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生命共済制度「ポエム共済」
平成30年度配当金について
　昨保険年度（平成29年11月1日から平成30年10月31日）

の保険金・給付金のお支払状況につきまして、下記のとおり

ご報告申しあげます。

　保険金及び給付金の支払いが保険料収入を上回り、余剰金

が生じなかったため、配当金はございませんでした。ご不明

な点がございましたら、総務課（Tel. 027-234-5111）まで

お問い合わせください。

【生命共済制度平成30年度計算書】

　保険年度：Ｈ29.11～H30.10

　①掛金総額　9,084,728円

　②支払保険金・給付金

保険金 件数 支払い総額（円）

死亡保険金・災害保険金 ９件 9,500,000

入院給付金 ５件 390,000

ガン入院一時金 ８件 180,000

６大生活習慣病入院一時金 ５件 80,000

合計 27件 10,150,000

①掛金総額－②支払保険金・給付金＝△1,065,272円

【加入者様へのお願い】
① 連絡先（ご住所・お電話番号等）や口座の変更等がござ

いましたら必ずご連絡ください。
② ポエム共済の見舞金・祝金制度のご請求は、請求事由

発生時より３年以内となっております。下記の見舞金・
祝金申請理由に該当する方はお早めに当所へお問い合
わせください。

見舞金該当事項： 病気による５日以上の入院、けがによ
る５日以上の実通院、盗難により加入
者の家財に損害が生じた時

祝金該当事項： 加入者が満20歳を迎えた時、加入者が
結婚した時、加入者又は加入者の配偶
者が出産した時、加入者が満60歳を迎
えた時、加入者が75歳の加入期間を迎
えた時

新会員オリエンテーション

　商工会議所に入会したもののどのような利用の方法があるの
か？商工会議所をもっと有効活用したい !と思っていらっしゃる
会員の皆様、ぜひご参加ください。
■日　時　平成31年３月14日（木）　午後6:00～7:30（予定）
　　　　　第１部　商工会議所の概要について
　　　　　第２部　参加者名刺交換会
　　　　　＊終了後、無料経営相談コーナーを設置いたします。
■会　場　前橋商工会議所 ３階 リリィ（前橋市日吉町 １-８-１）
■対　象　 原則として平成27年４月以降入会された会員を対象と

しますが、会員であればどなたでもご参加いただけます。
　　　　　 対象となる会員事業所には、別途ご案内とお申込書を

お送りします。
■参加費　無料
お申込み・お問合せ
前橋商工会議所 会計課　Tel. 027-234-5111

ミュージックホール　Spring Concert開催の
お知らせ
　前橋テルサでは、市民の皆様に“心地よい時間”と“心地よい
空間”を提供し、平成最後の年の１日を楽しんでいただくため、
スプリングコンサートを開催いたします。会場ロビーには、ドリ
ンクやスイーツコーナーを設けて寛いでいただけるほか、コンサ
ート後には、出演者との交流会もございます。皆さまお誘いあわ
せてご参加ください。
■出 演 者
　歌手　真丘　奈央　氏
　　 元宝塚歌劇団（花組）男役で様々な舞台に出

演、退団後はコンサートや舞台で活躍。下
村善太郎初代前橋市長の子孫

　ピアニスト　藤原　和矢　氏
　　 日本発のシャンソン喫茶「銀巴里」元専属ピアニストであり

多くのシャンソン歌手の伴奏を手掛けている
■日　　時　平成31年３月17日（日）
■会　　場　前橋テルサ　２F　ホール
■開催時間　（１）コンサート　開場　午後2:30～
　　　　　　　　開演　午後3:00～5:00（予定）
　　　　　　（２）アフター交流会　午後5:00～6:30（予定）
■チケット　全指定席
　　　　　　一般　前売り　2,500円／当日　3,000円
　　　　　　学生（高校生以下）　前売り　1,500円／当日　2,000円
お問合せ

前橋テルサ　群馬県前橋市千代田町二丁目５-１
Tel. 027-231-3212
URL: http://www.maebashi-cc.or.jp/terrsa/

