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第６回会員交流会を開催いたします。

　会員皆様方の情報交換、交流を深めていただくため、「会員交流
会」を開催いたします。会員であればどなたでも参加できます。
この機会にぜひご参加ください。

■日　　時　平成31年２月４日（月）　午後6:00～9:00
■会　　場　前橋商工会議所 ２Fサクラ・ローズ
■内　　容
　第１部特別講演会　午後6:00～7:20
　　講師：トリプル・ウィン・パートナーズ代表
　　　　　元　スターバックスコーヒージャパン
　　　　　組織・人材開発部マネージャー　目黒　勝道　氏
　　テーマ「スターバックスで学んだ人材マネジメント術
　　　　　～スタッフの能力を最大限に発揮させるには～」
　第２部　会員交流Party　午後7:30～9:00
　　 　会員交流Party(ビュッフェスタイル)を実施します。参加

者が自由に交流、情報交換ができますので名刺をたくさんご
準備ください。

■参 加 費　お一人様2,000円(税込)　当日受付にて申し受けます。
■申込締切　平成31年１月21日(月)
お申込み 　 同封のチラシ裏面申込書に必要事項をご記入の上お

申込みください。
お問合せ 　前橋商工会議所 会計課

　　　　　  Tel. 027-234-5111　Fax. 027-234-8031

個人青色申告者のための所得税・消費税の
決算・申告等無料相談会のお知らせ

　所得税・消費税の決算・申告等についての無料相談会を次のと
おり開催いたします。

■日　　時　平成31年2月18日（月）・20日（水）・22日（金）
　　　　　　各日午前9:00 ～正午
■会　　場　前橋商工会議所　３階　アネモネ
■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沿えない場

合もあることをご了承ください。
■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
■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、税理士先生へ既に依頼

している方はご遠慮ください。
■備　　考　 ご相談にあたっては関係書類をご持参いただく必要

があります。特にマイナンバーに関する書類も必要
となりますので、事前に詳細をお問い合わせいただ
くか、お申し込み時にご説明いたします。

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

中小企業庁主催
下請取引講習会開催のお知らせ
　適正な下請取引は、下請事業者の利益保護を図るという目的か
ら、中小企業政策の重要な柱となっており、中小企業・小規模事
業者にとって事業の根幹に関わる重要事項です。そこで、中小企
業庁主催の平成30年度「下請取引講習会」を、前橋商工会議所と
時事通信社の共催で開催します。この講習会を通して、正しく知
って、円滑な事業経営に役立てましょう！

■日　　時　平成31年１月23日（水）　
　　　　　　講座①　午後1:30～3:00
　　　　　　　　　　下請代金支払遅延等防止法【基礎コース】
　　　　　　講座②　午後3:10～4:40
　　　　　　　　　　消費税転嫁対策特別措置法
■会　　場　前橋商工会議所 ３階 アネモネ
■講　　師　とのや総合法律事務所　弁護士　太田　竜　先生
■主　　催　中小企業庁（下請取引講習会事務局）
　　　　　　http://www.tekitori.org
■共　　催　前橋商工会議所　時事通信社
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

前橋商工会議所青年部の
次年度代表幹事が決定！
　前橋商工会議所青年部（緑水会）は、平成
30年11月15日に臨時総会を開催し、平成
31年度、30代代表幹事を選任いたしました。
　任期は、平成31年４月１日から平成32年
３月31日までとなります。

30代代表幹事
遠藤宗司
㈱サンワ

代表取締役社長

頑張るシニア世代（60歳以上）
の方の生命医療共済です。

●85歳まで継続保障！
●充実のがん入院とがん先進医療！
●持病があっても加入しやすい！
●年齢性別を問わず一律掛金！（月額3,200円）

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。

85歳まで継続保障！
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米国インディアナ州貿易投資セミナー
～新しい戦略でアメリカ市場に挑戦！～
　海外での事業展開（（１）自社製品の販路開拓 （２）販売後の会社
設立 （３）工場の設立など）　では、事前準備が重要です。
　セミナーでは、例えば、「月額１万円以下でアメリカ拠点を持ち、
さらに、無料で現地の営業、市場調査、工場設立の検証、新規顧
客開拓の支援を州関連機関から受ける。進出可否の継続検討・撤
退も自由。」といった、「ローコスト＆ローリスクでアメリカへ事
業展開するプログラム」の活用法と具体的な手法について、ご提
案します。
■日　時　平成31年２月７日（木）　午後1:30～4:00
■場　所　ティアラグリーンパレス（太田市細谷町１番地）
■内　容　 （１） インディアナ州の投資環境､ 日系企業の現状､ 同

