
行事内容（開催場所） 開催場所 10 月６日（土） 10 月７日（日）

オープニングセレモニー 開催本部前（立川町大通り） 午前 10:00 〜 10:25

オープニングイベント 立川町大通り 午前 10:00 〜 11:10

子どもだんべえ踊り 立川町大通り ①午前 10:35 〜 10:55
②午後 0:50 〜 1:10

鼓笛吹奏楽パレード 千代田通り→立川町大通り→中央通り→国道50
号（本町通り）

①午前 11:05 〜 11:45
②午後 1:20 〜 2:00

③午前 11:10 〜 11:55
④午後 1:10 〜 1:50

マンドリン演奏 開催本部前（立川町大通り） 午前 11:45 〜午後 0:10

祗園山車と子どもみこし 中央通り→銀座通り→千代田通り→立川町大通
り（共演） 午後 2:40 〜 3:30 午後 2:30 〜 3:50

前橋だんべえ踊り 立川町大通り 午後 3:30 〜 6:00 午後 1:50 〜 2:30
午後 3:50 〜 5:50

大人みこし 銀座通り→千代田通り→立川町大通り（連合渡
御）→中央通り 午後 6:00 〜 8:30 午後 5:50 〜 8:30

民謡踊り ※ 立川町大通り 午後 2:00 〜 2:40

和太鼓演奏 ※ 立川町大通り 午後 0:10 〜 0:40 午前 11:55 〜午後 0:25

八木節踊り ※ 立川町大通り 午後 0:25 〜 1:10

行事内容（開催場所） 10 月６日（土） 10 月７日（日）

吹奏楽演奏 国道50号（本町通り） 午前 11:10 〜午後 2:20 午前 11:15 〜午後 2:20

イベントステージ 旧Qのひろば（銀座イベント広場） 午前 10:00 〜午後 8:00 午前 10:00 〜午後 8:00

文化交流広場 にこにこパーキング 午前 11:00 〜午後 7:00 午前 11:00 〜午後 7:00

※文化交流広場（にこにこパーキング）に出演
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前橋まつり01
　本市の三大まつりのひとつである「第70回前橋まつり」が今年も10月６日（土）・７日（日）の２
日間、全市を挙げて盛大に開催されます。今年も大人みこしの連合渡御や祇園山車の運行・共演、
だんべえ踊りをはじめ太鼓や八木節、吹奏楽パレードやマンドリン演奏など、様々な催しで２日間
まちを彩ります。なお、「イベントステージ」は元の「Qのひろば」で開催いたします。
　是非ご家族・ご友人等、お誘いあわせの上、前橋まつりにお出かけください！

■「第70回前橋まつり」今年も熱い２日間が来る！

■前橋まつりポスターデザイン決定

おまつり期間中は、交通規制がかかります。
詳細については折込みの交通規制図をご覧ください。

お問合せ  　前橋まつり実施委員会　Tel. 027-234-5109
　前橋商工会議所HP（http://www.maebashi-cci.or.jp/）でも
　おまつり情報を公開中!!

◎お越しの際には、無料おまつりバス運行をご利用ください！
※今年も無料おまつバスの駐車場は、
　群馬県前橋合同庁舎です。ご利用の際はご注意ください。

群馬県前橋合同庁舎 ⇔ 前橋テルサ前
　　（上細井町2142-1）

運行時間　６日（土）午前 9:15 〜午後 9:15
　　　　　７日（日）午前 9:45 〜午後 9:15 まで
　　　　　※約30分おきに運行

立川町大通り・国道50号（本町通り）イベント時間

　今年の前橋まつりポスターデザインは、市内・近隣の大学、専門
学校に募集を行い、審査委員による厳正な審査の結果、中央工科デ
ザイン専門学校２年　高坂百花さんの作品が選ばれました。
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　業種を問わず、企業経営に欠かすことのできない「経理」。本
講座では、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の
見方や活用方法を理解したうえで、作成した決算書をどのように
会社経営に活かしていくかを習得する内容です。参加人数に限り
がございますので、お早めにお申し込みください。