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

高耐久性　ウッドデッキ・フェンス
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　恒例の前橋商工会議所新年互礼会が当所２階「サクラ」にて１
月７日（月）午前11時より開催され、約330名の皆様にご出席をい
ただきました。
　曽我会頭からの年頭挨拶では冒頭、前橋商工会議所が昨年１月
22日に創立120周年を迎え、これを記念して３月３日に記念講演会、
３月７日に記念式典及び記念祝賀会を開催したこと、また歴史顕
彰誌「製糸の都市（いとのまち）前橋を築いた人々」を発刊したこと、
そして、「ものづくり指南塾」事業が日本商工会議所事業表彰、「よ
うこそ前橋を進める会」との取り組み「TONTONのまち」による
街づくり事業が「きらり輝き観光大賞　きらり輝き特別賞　（地
域の食文化）」を受賞したこと、さらには10月に「ニューヨークの
経済情勢と再開発の現状」をテーマとする研修視察会を実施した
ことなど一年を振り返り報告を行うとともに、日本経済は緩やか
に回復傾向を続け需要ギャップも一昨年からプラスに転じ、賃金
も上昇し、もはやデフレではない状況に達したと言われる中、特
に地方の中小企業では課題も多く、取り巻く環境はさらに厳しい
ものがあると述べたうえで、当所の重要な役割として、次の４点
を挙げました。

・ 身の丈に合った形でITやIoT・AIを身近な経営改善に活用できる
よう会員企業をはじめとする地域内の経営者と寄り添いながら、
変化の波を新たな成長につなげていく動きを後押していく「伴
走型経営支援」

・ 貴重な技術の継承や地域活力の維持増進のために、経営者自身

に事業承継の重要性
への「気づき」を促
し、多岐にわたる解
決策を専門家との連
携で探り出す「事業
承継支援」　

・ 地域創生のための
「イノベーション」
を活発にさせる創
業・第二創業する企業への「創業支援」

・ 「住む人にとって暮らしやすい安心・安全・快適なまち」・「若者が
住みたくなるまち」・「訪れて魅力あるまち」・「地域の産業が元気な
まち」を実現するため、地域の英知を結集した新たな視点での「ま
ちづくりへの積極的な参加」

　最後に、本年は「平成」が終わり新しい時代の幕開けとなる年
であり、前橋商工会議所は議員・職員、心を一つに事業に取り組
むとともに青年部　女性会との連携を一層強化し、「未来を拓く商
工会議所」として最善の努力をしていくこと、また関係各位にご
指導・ご協力、ご支援をお願い申し上げること、本年が平和で安
寧な年になるよう心より祈念申し上げ、挨拶を結びました。
　その後、反町敦副知事、山本龍市長よりご祝辞を頂戴し、来賓
代表の皆様による鏡開きを行い、群馬県銀行協会 齋藤一雄会長に
よる乾杯のご発声で祝宴に入りました。

平成31年 前橋商工会議所新年互礼会開催

講演会「ビッグデータの可能性」
～マイクロジオデータが拓く新たな世界～

講演会「集中力」を高める環境づくり
～最大のパフォーマンスを引き出すために～開催のお知らせ

　これからの時代、業種業態に関わらず、企業活動において「デ
ータの活用」は避けては通れないテーマです。本講演会では東京
大学空間情報科学研究センター助教秋山祐樹氏をはじめ超スマー
ト自治体研究協議会のメンバーを講師に迎え、近年利用可能にな
りつつある「マイクロジオデータ」の活用による新たなビジネス
展開の可能性を探ります。
　最新の情報を入手し、いちはやく事業展開に取り入れましょ
う！

■日　時　平成31年２月22日（金）　午後4:00～5:30
■会　場　前橋商工会議所 ３階 リリィ
■参加費　無料
お申込み 　 同封のチラシに必要事項をご記入のうえFAXにてお

申込ください。
お問合せ 　前橋商工会議所　政策部 情報発信課　

　　　　　  Tel. 027-234-5113　Fax. 027-234-8031

　株式会社ジンズでは人の集中状態を計測するJINS　MEMEを開
発し、「集中」ということを通じて個人のパフォーマンスを可視化
することで、働き方改革に取り組んでいます。
　本講演会では、株式会社ジンズ JINS MEME事業部事業統括リ
ーダーの井上一鷹を講師にお招きし、なぜ「集中」が重要なのか、
そして「集中」を通じて個人のパフォーマンスを高め、企業の生
産性向上に繋げていくためには、具体的にどのような環境の整備
や取り組みが有効なのかをお話しいただきます。
　是非奮ってご参加いただき、皆様の「働き方改革」推進のヒン
トとしてください。
■日　時　平成31年３月６日（水）　午後4:00～5:30
■会　場　前橋商工会議所 ３階 リリィ
■参加費　無料
お申込み 　 同封のチラシに必要事項をご記入のうえFAXにてお