州の支援プログラム
　　　　　　　※ インディアナ州は、３メーカー（スバル、トヨタ、

ホンダ）が進出している唯一の州
　　　　　（２） 同州中小企業開発センタープログラムの実践、新し

い戦略的な活用法
■参加費　無料
■定　員　40名
■締　切　平成31年１月31日（木）
■主　催　群馬県 米国インディアナ州政府駐日代表事務所

　11月９日（金）、前
橋テルサ２階ホール
にて前橋市・前橋商
工会議所・前橋東部
商工会・富士見商工
会主催による平成30
年度前橋市技能功労
者・優良従業員表彰
式が開催されました。
今回の表彰は、伝統
技能を正しく体得し、技術の創作改良や伝承に30年以上従事され
本市産業の発展に貢献のあった技能者1名を「技能功労者」とし
て表彰するとともに、市内の商工業及びサービス業の事業所に勤
務し、企業の発展に貢献された11名が、「企業貢献技術者等」とし
て特別表彰されました。
　また、永年勤続表彰は市内の各事業所に永年勤務し、勤務成績
が優秀で他の模範となり企業の繁栄に貢献された従業員の皆様に、
感謝の意を表すとともに勤労意欲の高揚を図るため毎年開催され
ているものです。
　今回は、同一事業所に30年以上勤務された特別表彰者29名、
20年以上（48名）・10年以上（88名）勤務された一般表彰者、合わ
せて165名の優良従業員が表彰されました。皆様、おめでとうご
ざいます。

平成30年度 前橋市技能功労者・優良従業員
表彰式を開催

技能功労者
有限会社新妻屋　髙野 博道 氏（和菓子職人）

経営安定セミナー受講者募集
『「働き方改革」関連法の正しい理解とその対応』

JETRO群馬貿易アドバイザーによる
貿易投資出張相談会開催！

　昨年６月に「働き方改革」関連法が成立し、いよいよ４月から施
行されます。しかし、長時間労働の是正や柔軟な働き方の実現とい
った視点から条文が定められているにもかかわらず、時間外労働
の抑制ばかりが議論され、「働き方改革 」関連法が目指す肝心な趣
旨、目的や改正内容が正しく理解されていないように感じます。
　そこで、本セミナーでは、「働き方改革」関連法の重要なポイン
トを読み解き、正しく理解したうえで、企業はどのように対応す
べきなのかについてわかりやすく解説いただきますので、経営者
の皆様はもとより総務担当者等の皆様も奮ってご参加ください。

■日　　時　平成31年２月８日（金）　午後2:00～4:00
■場　　所　前橋商工会議所　３階　リリィ
■講　　師　有限会社ワイズコンサルティング代表取締役
　　　　　　中小企業診断士・社会保険労務士　山田　泰章　氏
■受 講 料　無　料
■対 象 者　経営者・総務担当者等
■定　　員　50名（先着順）
■主　　催　 前橋商工会議所 経営安定特別相談室
　　　　　　前橋職業安定協会
お問合せ 　当所 経営支援課　Tel. 027-234-5115

　ジェトロ群馬は、前橋および周辺エリアの企業様にもご利用い
ただけるよう、前橋商工会議所において貿易投資出張相談会を毎
月１回開催することになりました。
　海外経験の豊富なジェトロのアドバイザーが輸出や海外新進出
にかかる相談や悩み事にお応えいたします。事業主、相手国等問
わずお気軽にご活用ください。

■日　時　１月16日（水）、２月20日(水)、３月20日（水）
　　　　　午後1:00～5:00
■会　場　前橋商工会議所　３階　なでしこ
　　　　　（前橋市日吉町１-８-１）
■相談料　無料
■担当アドバイザー
　ジェトロ群馬貿易情報センター
　アドバイザー　天沼　健　氏
　 群馬県金型メーカーで、米国、アジア、欧州等世界各国への輸