■日　　時　平成30年11月８日（木）
　　　　　　午前10:00〜午後4:00
■会　　場　前橋商工会議所　３階 アイビー
■講　　師　林 忠史　氏（㈲マスエージェント　代表取締役）
■対　　象　経理・財務担当者
■定　　員　30 名（先着順　定員になり次第締め切ります）
■受 講 料　1,250 円（税込）（昼食代・テキスト代 他）
■主　　催　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. 027-234-5115  Fax. 027-234-8031

　前橋商工会議所では、無担保・無保証人で融資が受けられる
「小規模事業者経営改善資金（マル経融資）」を取り扱っておりま
す。
本制度は、経営改善等に取り組む小規模事業者の皆様を支援する
ため、前橋商工会議所会頭の推薦によりご利用いただける日本政
策金融公庫国民生活事業の融資制度です。

■対象者
● 常時使用する従業員数が商業・サービス業では５人以下、製造

業その他業種では20人以下の小規模事業者の方
●原則として最近近１年以上当所地区内で事業を行っている方
● 前橋商工会議所の実施する経営指導を原則６ヶ月以上受けてい

る方
●ご融資額は2,000万円以内

お問合せ 　 前橋商工会議所 経営支援課
　　　　　　Tel. 027-234-5115  Fax. 027-234-8031

平成30年度
経理実務講座《中級編》  開催

〈無担保・無保証人の融資制度〉
マル経融資
小規模事業者経営改善資金
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第149回日商簿記検定試験１級
前橋管内合格者１名　見事難関突破！

ITを活用した
生産性向上・販路開拓等アドバイザー
派遣事業のご案内

02 04
　平成30年６月10日

（日）施行の第149回日
商簿記検定試験１級合
格者が発表されまし
た。
　簿記１級試験は、商
業簿記・会計学・工業
簿記・原価計算の４科
目からなり、総合的な
簿記知識を求める試験です。今回の検定試験は全国で7,501名が
受験され、1,007名が合格、その合格率は13.4％と、大変難易
度が高く、社会的認知度の高い検定試験です。
　前橋商工会議所管内では20名が受験され、見事１名の方が難関
を突破されましたのでご紹介をさせていただきます。

合格者名：新井開人　様（中央情報経理専門学校）
合格、誠におめでとうございます！

　ITを活用し、事務効率を上げたいけど方法がわからない。
　ホームページを作ってみたが活用の仕方がわからない。
　SNSを使った効果的な情報発信の方法は？
　ネットショップやネット広告の使い方や費用は？
　などなどITを活用し経営力の向上やWeb戦略を考える中小・
小規模事業者様を対象に、IT専門家やWebデザイナー等を派遣し
アドバイスを行います。
　まずはお気軽にご相談ください。

■派 遣 費 用　無料（ただし専門家の派遣は１事業所最大３回まで）
■対象事業者　 前橋市内の中小・小規模事業者10社（定数に達し

ましたら締め切らせていただきます）
■専門相談員　 ITコーディネーター、Webデザイナー、中小企業

診断士等
お申込み・お問合せ
前橋商工会議所 経営支援課
Tel. 027-234-5115　Fax. 027-234-8031
■主　　　催　前橋商工会議所

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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朔太郎をデザインする

「月に吠える」ブックデザイン展覧会
を開催！

「創業支援／まえばし活性化!!　
第６回よろず相談会」開催

前橋大酉祭開催のお知らせ

0806

07

　若者たちの本離れが話題となり、読書も電子書籍で楽しむ方々
が多くなりましたが、紙の本の素晴らしさ、紙の面白さを多くの
人達に再認識し、知っていただきたいとの思いから、前橋の生ん
だ日本を代表する近代詩人「萩原朔太郎」の詩集「月に吠える」
を題材に、ブックデザインの展覧会を開催いたします。
　紙の本のもつ魅力を、ブックデザインの楽しさ、大きな力を感
じていただきたいと思います。