申込ください。
お問合せ 　前橋商工会議所　政策部 政策推進課　

　　　　　　Tel. 027-234-5113　Fax. 027-234-8031

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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　25.5畳分の大凧が上州の風に
舞う！凧揚げを楽しんだり、大凧
を応援したり、連凧やスタントカ
イトもあります。小学生以下のお
子様には先着200名に無料凧のプ
レゼントもあり！（9:00から整
理券を配布します。）同時開催でパ

トカー、白バイ、消防車の展示・体験も♪みんなで上州の空っ風
であそびましょう！

■日　時　平成31年２月17日（日）午前9:00～午後1:30（予定）
　　　　　※天候により時間変更・中止の場合もあります。
■会　場　利根川敷島緑地（前橋市敷島町）
お問合せ

前橋商工会議所青年部 緑水会
前橋市日吉町 1-8-1（前橋商工会議所内）
Tel. 027-234-5111　URL http://www.maebashi-yeg.com 

第27回 上州空っ風 凧揚げ大会in前橋 開催

新入社員研修会を開催します！～まだ間に合う「今」から備える～
軽減税率制度とは？

　新入社員（予定者を含む）を対象に、社会人としての自覚を促し、
勤労意欲を高めることを目的に新入社員研修会を開催いたしま
す。
　新入社員の皆様が積極的に仕事に従事していくために必要とな
る基礎的な知識を身につけ、自信を持って社会人としての第一歩
が歩みだせるような講座内容となっております。ぜひ多数の皆さ
まのご参加をお待ちしております。

■日　時　平成31年３月12日（火）・13日（水）
　　　　　午前10:00～午後4:00 ※昼休憩１時間含む
■会　場　前橋テルサ ８F けやき
　　　　　（前橋市千代田町2-5-1）
■定　員　100 名
■参加費　4,860 円（昼食・テキスト代含む）
■主　催　前橋商工会議所・前橋職業安定協会
お申込み・お問合せ
前橋商工会議所 経営支援課　Tel. 027-234-5115
※詳細のカリキュラム及び申込書は同封チラシをご覧ください。

　2019年10月より消費税率を10％へ引き上げると同時に、消
費税軽減税率制度が導入される予定です。特に軽減税率制度では
税率が２つ併用され、価格表示や経理区分など新たな負担が発生
いたします。本セミナーで自社への影響を確認し、早めの準備に
とりかかりましょう。

■日　時　平成31年2月26日（火）　午後２:00～4:00
■会　場　前橋商工会議所 3F アイビー
■定　員　40名（先着順）
■講　師　 （株）IAC　代表取締役　秋島　一雄　氏（日本商工会

議所消費税転嫁対策ワーキンググループメンバー）
■セミナーの主な内容
　・消費税の仕組みのおさらい
　・軽減税率とは？
　・このような場合どちらの税率？
　・税抜？税込？価格表示や店頭での工夫点
　・請求書様式の変更～区分記載請求書とは？
　・レジ補助金のご案内　等
お問合せ

前橋商工会議所 経営支援課　Tel. 027-234-5115
詳細は1月号に同封したチラシや当所HPをご参照ください。

「群馬県よろず支援拠点」との連携による
「個別経営相談会」開催のお知らせ
　前橋商工会議所では、「群馬県よろず支援拠点」と連携し、下記
日程により「個別経営相談会」を開催いたします。よろず支援拠
点の専門家とともに、企業経営に関するさまざまな課題の解決を
お手伝いいたします。なお、開催日以外でもお気軽にご相談くだ
さい。
■日　　時　平成31年３月18日（月）
　　　　　　午後１:00～4:00
■会　　場　前橋商工会議所 ３階 なでしこ
■相談方法　群馬県よろず支援拠点の専門家による相談
■定　　員　３事業者（申込先着順） ※１事業者あたり約１時間
■内　　容　 経営（事業）計画策定、資金繰り、新技術・新商品開発、