出業務や海外工場の立ち上げ・運営を経験。
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
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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
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新春恒例！福を呼ぶ 初市まつり
平成31年１月９日（水）中心市街地で盛大に
開催！

　前橋の新年を飾る風物詩「前橋初市まつり」が、今年も中心市街
地で開催されます。だるまや縁起物などの露店が軒を連ね、威勢の
いい掛け声と熱気で中心市街地が活気に溢れます。ぜひお誘いあわ
せのうえお出かけください。なお、道路が非常に混みますので、余
裕をもってお出かけください。

◆古だるま供養（お焚きあげ）
　・午前 10:00 ～ 11:30 頃まで
　・八幡宮境内（本町二丁目）
◆渡御の儀（渡御行列）
　・午前 10:30 ～ 11:30
　・ 八幡宮を出発し、中心商店街を練り歩き、仮宮（東和銀行本店・

憩いの広場）まで「市神様」を渡御します。
◆本町通りを中心に露店が出店
　・午前 10:00 ～午後 9:30頃
　・本町二丁目の国道 50 号を主会場に、だるまや縁起物など、数

多くの露店が出店
◆新春うまいもの市

市内の銘店銘菓が勢揃いします。会場は前橋プラザ元気21・1階
で午前10時から午後６時まで。

◆無料おまつりバスを運行
　・午前 9:30 ～午後 9:00
　・ヤマダグリーンドーム前橋第６駐車場（無料）～
　　中心商店街（前橋テルサ東側）間を約10分おきに運行
◆まつりに伴う交通規制のお知らせ
　・午前 9:00 ～午後 11:00（催し物は午後 9:30 まで）
　・国道 50 号本町通り、中心商店街が交通規制

■臨時バス停のお知らせ
本町通り（国道 50 号）が交通規制により、始発から迂回するため、

「損保ジャパン前橋ビル前」と「東京電力パワーグリッド株式会
社前」に臨時バス停が設けられます。
お問合せ 　
（公財）前橋観光コンベンション協会　Tel. 027-235-2211
詳しくはウェブサイトご覧ください。 
URL http://maebashi-cvb.com/event/01_hatsuichi/

※土、日は除きます（2/24、3/3は開設します）。
　前橋税務署内には確定申告会場を設置していません。
　 期間前後の税務署での相談は、大変混雑し、長時間お待ちいた

だくことが予想されます。

※発行を希望される方は、お近くの税務署にお越しください。
※申告者ご本人の運転免許証などの本人確認書類が必要です。
※お手続きは、約５分で終了します。
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あなたが決める前橋の豚肉料理 N0.1 !

「第10回 T-１ グランプリ」参加店64店舗での
決戦が１月１日からスタート！
　市内飲食店を対象にした豚肉料理 NO.1を決め
る「T-1 グランプリ」。参加店舗のエントリーメニ
ューを食べるともらえるシールを2種類以上あつめ
て投票してください。投票いただいた方の中から
抽選で120名の方に素敵な景品が当たります。
　群馬県産の豚肉を使って各店のシェフが腕によ
りをかけたメニューは、見ているだけでお腹がす
いてしまうものばかり！
　この機会に、各店自慢のメニューをご堪能くだ
さい。なお投票方法、参加店情報など詳しくはウ
ェブサイトをご覧ください。
■スケジュール
　○審　　査　平成31年１月１日（火）～２月28日（木）
　○入賞店発表　平成31年３月11日（月）夕方（予定）
　○グランプリ発表・表彰式  ツナガリズム祭り
　　（平成31年4月上旬予定）
お問合せ 　第10回 T-1 グランプリ実行委員会事務局