■日　時　平成30年11月１日（木）〜７日（水）
　　　　　午前10:00〜午後４:00
■入場料　無料
■会　場　前橋市芸術文化れんが蔵（前橋市三河町１丁目16-27）
■主　催　群馬県デザイン協会
■協　力　公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会
　　　　　萩原朔太郎記念　水と緑と詩のまち　前橋文学館
　　　　　平出紙業株式会社
■後　援　前橋市・前橋市教育委員会・前橋商工会議所他
お問合せ  　群馬県デザイン協会　Tel.027-289-4485

　　　　　　E-mail 2095rcvz＠jcom.zaq.ne.jp

　まえばし創業支援ネットワークの取り組みとして、11機関が一
堂に集まり、創業希望者・創業後間もない方の幅広いご相談にワン
ストップでお応えする第６回「よろず相談会」を開催します。
　「本格的な計画はこれからだけど事前に色々と聞いてみたい」「い
くつかの分野の相談をまとめてしたい」等の相談に、専門スタッフ
が熱意をもって丁寧にお応えします。ぜひご参加ください！

■日　時　平成30年11月27日（火）　午後4:00〜7:00
■会　場　前橋プラザ元気21 １F　にぎわいホール
　　　　　（前橋市本町2-12-1）
■対　象　 前橋市内で創業をお考えの方または創業後５年以内の

方（個人、法人、NPO法人等で事業を行う予定の方、
または行っている方です）

お問合せ  　まえばし創業支援ネットワーク事務局
　　　　　　日本政策金融公庫　前橋支店（国民生活事業）
　　　　　　Tel. 027-223-7312（担当：岩澤・小暮）

　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１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30年11月１日（木）  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
　　　　　・ イスラエル大使館にて文化公演、奄美大島の皆

既日食厄除け奉納舞等
　　　　　・奉納太鼓、各団体の演奏等
お問合せ  　前橋酉の市祭実施委員会

　　　　　　Tel. 027-231-5644（大川）

前橋めぶくフェス開催‼09
　前橋の大地における「芽吹
き」の祭典を10月13日（土）・
14日（日）に開催！「フード」「ク
ラフト」「アート」の３部門か
ら構成され、県内各地から集結
した魅力的な出店者を紹介し、
みんなで応援していくお祭り
です。当日は、お誘い合わせの上、ぜひ前橋のまちなかへご来場
ください！ 

■日　時　平成30年10月13日(土) 午前11:00〜午後8:00
 14日(日) 午前11:00〜午後4:00
　　　　　※クラフト、食加工品部門は両日午後4:00まで
■会　場　前橋中央イベント広場、前橋中心市街地各所
■内　容　 フードやクラフトの出店、アートの展示やパフォーマン

ス、13日夕方にガリバーテーブルを開催。
■入場料　無料　※商品購入には、お金がかかります
■詳細は、ウェブサイトをご覧ください
　URL https://www.mmfes.com/

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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「赤城山麓前橋産フェア」開催
～前橋市からのお知らせ12

　前橋市に縁がある東京の神楽坂にあ
る赤城神社内の「あかぎカフェ」にて、
赤城の恵ブランド認証品などの前橋産
食材を使用したメニューを提供する

「赤城山麓前橋産フェア」を今年も開
催します。
　詳細は、前橋市のウェブサイトや公式Facebook 等にてご案内
しています。東京へお出かけの際は、ぜひお立ち寄りください。

■期　間　平成30年10月24日（水）〜10月29日（月）
■会　場　あかぎカフェ（URL http://www.akagi-cafe.jp/）
　　　　　（東京都新宿区赤城元町１-10　赤城神社内）
お問合せ  　前橋市農政課ブランド推進係