現場改善、IT利活用による生産性向上、事業承継、
助成金活用etc

お申込み 　 同封する申込用紙（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

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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　「第59回全群馬近代こけしコン
クール」（平成31年２月５日審査
会開催）に出品された作品を公開
します。「近代こけし」は、ろく
ろや旋盤を用いて制作された木地
製品というカテゴリーにあって、
作家個人の自由な発想による斬新なデザインや表現力を活かした
作品です。会場では「近代こけし」の即売や作家の指導によるこ
けしの絵付け体験も行います。
■日　時　平成31年２月６日(水)～２月10日（日）
　　　　　午前9:00～午後6:00
　　　　　※２月10日(日)は午前9:00～午後4:00
■会　場　県庁１階県民ホール(前橋市大手町)
■入場料　無料
■主　催　 群馬県・前橋市・渋川市・榛東村・吉岡町・(公財)群

馬県観光物産国際協会・群馬県こけし協同組合
お問合せ 　県庁観光物産課　Tel. 027-226-3386 

　前橋市では2015年から、誇れる先人、すばらしい自然、埋も
れた歴史のすべてを後世に語り継ぎ、市民は前橋に誇りと愛着を、
全国には前橋の魅力を発信するため、ブックレットを発行してい
ます。
　執筆者は、研究者や専門家だけでなく、市民自らが調査・発掘
した成果を発信する場とし、ブックレットの編纂を、前橋市の発
展を図ろうとする文化運動としています。
　年度４冊刊行を原則として、企画・編集は前橋学センター及び
編纂委員会、発行は上毛新聞社で、販売は県内の書店、アマゾン
でも購入が可能です。１冊600円（税抜）。これまでに次の17号が
発行されています。目標は100号です。
 １号　日本製糸業の先覚速水堅曹を語る
　　　 石井寛治／速水美智子／内海孝／手島仁
 ２号　羽鳥重郎・羽鳥又男読本―台湾で愛される富士見出身の偉人
　　　 手島仁／井上ティナ（台湾語訳）
 ３号　剣聖　上泉伊勢守
　　　 宮川勉
 ４号　萩原朔太郎と室生犀星　出会い百年
　　　 石山幸弘／萩原朔美／室生洲々子
 ５号　福祉の灯火を掲げた宮内文作と上毛孤児院
　　　 細谷啓介
 ６号　二宮赤城神社に伝わる式三番叟
　　　 井野誠一
 ７号　楫取素彦と功徳碑
　　　 手島仁
 ８号　 速水堅曹と前橋製糸所―その「卓犖不羈(たくらくふき)」

の生き方―
　　　 速水美智子
 ９号　玉糸製糸の祖　小渕しち
　　　 古屋祥子
10号　下馬将軍　酒井雅楽の頭菩提寺　龍海院
　　　 井野修二
11号　ふるさと前橋の刀工―古刀期～近現代の上州刀工概観―
　　　 鈴木叡
12号　シルクサミットin前橋－前橋・山鹿・宇都宮・豊橋―
　　　 前橋学センター編
13号　老農・船津伝次平の養蚕法
　　　 田中修
14号　詩のまち前橋
　　　 久保木宗一
15号　南橘地区の筆子塚からみた庶民教育
　　　 南橘地区歴史文化遺産活用委員編
16号　上川淵地区の伝統行事と祭り
　　　 上川淵地区郷土民俗資料館編
17号　富士見かるた
　　　 富士見地区歴史文化遺産活用委員編

第59回全群馬近代こけしコンクール一般公開

前橋学ブックレット地域うまいもんマルシェ
日本百貨店しょくひんかんに㈲中川漬物が出店
　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」と連携し、「地域うまいも
んマルシェ」として展示販売します。今回の出店は、
㈲中川漬物様。ぜひ、ご来場ください。
■日　時　平成31年２月26日(火)～３月４日（月）
　　　　　午前11:00～午後8:00
■会　場　日本百貨店しょくひんかん
　　　　　（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

干しだいこんのにんにく醤油漬け たくあん古漬け
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INFORMATION