 （前橋市観光振興課内）　Tel. 027-210-2189
 URL　http://www.t-1gp.com/

「第30回赤城山雪まつり」を冬の赤城山頂で
開催します。

　第30回赤城山雪まつりを赤城山頂で開催します。
　結氷した赤城大沼ではワカサギ釣り体験、氷穴あけ競争、第１
スキー場のゲレンデでは“まるごと雪遊び”としてジュニアスキ
ー教室や、雪上宝探しが行われる。また、前橋市赤城少年自然の
家を発着とするスノーシューツアーが行われる。そして白樺牧場
では、協賛イベントとして犬ぞりなどの前橋ホワイトフェスティ
バルが行われ楽しいイベントが盛りだくさんです。市街地から一
番近いスキー場のある赤城山頂に是非ご家族でお出かけくださ
い。
■日　時　平成31年２月２日（土）　午前9:00～午後2:00
■会　場　赤城山大沼湖畔ほか
■内　容　 ワカサギ釣り体験、ジュニアスキー教室、雪上宝探し、

スノーシューツアー（いずれも参加の場合は、実費相
当の負担あり）

お問合せ
赤城山雪まつり実行委員会（前橋市観光振興課内）
Tel. 027-210-2189

「群馬県いきいきＧカンパニー認証制度」の
ご案内～群馬県からのお知らせ

　育児・介護と仕事の両立、職場における女性の
活躍、従業員のワーク・ライフ・バランスの実現
を推進し、働きやすい職場環境づくりに取り組む
県内企業を、「いきいきＧカンパニー」として群馬
県が認証します。従業員の確保や定着、生産性向
上の取組として、是非ご参加ください。

■対　　象　 県内に本社又は事業所があり、県内において事業活動を行
う企業、法人、団体

■メリット　 企業のイメージアップ（HP、名刺、求人等に掲載）、県等
が発注する公共調達に係る入札参加資格での加点、金融機
関での金利の優遇など

■認証期間　３年間（更新制度あり）
■申請方法　 次の書類を下記問い合わせ先に郵送もしくは持参してくだ

さい。
　　　　　　 所定の申請書、チェックシート、育児・介護休業法に関す

る就業規則の写し等
　　　　　　※ 詳しくは県HP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　産業経済部　労働政策課　女性・若者就職支援室
〒371-8570　前橋市大手町1-1-1　13F南側
Tel. 027-226-3404　Fax. 027-223-7566
URL http://www.pref.gunma.jp/06/g2200269.html

Qのまち「初売り」盛り上げ隊
「初売り大道芸＆ホッとステーション」
中心商店街で開催‼
　前橋中心商店街協同組合と前橋商工会議所では、中心商店街の
伝統である１月２日の初売りを盛り上げ、日本のお正月らしさを
味わっていただくために「初売り大道芸＆ホッと
ステーション」を実施いたします。前橋中心商店
街初売りへぜひお出かけください。
■日　時　平成31年１月２日（水）
　　　　　午前9:00～正午（予定）
■場　所　中央イベント広場、中心商店街路上等
■内　容　 獅子舞、南京玉すだれ等日本の伝統芸

能披露、甘酒、コーヒー等ホットドリンク
　　　　　サービスほか
　　　　　詳細は、ウェブサイトをご覧ください。
　　　　　http://maebashi.info/index.htm
お問合せ  　前橋中心商店街協同組合　Tel. 027-260-6547
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前橋商工会議所会報「糸都」送付用ビニール
封筒への広告企業を募集します！

　前橋商工会議所では、初の試みとして毎月発行する会報「糸都」を送
付するビニール封筒の広告主を募集いたします。是非、ご活用ください！

■掲 載 位 置　ビニール封筒裏面
■募集企業数　１社～４社（広告種類により変動）
■掲 載 回 数　 平成31年４月号から１年間毎月１日発行の12回
■申 込 締 切　平成31年１月31日（木）※先着順
■ 注 意 事 項　 申込み締切り後、細則に従い審査を行い、広告内容によ

っては掲載できない場合もございます。

■掲載種類およびサイズと料金

広告種類 サイズ
会員 非会員

広告料（税別） 広告料（税別）

１/４枠   50㍉×180㍉ ¥200,000 ¥260,000

半面 109㍉×180㍉ ¥400,000 ¥520,000

３/４枠 168㍉×180㍉ ¥600,000 ¥780,000

全面 227㍉×180㍉ ¥800,000 ¥1,040,000

お申込み・お問合せ
前橋商工会議所 情報発信課　Tel. 027-234-5113

第23回NTT東日本群馬支店チャリティ
群響スプリングコンサートの開催について

「平成31年度申告・申請のための障害者
雇用納付金制度事務説明会」のご案内

犯罪や非行をした人の立ち直りを助ける
「協力雇用主」としてご登録ください！

■開催日時　平成31年２月26日(火)　開場：午後6:00　開演：午後6:30
■開催場所　群馬音楽センター（高崎市高松町28/Tel. 027-322-4527）
■出 演 者　指　　揮：松

