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　前橋商工会議所では会報への広告チラシ同封サービスを行って
います。
　単独のDMよりも低コストで、しかも事業者へのアプローチと
いう点で、効率のよいPR効果が期待できます。

■概要
　・同封できるサイズは、原則A4サイズの１枚となります。
　　※サイズ・折り等により金額が変わります。
　・利用者は前橋商工会議所会員企業のみです。
　　※�関係法規に違反するもの又はその恐れがあるものや公序良

俗に反するもの等については、お受け致しかねます。
■料金　A４サイズの場合　１枚　�108,000円（税込）
　　　　年６回以上のご利用で１枚　86,400円（税込）
　　　　年12回のご利用で１枚　64,800円（税込）に!!
お申込み 　
　所定のお申込書に利用希望月の前々月末の営業日までに必要事
項をご記入のうえ、原稿内容が分かるものを添えて下記担当窓口
にご提出ください。

　前橋商工会議所では2019年度会報「糸都」誌面の広告企業を
募集しております。毎月約7,000部を発行している「糸都」に、
御社の紹介や商品等のPRを掲載してみませんか？

■概要
・広告種類は、サイズ・掲載ページにより、５種類となります。
※サイズにより金額が変わります。
・全広告はフルカラーでの掲載となります。
・前橋商工会議所会員企業以外の企業でも掲載可。
※但し非会員金額となりますのでお問い合せください。
・�関係法規に違反する広告又はその恐れがあるものや公序良俗に
反するもの等については、掲載をお断りします。
■料金（会員の場合）

広告種類 月額広告料(税別)

①裏表紙 100,000円
半年契約　　95,000円
年間契約　　90,000円　横180×縦252㎜

②中全面 80,000円
半年契約　　76,000円
年間契約　　72,000円　横180×縦267㎜

③中半面
40,000円

　横180×縦129㎜

④中４段
20,000円

　横180×縦60㎜

⑤中ページ下
20,000円

　横180×縦50㎜

・�半年契約とは、初回広告掲載月から１年の間に６回以上12回未
満の掲載となります。
・年間契約とは、初回広告掲載から１年間毎月の掲載となります。

お申込み 　
　広告掲載をご希望の方は、下記担当窓口にご連絡ください。お
申込用紙等をメールにてご担当者様にお送りいたします。お申込
用紙に、必要事項をご記入の上、メールまたはFAXにて事務局ま
でご提出ください。申込受け取り後、事務局より再度ご連絡させ
ていただきます。
　お申込多数の場合は、ご希望に添えないこともございますので、
ご了承ください。
お問合せ 　
前橋商工会議所�情報発信課　Tel.�027-234-5113

会報「糸都」同封サービスのご案内 会報「糸都」誌面広告募集のご案内

お問合せ
前橋商工会議所�情報発信課　Tel.�027-234-5113

■手続きの流れ
　（�）内の日付は５月１日発行の「糸都」に同封を行う場合

前々月20日
（３月20日）

※申込書と原稿内容
がわかるもの（サンプ
ル等）を利用希望月の
前々月の20日（休日
の場合は翌営業日）ま
でに担当窓口にご提
出ください。

※�各回ともお申込順とさせていただき、所定の重量制限を超える場合、利用月の希望
に添えない場合もございます。
※同封の順番も順不同とさせていただきますのでご了承ください。

※ご提出いただ
いた内容の確認
を行い、同封の
可否を判断した
うえで、ご連絡
いたします。

※納品締切日は利用希
望月の前月20日です
（休日の場合は翌営業
日）。締切日までに納品
が間に合わない場合は
いかなる理由において
も同封ができません。

同封希望月
（５月１日）
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詳細はこちらから▶

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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商工会議所検定試験　2019年度検定試験日程のお知らせ
　皆様のキャリアアップを応援します。人材教育の一環として、社員のスキルアップ、能力評価等に商工会議所の検定試験をご活用ください！

【東商検定】　東京商工会議所 検定センター　https://www.kentei.org/　Tel. 03-3989-0777�
※東商検定の団体登録期間は別途ご確認ください。