　　　　　　Tel. 027-898-5841

■赤城の恵ブランド認証品を募集します
　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  　 10月15日（月）から11月30日（金）までに所定の用紙
に記入し、前橋市役所農政課ブランド推進係へ直接

　「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。

企業広告を運びます。市税の封筒 「仕事と育児／介護の両立支援セミナー」
を開催します10 11

　前橋市では、市民や事業所の皆さまにお送りする市税封筒の裏
面に掲載する有料広告を募集します。
　封筒の種類、作成枚数は下表の３種類をご用意しております。
企業の皆さまにとって、有効な広告手段になると思いますので、
是非ご利用ください。

■募集封筒の概要 サイズ単位：mm

封筒の種類
（作成予定枚数）

封筒のサイズ
（封筒の色）

広告掲載サイズ
（枠数）

掲載料／１枠

１個人市県民税
　納税通知書用
　（98,000枚）

縦120×横235
（緑）

縦70×横90
（１枠）

見積合わせ（最低
価格＝98,000円

（税抜き））
２法人市民税
　申告書用
　（10,000枚）

縦330×横240
（緑）

縦75×横200
（３枠）

30,000円
（税込）

３特別徴収税額
　通知書用
　（23,000枚）

縦274×横374
（茶）

縦105×横140
（４枠）

25,000円
（税込）

備考：封筒は全て窓付封筒で印刷文字色は黒一色の予定です。

■申込方法
　申込締切日までに、前橋市広告掲載申込書に必要事項を記入し、
デザイン原稿を添えて、前橋市役所市民税課（市庁舎２階）に提出
してください。
※前橋市広告掲載申込書は市民税課にあります。
※ 市ホームページ（http://www.city.maebashi.gunma.jp/）からも

ダウンロードできます。
■申込締切日　平成30年10月31日（水）
お問合せ  　前橋市役所　市民税課　Tel.０27-898-6206（直通）

　○人手不足だ　○育児・介護中の社員がいるがどう対応したら
よいかわからない　○優秀な社員に働き続けてほしい　
　仕事と育児・介護の両立支援のポイントや企業の事例紹介、助
成金の案内を行います。
　セミナー終了後、希望により個別の相談も可能です。

■日　時　平成30年10月16日（火）
　　　　　午後1:30〜5:00
■会　場　前橋市総合福祉会館 ３階 第１・２会議室
　　　　　（日吉町二丁目17-10）
■内　容　【第１部】午後1:30〜3:40
　　　　　 セミナー：講師／ 育児プランナー 野澤 夏子 氏
　　　　　　　　　　　　　介護プランナー 菊地 加奈子 氏
　　　　　 【第２部】午後3:40〜5:00
　　　　　個別支援・相談（要事前予約）
■対　象　県内企業の経営者・人事労務担当者や関心のある方
■定　員　50人（先着）
お申込み  　前橋市ホームページをご覧ください

　　　　　　 URL http://www.city.maebashi.gunma.jp/
jigyousya/331/332/007/p019989.html

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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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15

　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。

【11月・12月の開催予定コース】

コース名 日　時
マシニングセンタのプログラム・
段取り・加工入門

11/６(火)〜９(金)
 17:00〜20:15

財務入門
〜決算書から会社の
 数字を考える〜

11/８(木)、15(木)、22(木)、
29(木)
 13:30〜16:45

第一種電気工事士技能試験
 準備講習

11/17(土)、24(土)
 ９:00〜16:30

第二種電気工事士技能試験
 準備講習(下期）

11/19(月)、20(火)、26(月)、
27(火)
 18:00〜21:20

JIS溶接技能者評価試験準備講習
TIG溶接（アルミニウムTN-１F）

11/26(月)〜29(木) 
 17:00〜20:15

仕事に活かせる
 Excel関数テクニック

12/５(水)、12(水)
 ９:00〜16:30

生産性を上げる指示の仕方講習
12/11(火)、18(火)、25(火)
 13:30〜17:45

＊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  　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/