ま つ

尾
お

　葉
よ う

子
こ

　　　　　　ソリスト：辻
つ じ

　　彩
あ や

奈
な

/ヴァイオリン
　　　　　　管 弦 楽：群馬交響楽団
■プログラム　モーツァルト/歌劇〈フィガロの結婚〉序曲　K.492
　　　　　　ブルッフ/ヴァイオリン協奏曲　第１番　ト短調　作品26
　　　　　　【休憩・チャリティ金贈呈式・抽選会】
　　　　　　メンデルスゾーン/交響曲　第４番　イ長調　作品90「イタリア」
■入 場 料　無料
■チャリティ金　お一人様1,000円以上
　　　　　　　　※ チャリティ金は高崎市（文化振興基金）と日本赤十字

社（東日本大震災義援金）に対して寄付します。
■応募期間　平成30年12月21日（金）～平成31年１月25日（金）
■応募方法　 郵便番号、住所、氏名、電話番号、希望人数（１申込２名ま

で）を明記の上NTT東日本群馬支店ホームページ、ハガキ、
FAXのいずれかで、下記事務局あてにお申込みください。

申込み先  NTT東日本群馬支店「チャリティコンサート事務局」宛
 ・ NTT東日本群馬支店ホームページ
 　http://www.ntt-east.co.jp/gunma/branch/
 ・ NTT東日本群馬支店メールアドレス
 　koho-gunma-gm@east.ntt.co.jp
 ・ハガキ申込　〒370-0829　高崎市高松町３番地
 ・FAX申込　027-320-1541
 ※ 申込み多数の場合、抽選となります。尚、チケットの発

送をもって発表にかえさせていただきます。
■主　　催　NTT東日本群馬支店
お問合せ 　チャリティコンサート事務局　Tel. 027-326-0131

　常時雇用している労働者が100人を超える事業主には、障害者雇用納付金
に係る申告義務があり、法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告と同
時に納付金の納付義務があります。法定雇用障害者数を超えている場合は、
申請により、「調整金」の支給を受けられることがあります。また、100人以
下で雇用障害者数が一定数を超えている場合、申請することにより、「報奨金」
の支給を受けられることがあります。平成30年度中の常用雇用労働者数及
び障害者数の実績に係る申告申請の受付が平成31年４月１日から開始され
ます。この申告申請に係る事務説明会を以下のとおり開催します。
■日程・会場

【納付金・調整金】…会場：群馬県JAビル　10階　第１会議室
　平成31年２月19日（火）　
　○申告・申請経験者　午前10:00～正午
　○初めての担当者　　午後１:30～４:00

【報奨金】…会場：群馬障害者職業センター会議室（ハローワーク前橋３階）
　平成31年３月５日（火）　午前 10:00 ～正午
お申込み・お問合せ
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
群馬支部　高齢・障害者業務課　
Tel. 027-287-1511　Fax. 027-287-1512

　犯罪や非行をした人たち(刑務所出所者等)が再犯や再非行に至
らないためには、仕事に就き職場に定着して責任ある社会生活を
送ることが重要です。
　一方で、保護観察終了者のうち無職者の再犯率は有職者の約３
倍で、刑務所再入所者の約７割が再犯時に無職です。
　現在、全国に約20,000の協力雇用主がいらっしゃいますが、
実際に雇用いただいている事業主は約900にとどまっています。
　刑務所出所者等の円滑な社会復帰・職場定着のためには、事業
主の方々との適切なマッチングとご理解・ご協力が必要となりま
す。
　そのため、幅広い業種の事業主の方々に、立ち直りを助ける「協
力雇用主」としてご登録をお願いいたします。
お問合せ 　前橋保護観察所

 〒371-0026　前橋市大手町3-2-1
 Tel.027-237-5010

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