検定名 試験日 実施級 試験回 受付期間 受験料（税込）

カラーコーデ
ィネーター

色彩の知識を身につければ、色の持つ効果をビジネスシーンに活かすことができます。仕事に役立つ実践的な色彩の知識を学ぶこ
とができます。

2019年 6月16日（日） 2級～3級 第46回 個人登録期間：　3月26 日（火）～　4月26日（金） 2級：7,340�円
3級：5,250�円

2019年 12月 1日（日） 1級～3級 第47回 個人登録期間：　9月17日（火）～10月18日（金）
1級：9,620�円
2級：7,480�円
3級：5,340�円

ビジネス
実務法務

法律知識を身につければ、ビジネス上の法務トラブルを未然に回避することができます。ビジネスで実践的に使える法務知識を体
系的に学ぶことができます。※1級は、2級合格が受験条件。

2019年 6月30日（日） 2級～3級 第45回 個人登録期間：　4月16日（火）～　5月17日（金）2級：���6,480円3級：���4,320円

2019年 12月 8日（日） 1級～3級 第46回 個人登録期間：　9月24日（火）～10月23日（金）
1級：11,000円
2級：���6,600円
3級：���4,400円

福祉住環境
コーディネー
ター

高齢者や障害者にとって住みやすい住環境を提案するのが福祉住環境コーディネーターです。医療・福祉・建築の知識を体系的に
幅広く身につけ、住宅改修プランや設備に関して的確なアドバイスができるようになります。※1級は、2級合格が受験条件。

2019年 7月7日（日） 2級～3級 第42回 個人登録期間：　4月23日（火）～　5月24日（金）2級：���6,480円3級：���4,320円

2019年 11月 24日（日） 1級～3級 第43回 個人登録期間：　9月10日（火）～10月11日（金）
1級：11,000円
2級：���6,600円
3級：���4,400円

環境社会
（eco 検定）

環境に対する幅広い知識をもち、社会の中で率先して環境問題に取り組む“人づくり”、そして環境と経済を両立させた「持続可能
な社会」を目指す検定です。

2019年 7月21日（日）

※級の設定なし

第26回 個人登録期間：　5月��7日（火）～　6月���7 日（金） 5,400円

2019年 12月 15日（日） 第27回 個人登録期間：10月　1日（火）～11月���1 日（金） 5,500円

ビジネスマネ
ジャー

あらゆる管理職が持つべき総合的な知識を体系的に学び、管理職として知っておくべき基礎知識を網羅的に身につけることができます。

2019年 7月14日（日）

※級の設定なし

第9回 個人登録期間：　4月23 日（火）～　5月31日（金） 6,480円

2019年 11月 10日（日） 第10回 個人登録期間：　8月27日（火）～　9月27日（金） 6,600円

上記検定の詳細やその他の検定に関する情報は、お問合せいただくかウェブサイトをご覧ください。�
前橋商工会議所　Tel.�027-234-5111　http://www.maebashi-cci.or.jp/examination/

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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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
　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。

【2019年５月・６月の開催予定コース】
コース名 日　　時

基礎からの機械図面の見方
5/16（木）、17（金）
� 9:00～16:30

基礎からの品質管理講座
5/28（火）、29（水）
� 9:00～16:30

ビジネスに活かす！安全運用の
ためのドローン操作入門①

5/29（水）、30（木）
� 9:00～16:30

2D-CAD活用技術（基本編）
6/1（土）、8（土）
� 9:00～16:30

基礎からの電気制御技術
6/3（月）、4（火）
� 9:00～16:30

＊お申込みは４/１(月)より先着順にて受け付けます。
＊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/

　前橋商工会議所では創立120周年を記念して、歴史顕彰誌「製
糸（いと）の都市（まち）前橋を築いた人々」を販売しております。
本書は、明治期に活躍した楫取素彦や下村善太郎をはじめとした
25人衆等の経済人94名の足跡を、歴史的事実の記録だけでなく、
その時代に生きた歩みを伝える今までにない貴重な内容を掲載。
専門書としても価値のある顕彰誌であり、かつ前橋の歴史を知る
一冊です。
　残部が少なくなっておりますので、お早めにお買いもとめくだ
さいますようお願いします。

■編　著　前橋商工会議所
■仕　様　A4判　本文400ページ
■定　価　本体4,000円（税別）※会員事業所様は10％割引
■発　行　上毛新聞社
お問合せ
前橋商工会議所�情報発信課　Tel.�027-234-5113

歴史顕彰誌「製糸（いと）の都市（まち）前橋を築い
た人々」絶賛販売中！

【日商検定】　日本商工会議所　https://www.kentei.ne.jp/　Tel. 03-5777-8600
検定名 試験日 実施級 試験回 受付期間 受験料（税込）