　平成25年３月１日に「母子家庭の母および父子家庭の父の就業
の支援に関する特別措置法」（恒久法）が施行されました。
　この法律は、ひとり親家庭の雇用の促進及び母子寡婦福祉団体
への支援の促進等を目的としています。事業主の皆様には、ひと
り親の就労の支援や母子寡婦福祉団体への発注の促進等にご理解
をお願いします。助成金制度もありますので、「群馬県母子家庭等
就業・自立支援センター」やハロ―ワ―クにお問い合わせくださ
い。
≪ひとり親を雇用する事業主が活用できる助成金≫
●特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）
ハローワークなどの紹介で、ひとり親を継続して雇用する労働者
として雇い入れた事業主に、賃金の一部に相当する額を助成する
もの
・短時間労働者以外　中小企業60万円　中小企業以外50万円
・短時間労働者　　　中小企業40万円　中小企業以外30万円
　 トライアル雇用助成金（月額最大５万円（最長３か月））やキャリア

アップ助成金（正社員化コースの際に助成金加算）もあります。
≪母子寡婦福祉団体に対する支援例≫
●群馬県母子寡婦福祉協議会への自動販売機の設置協力等
お問合せ 　

一般財団法人群馬県母子寡婦福祉協議会（「群馬県母子家庭等就業
自立・支援センタ―」を運営）前橋市新前橋町13-12
Tel. 027-255-6636　Fax. 027-255-6652

　前橋市出身の落語家柳家小もん
さんが当所曽我会頭を表敬訪問さ
れました。昨年３月に二ツ目に昇
進し、群馬県出身の若手落語家ユ
ニット「上州事変」のメンバーと
しても注目されている小もんさん、
２月には、落語会も開催予定で今
後益々のご活躍が期待されます。
第２回　柳家小もん落語会
■日　時　平成31年２月10日（日）　午後1:30～（開場1:00）
■会　場　群馬会館　※駐車場は県庁（有料）となります。
■主　催　上州小もんの会
■後　援　上毛新聞　FM GUNMA　群馬テレビ　FM桐生
■入場料　2,000円
チケットお問合せ　Tel. 070-5567-3926（上州小もんの会）

　３月になりますと2020年４月採用の広報活動が解禁となります。
　本学では、卒業後の市内への定着をすすめており、その一環とし
て市内企業の皆様に求人情報のご提供をお願いしています。
　求人情報については、学科指定でも学科不問でも受け付けていま
す。ご提供をお待ちしています。
求人票の提出方法は？
①Webから
　 前橋工科大学キャリアセンターホームページから、求人情報配信

システム「キャリタスUC」に企業情報、求人情報を登録してく
ださい。

　http://www.maebashi-it.ac.jp/career-center/
　※ 「キャリタスUC」は株式会社ディスコが管理・運営する学校向

けWebシステムです。利用料金等はかかりません。
②求人票等の送付
　各社で作成している求人票等も受付しています。
　郵送・FAX・メールでお送りいただくこともできます。
お問合せ 　

前橋工科大学キャリアセンター
Tel. 027-265-7361（学務課）　E-mail　job@maebashi-it.ac.jp

ひとり親の雇用促進にご協力ください

柳家小もんさん　当所曽我会頭を表敬訪問前橋工科大学に求人情報をご提供ください。

ご存じですか？治療と仕事の両立支援
　平成25年に企業を対象にしたアンケート調査によると疾病を理
由として１か月以上休業している労働者がいる企業の割合は、メ
ンタル疾患38％、がんが12％、脳血管疾患が12％です。また、
仕事をしながら、がんで通院している人の数は32.5万人に上って
います。
　一方、近年の医療技術の進歩により労働者が病気になったから
といって、すぐに離職しなければならないという状況が必ずしも
当てはまらなくなってきています。
　しかしながら、疾病や障害を抱える労働者の中には仕事上の理
由で適切な治療を受けることができない場合や、疾病に対する労
働者自身の負い目や不安感、職場の理解・支援体制不足により、
やむなく離職に至ってしまう場合も見られます。
　少子高齢化に伴い、職場の人手不足、高齢化が深刻な問題とな
ってきています。
　このため、がん等に罹患した労働者が適正な治療を受けながら、
離職することなく働き続けられる、また、企業としても貴重な労
働力を失うことなく治療と仕事の両立に取組んでいくことが重要
となっています。
　なお、治療と仕事の両立支援の取組みに関する相談は、下記ま
でお願いします。

お問合せ
厚生労働省　群馬労働局健康安全課・各
労働基準監督署
および
独立行政法人　労働者健康安全機構
群馬産業保健総合支援センター

前橋市千代田町１丁目７番４号（群馬メディカルセンター内２階）
Tel. 027-233-0026　Fax. 027-233-9966


