仁　氏（エバーノートジャパン元会長）
お申込み 　事前申込は不要  ※入場無料
お問合せ 　前橋まちなかエージェンシー

　　　　　　info@machinaka.agency  
■主　　催　（一財）田中仁財団
■後　　援　前橋市・前橋商工会議所

　技能検定は、働く人の技能の習得段階を評価する国家検定制度
です。
■出願期間等
　 平成30年10月１日（月）から10月12日（金）までの期間に職業

能力開発協会にて受付
■試験会場・受検資格・受検手数料
　受検する級や職種によって異なります。
■技能検定合格のメリット
　○「技能士」と名乗ることができます。
　○ 検定職種及び等級に応じて、他の資格の

受験資格が得られたり、一部試験が免除されます。
　○ 企業では、技能士がいることにより生産性の向上や製品の品

質維持が期待されます。
　○ 技能士であることが高い技術力を持つ証明となり、顧客から

信頼を得られることが期待されます。
■若年者の受検手数料軽減
　 ２級・３級の実技試験を受検する35歳未満の方の受検手数料が

軽減されます。詳細は下記までお問い合わせください。
　※ 実技試験実施日の属する年度の４月１日現在の年齢が35歳未

満である方が受検手数料の軽減の対象となります
■出願用紙配布・問合せ先
　群馬県職業能力開発協会 伊勢崎市宮子町1211-１
　Tel. 0270-23-7761
　群馬県庁 産業人材育成課　Tel. 027-226-3414

　「にほんの里100選」に選ばれた、
前橋市粕川町室沢地区の棚田に咲
き誇る彼岸花と、自然豊かなサン
デンの森を歩いて赤城南麓の秋を
楽しみませんか？地元産のおにぎ
りやキュウリ等をご用意してお待
ちしております。
■日　　時　平成30年９月22日（土）
　　　　　　午前8:00～午後2:00
　　　　　　(小雨決行)
■集合場所　サンデンフォレスト内「森の教室」
　　　　　　（前橋市粕川町中之沢70-35）
■募集人数　 先着100名（定員になり次第締切り）
■参 加 費　500円(昼食代・保険料等含む)
■コ ー ス　 「森の教室」→サンデンフォレスト内歩道→棚田周辺

→「森の教室」（約７㎞　約４時間）
お申込み・お問合せ

　住所・氏名・年齢・電話番号を記入の上、ハガキまたはFAXに
て下記へお申込みください。
〒371-0023　前橋市本町２-12-１　前橋プラザ元気21
(公財)前橋観光コンベンション協会
FAX. 027-235-2233　Tel. 027-235-2211

平成30年度 後期技能検定について
群馬県職業能力開発協会からのお知らせ 第３回粕川町棚田の彼岸花と

サンデンの森ウォーキング
06 08

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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秋のMサポクリーン活動　協賛募集

～手をつなごう　地域・ＮＰＯ・企業～
つながる“３分”プロジェクト2018
発表者募集
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子育て支援就職面接会を開催します09
　再就職を目指す子育て中の方を対象に、就職面接会を開催しま
す。保育所や応募書類に関する相談、キャリアカウンセリングも
可能です。
　お子様連れでも安心して参加することができますので、ぜひご
参加ください。
■日　　時　平成30年９月20日（木） 午前10:00～正午
■会　　場　ジョブセンターまえばし３階 多目的ホール
　　　　　　（前橋市大渡町２-３-15）
■対　　象　再就職を目指している子育て中の方
■参加企業　 「仕事と子育ての両立」に理解のある市内企業15社

程度
■そ の 他　事前予約で託児あり
お申込み  　ハローワークまえばし・マザーズコーナー

　　　　　　Tel. 027-256-9321
お問合せ  　前橋市 産業政策課雇用促進係

　　　　　　Tel. 027-898-6985

　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、11月18日（日）午
前８時から前橋プラザ元気21周辺で清掃活動を開催いたします。
　Ｍサポクリーン活動の詳細については、「前橋市市民活動支援センター」
ホームページをご覧ください。
■協賛のお願い
　 Ｍサポクリーン活動参加者への飲料のご提供、ゴミ袋のご提供等できる

範囲でお力を貸してくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
　 協賛企業様は、Mサポクリーン活動当日の掲示およびＭサポ情報紙へ

企業名の掲載をさせていただきます。
主催・お問合せ

　前橋市市民活動支援センター　担当：藤井
　Tel. 027-210-2196　FAX. 027-237-0810
　E-mail 21@maebashi-shiminkatsudo.jp
　URL http://maebashi-shiminkatsudo.jp/

　各分野で活動中の団体・企業が「前橋のためにやりたいこと」を３分
間でプレゼンテーション。それぞれの団体の垣根を越えて、連携できる
仲間を見つけるチャンスです。
　企業の方も社会貢献活動分野での参加が可能です。多くの皆様のご参
加をお待ちしています。
■日　　時　平成30年11月25日（日） 午後1:30～4:30
■会　　場　 前橋市中央公民館501・502学習室
　　　　　　（前橋プラザ元気21　５階）　
■対　　象　 地域活動に関心のある市民活動団体、NPO法人、ボラン

ティアグループ、企業、学校等
■募　　集　30団体
■申込方法　 ①申込書②提案内容を表現するイメージ画像（写真、イラ

スト）Ｍサポ窓口、メール、FAXでお申込みください。
　※イメージ画像（写真、イラスト）はデータでの提出となります。
　　(オリジナルのものに限ります）
　※申込書はMサポホームページからダウンロードできます。
■申込期限　平成30年10月15日（月）
お申込み・お問合せ　 前橋市市民活動支援センター
 〒371-0023　前橋市本町２-12-１
 前橋プラザ元気21・３Ｆ
 Tel. 027-210-2196　FAX. 027-237-0810
 E-mail 21@maebashi-shiminkatsudo.jp
 URL http://www.maebashi-shiminkatsudo.jp/
■主　　催　前橋市・前橋市市民活動支援センター

がん征圧・がん患者支援チャリティ
ウォークイベント
リレー・フォー・ライフ・ジャパン
2018ぐんまのお知らせ

10

　リレー・フォー・ライフ（命のリレー）は、
がんに立ち向かう方々の勇気を称え、がん
患者や家族、友人、支援者と共に地域一丸
となってがん征圧の大切さを社会に訴える
チャリティーイベントで、どなたでも参加
できます！

■期　　日　平成30年10月６日（土） 正午～10月７日（日） 正午
■会　　場　ALSOKぐんま総合スポーツセンター
　　　　　　ふれあいグランド（前橋市関根町800）
■内　　容　♪24時間、交代で、芝生の広場を歩き続けます！
　　　　　　♪ ステージでは楽しい音楽、パフォーマンスがいっ

ぱい！
　　　　　　♪各種健康チェックコーナーも充実！
　　　　　　♪サバイバー（がん経験者）交流コーナーもあります！
　　　　　　♪フードコーナー＆野菜販売 等
■入 場 料　無料
お問合せ  　群馬県健康づくり財団 総務部 企画広報課

　　　　　　Tel. 027-269-7820・7403 
　　　　　　URL http://relayforlife.jp/gunma/
■主　　催　 （公財）日本対がん協会/リレー・フォー・ライフ・

ジャパンぐんま実行委員会