簿　　記

帳簿を正しく記入する、あるいは帳簿の数字を読み取る能力を身につける試験。日々の取引を数字というデータに置き換えて整理・
理解する力をつけることができます。経理担当の方はもちろん、営業の方にも必須の内容です。

2019年 6月9日（日） 1級～3級 第152回 ネット：���4月���8�日（月）～���5月15日（水）
窓　口：���5月���8日（水）～���5月17日（金）

1級：7,710円
2級：4,630円
3級：2,800円

2019年 11月 17日（日） 1級～3級 第153回 ネット：10月���1�日（火）～10月23日（水）
窓　口：10月16日（水）～10月25日（金） 1級：7,850円

2級：4,720円
3級：2,850円2020年 2月23日（日） 2級～3級 第154回 ネット：12月16日（月）～���1月22日（水）

窓　口：���1月15日（水）～���1月24日（金）

リテールマー
ケティング

（販売士）

流通業界で唯一の公的資格です。販売・接客技術、在庫管理、マーケティング、労務・経営管理などの知識の獲得に役立ちます。

2019年 7月13日（土） 2級～3級 第84回 ネット：���5月13日（月）～���6月19日（水）
窓　口：���6月12日（水）～���6月21日（金）

2級：5,660円
3級：4,120円

2020年 2月19日（水） 1級～3級 第85回
ネット：12月16日（月）～���1月22日（水）
窓　口：���1月15日（水）～���1月24日（金）
※1級申込は窓口のみで受け付けます

1級：7,850円
2級：5,770円
3級：4,200円

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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ぐんまウェルカムサポーターズを募集します！
　ググっとぐんま観光宣伝推進協議会DC推進局（事務局：観光物
産課）では、群馬県を訪れた方をおもてなしの心で歓迎し、群馬県
の魅力を積極的に発信する「ぐんまウェルカムサポーターズ」の
登録者を募集します。多くの皆様からのご登録をお待ちしていま
す！
１　募集内容
　群馬県を訪れた方をおもてなしの心で歓迎し、群馬の魅力を発
信する「ぐんまウェルカムサポーターズ」として活動する登録者
を募集します。
　「ウェルカム！ぐんま宣言」の５つのアクションのうち、１つ以
上の実行を約束し登録していただいた方には、ぐんまちゃんがデ
ザインされたオリジナルバッジをお渡しします。バッジをつけて、
群馬の魅力を積極的に発信してください。
２　募集開始　　平成31年２月１日（金）～
３　対 象 者　　個人、団体、一般企業　など
　　　　　　　　※県外在住者も可
４　「ウェルカム！ぐんま宣言」５つのアクション

お：大きな声で「ようこそぐんまへ！」
も：もてなす気持ちを大切に！
て：手を振って笑顔でご挨拶！
な：なんでも聞いてね、ぐんまのこと！
し：知ってもらおうぐんまの魅力！

５　登録方法
ウェルカム！ぐんま宣言　公式サイト（https://wel-
come-gunma.jp）から登録していただくか、受付対応
窓口に行き登録用紙にご記入ください。
※受付窓口の所在は各市町村により異なります。
※�登録方法の詳細は上記公式サイトまたは募集リーフレットをご
確認ください。リーフレットは、県庁や県合同庁舎、市役所・
町村役場、観光協会、ぐんまちゃん家などで配布します。

６　バッジデザイン

お問合せ
ぐんまウェルカムサポーターズ運営事務局
高崎市宮元町212　高崎宮元町ビル９F
　Tel�:027-322-6419�
　e-mail：supporters@welcome-gunma.jp

軽減税率対策補助金のご案内

　消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・
小規模事業者等に対して、複数税率対応レジの導入や、受発注シ
ステムの改修等に要する経費の一部が補助されます。

１．軽減税率対応レジの導入・改修の支援
≪軽減税率対応レジの導入等支援≫
対�象�者：�軽減税率の対象商品の販売を行っている中小の小売事

業者等
補�助�率：原則３/４（なお、３万円未満のレジ購入の場合４/５）
補助上限：�レジ１台あたり20万円、券売機１台あたり20万円（なお、

商品マスタの設定等が必要な場合にはプラス20万円で
上限40万円、１事業者あたり上限200万円）

完了期限：2019年９月30日まで

２．受発注・請求書管理システムの改修等の支援
≪受発注システムの改修等支援≫
対�象�者：�軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシス

テムの改修等を行う必要がある中小の小売事業者、卸
売事業者等

補�助�率：原則３/４
補助上限：1000万円（発注システム）、150万円（受注システム）
完了期限：�2019年９月30日まで（システム会社に改修を依頼する

場合は、2019年６月28日までに事前申請が必要）

≪請求書管理システムの改修等支援≫
対�象�者：�軽減税率制度の導入に伴い請求書管理システム（※）の改

修等を行う必要がある中小の卸売事業者、製造事業者等
　　　　����（※区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の発行

を行うシステム）
補�助�率：原則３/４
補助上限：150万円
完了期限：2019年９月30日まで

詳細は　http://kzt-hojo.jp/　をご覧いただくか、
軽減税率対策補助金事務局（0120-398-111）までお問い合せ
ください。

ピンバッジ 缶バッジ
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INFORMATION

　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。
■受付期間等
　�４月３日（水）～16日（火）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

■受験申請用紙配布・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

　従業員の健康は、生産性の向上、企業のイメージアップにもつ
ながります。経営者の方、健康管理に携わっている方、これから
健康経営の取り組みを考えている方はぜひご参加ください。
（入場無料）

■日　時　平成31年３月19日（火）　午後1:30～4:30
■場　所　群馬県公社総合ビル　１Fホール　
基調講演　「はじめよう�ストレスチェックの活用」
　　　　　講師　早川洋子氏
事業説明　�「健康経営の取り組みについて」
� 全国健康保険協会�群馬支部
パネルディスカッション　「健康経営の推進について」
・パネリスト　松井義光氏（桐生建設株式会社）
　　　　　　　小西弘晃氏（株式会社中沢ヴィレッジ）
　　　　　　　武井　宏氏（株式会社ボルテックスセイグン）
　　　　　　　�阿部絹子氏（群馬県健康福祉部保健予防課健康増

進主監）
・コーディネーター　藤井　稔（全国健康保険協会�群馬支部長）

お申込み 　
協会けんぽ群馬支部のホームページより、申込用紙に必要事項を
ご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。
協会けんぽ群馬支部　企画総務グループ　027-219-2101

　前橋地区・前橋東地区職場警察連絡協議会主催で公募した平成30年度「一般防犯並びに交通安全・非行防止ポスター及び標語」の上位
入選者が決定いたしましたのでご紹介します。（敬称略）

《前橋地区》
◎ポスターの部
　【最優秀賞】　群馬大学教育学部附属小学校� ６年　藤原すみれ
　【優秀賞】　　前橋市立南橘中学校� ３年　須納瀬　遥
　　　　　　　前橋市立第六中学校� ３年　髙橋　音羽

◎標語の部
　【最優秀賞】　かもしれない　心でつぶやき　安全運転
　　　　　　　群馬綜合ガードシステム株式会社� 丹　　博美
　【優秀賞】　　みのがすな　みんなでみはろう　いじめの芽
　　　　　　　群馬大学教育学部附属小学校� ４年　大 由希子
　　　　　　　ヘルメット　かぶって守ろう　自分の未来
　　　　　　　前橋市立元総社中学校� ２年　富所亜梨沙

《前橋東地区》
◎ポスターの部
　【最優秀賞】　前橋市立荒砥中学校� １年　茂木　瑞紗
　【優秀賞】　　前橋市立天川小学校� ３年　吉田　智佳
　　　　　　　前橋市立荒砥中学校� ３年　茂木　春乃

◎標語の部
　【最優秀賞】　あなたから　励ます言葉　勇気出る
　　　　　　　群馬県立前橋清陵高校� １年　三長　由奈
　【優秀賞】　　一度だけ　軽い気持ちが　常習犯
　　　　　　　前橋市立芳賀中学校� ３年　五十嵐めぐみ
　　　　　　　反射板　あなたを照らす　掲示板
　　　　　　　株式会社旅がらす本舗清月堂� 石坂　哲也

平成31年度 前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

協会けんぽ群馬支部から
健康経営セミナー開催のお知らせ

平成30年度　前橋地区・前橋東地区職場警察連絡協議会
「一般防犯並びに交通安全・非行防止ポスター及び標語」コンクール入選者決定！