「イクボス養成塾を開催！」
～群馬県からのお知らせ 弁護士が経営をサポートします13 14

　男女ともに働きやすい職場環境の整備を推進する経営者「イクボス」
を養成するため、県内企業経営者や管理職等を対象とし、
県内優良事業所による事例発表及び「社員の定着率向上」に関するワー
クショップを行います。
■日　時　平成30年10月12日(金)
　　　　　午後1:30〜4:00（開場 午後1:00）
■会　場　前橋商工会議所　３階「アイビー」
■内　容　第１部　事例発表：（株)リネイル　常務取締役　前原　克好　氏
　　　　　第２部　講義「定着率向上における管理職の役割」
　　　　　　　　　講師：(株)リクルートキャリアコンサルティング
　　　　　　　　　　　　コンサルタント　稲久　泰弘　氏
■定　員　20名
お申込み  　 群馬県ウエブサイト（http://www.pref.gunma.lg.jp/）から申込

書をダウンロードし必要事項を御記入の上、下記宛てにＦ
ＡＸ又はＥメールにてお申し込みください。

お問合せ  　群馬県産業経済部労働政策課女性・若者就職支援室
　　　　　　 Tel. 027-226-3404　FAX. 027-223-7566
　　　　　　 E-mail rouseika@pref.gunma.lg.jp

　群馬弁護士会は，群馬県内の中小規模事業者のお役に立ちたいとの思
いから、「中小企業リーガルサポートセンターぐんま」を設立しました。
　日常の事業運営で次のような心配はありませんか？
①事業承継
■会社を子ども達に継いでもらいたいが、上手な方法はないか？
②契約交渉・契約書の確認
■ 取引先との契約を見直したいが、どこから手を付けたら良いのかわか

らない。
■ 新規の取引先との契約をきちんとしておきたいけど、どうしたら良いの？
③労使問題
■ 従業員からパワハラやセクハラについて相談を受けたけど、どう対応

したら良いのか？
④売掛金の回収
■ ここ数ヶ月、取引先からの支払いがないのだが…
■ 元請けが代金を支払ってくれない。

　問題が大きくなる前の早めの対応が大切です。まずはお気軽にお電話
ください。
※初回相談30分無料です。

お問合せ
群馬弁護士会　中小企業リーガルサポートセンターぐんま
Tel. 027-233-2900

（祝日を除く月〜金、午前10:00〜正午、午後1:00〜4:00）

国家公務員の再就職等規制にご協力を16
■再就職の依頼・情報提供等の規制
　 現役の国家公務員が、営利企業等に対し、他の国家公務員・ＯＢの再就

職を依頼することや、再就職させる目的で国家公務員・ＯＢの情報提供
等を行うことは禁止されています。

■利害関係企業等への求職活動の規制
　 現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの相手方となっ

ている利害関係企業等に対し、求職活動を行うことは禁止されています。
■元の職場への働きかけ規制
　 再就職した国家公務員ＯＢが、再就職先の契約や処分に関し、便宜を図

るよう元の職場に働きかけを行うことは禁止されています。（原則とし
て退職後２年間）

★皆様へのお願い
　皆様におかれましても、規制違反を未然に防ぐ観点から、国家公務員・
ＯＢにこうした行為を求めないようご協力をお願いします。また、規制違
反が疑われる行為を見聞きした場合には、下記連絡先まで情報提供をお願
いします。秘密を厳守します。

◇連絡先　

　　　　　　　　再就職等監視委員会事務局　Tel. 03-6268-7660〜7668、7681
URL http://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html

群馬中央バス株式会社群馬中央バス株式会社

安全第一・お客様第一・信用第一
そして心に残る旅をお約束

群馬中央バス株式会社

貸切バス事業者
安全性評価認定制度

業界初！最高ランクの
３つ星★★★認定

2015年９月認定取得

〒３７９－２１２１　前橋市小屋原町３８４－１

http://gunmachuobus.co.jp/
☎０２７－２８０－８６１０


