
第 69 回 前橋七夕まつり

【立川町大通りでのイベント】
☆乗ってさわって体験しよう！
　自衛隊車両、白バイ、パトカー、消防車両、地震体験車の展示コー
ナーや前橋競輪スピードチャレンジコーナーの設置を予定。
■日　　時　７月６日（土）・７日（日）　午前10:00～午後5:00（予定）
　◇協力：陸上自衛隊相馬原駐屯地自衛隊群馬地方協力本部・
　　　　　前橋警察署・前橋市消防局・前橋市危機管理室・
　　　　　日本競輪選手会群馬支部
☆竹飾りコーナー～市民の願いを込めて～
　短冊に願いを記入し、竹に飾り付けが出来ます。
■日　　時　７月６日（土）　午前11:00～午後 5:00（予定）
　◇協力：群馬県立女子大学　◇短冊協力：平出紙業㈱

【その他のイベント】
☆ぼくとわたしの手作り七夕
　市内保育所（園）、幼稚園の園児による手作りの七夕飾りを展示。
■日　　時　７月４日（木）～７日（日）
■会　　場　千代田通り・銀座通り
☆七夕まつり児童絵画展
　七夕をテーマに、市内保育所（園）の園児が描いた絵画を展示。
■日　　時　７月３日（水）～９日（火）（９日は午後３時まで）
■会　　場　スズラン前橋店本館特別会場
☆前橋うまいもん市
　前橋の銘菓とスイーツが大集合！
■日　　時　７月６日（土）・７日（日）
■会　　場　前橋プラザ元気21　１階
　◇主催：前橋市商店街連合会
☆こども広場
■日　　時　７月６日（土）　午前10:00～午後3:00（予定）
　　　　　　　　７日（日）　午前10:00～午後2:00（予定）
■会　　場　前橋プラザ元気21　１階 にぎわいホール
　◇協力：（学）昌賢学園（群馬医療福祉大学・群馬社会福祉専門学校）

【七夕清掃ボランティアの募集】
　七夕まつり期間の早朝に行う清掃作業のボランティアを募集してい
ます。手袋、ごみ袋等は実施委員会で用意します。（雨天決行）
■日　　時　７月６日（土）・７日（日）　午前7:00～8:00
■集合場所　前橋中央駐車場（千代田町二丁目）

お問合せ
前橋七夕まつり実施委員会

（前橋商工会議所団体支援・まつり再編推進課）
Tel. 027-234-5108　URL: www.maebashi-cci.or.jp

　前橋が誇る夏の風物詩、「前橋七夕まつり」を今年も開催!!ぜひ、「ゆか
た」を着て、心ゆくまで七夕をお楽しみください。
※イベント内容は変更になる場合があります。随時、新しい情報をウ

ェブサイトにてお知らせします。

【七夕飾りコンクールの開催】
　七夕飾りコンクールの参加企業・事業所を募集しておりますので、
企業や事業所の PR にご活用ください。詳しくは事務局までお問い合
わせいただくか、当所ホームページをご覧ください。

【七夕飾りコンクール 市民審査員の募集】
　七夕飾りコンクール審査会を７月４日（木）に行います。このコンク
ールの市民審査員を募集いたします。詳しくは事務局までお問い合わ
せください。
■審査会日時　７月４日（木）　午後2:30～8:00頃まで
■募集人数　　若干名
■募集期間　　６月28日（金）まで

【ゆかた関連イベント】
☆「ゆかた無料着付けサービス」～ゆかたを綺麗に着こなそう！～
　ゆかたの着付けを無料にて行います。ゆかたと着付けに必要な小物

（帯、肌着、腰ひも等）をご持参ください。
■日　　時　７月６日（土）・７日（日）　午前10:00～午後4:00
■会　　場　前橋プラザ元気21　５階 第１・第２和室
　◇協力：糸のまち着物愛好会・なでしこクラブ
☆「ゆかた de チョットお得サービス＆スタンプラリー」
　七夕まつり期間中、マップ掲載店においてゆかた姿でお買い物、ご
飲食をされると各商店からチョットお得なサービスが受けられます。
また数店舗を巡ると豪華景品がもらえるスタンプラリーを予定してい
ます。
マップ配布場所：七夕まつり開催本部、前橋プラザ元気 21 等 
☆ワンコインで手作り髪飾りを作ろう！
■日　　時　７月７日（日）　午前11:00～午後2:00　
■会　　場　中央イベント広場
■参 加 費　500円（随時受付いたします）

【中央イベント広場でのイベント】
☆FM GUNMA Summer Program　前橋七夕まつり
　七夕まつりを彩る特設ブースを設けてのイベントを開催予定です。
■日　　時　７月５日（金）　午後3:00～8:00
■会　　場　中央イベント広場
☆ステージイベント 七夕フェスティバル
　和太鼓やダンス、吹奏楽等の各種団体によるパフォーマンスが披露
されます。
■日　　時　７月６日（土）・７日（日）　午前10:00～午後8:00
■会　　場　中央イベント広場
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夢　出会い　前橋　〜ななちゃんと涼む前橋の夏〜
第69回　前橋七夕まつり
７月４日（木）〜７日（日）

LED照明
業務用エアコン

見直せば、電気代が大きくダウン！

今すぐお電話　　0120-716-113

リョウモウ 検索

180mm ×50mm



　本年も花火大会有料観覧席を販売さ
せていただきます。本年も右表のとおり
４種類の席を設置し、より多くの皆様に
ゆっくりと花火を楽しんでいただきた
いと思います。
　有料観覧席内には専用トイレも設け、
より快適に観覧出来ますよう努めてま
いりますので、是非お早めにご検討くだ
さい。

　前橋の夏の風物詩として市民はもとより、県内外の皆様にも楽しんでいただいている前橋花火
大会は、本年も 8 月 10 日（土）に盛大に開催することとなりました。
　本年度も昨年より一層パワーアップして、皆が「さすが前橋の花火大会」「また来たい」と思
ってもらえる華やかな花火大会にしたいと思いますので、ぜひとも多くの皆様の協賛をお願いい
たします。

■募集協賛価格表

協賛クラス 協賛価格 ※ 1
協　賛　特　典

特別観覧席 T-1 チケット ガイドブック
企業名掲載

ホームページ
企業名掲載

Ⓐ ダイヤモンド 2,000,000 円 24 名分
駐車場 4 台付 24,000 円分

4L サイズ
企業ロゴ掲載

メッセージ 20 文字

4L サイズ
リンクバナー掲載

メッセージ 20 文字

Ⓑ プラチナ 1,000,000 円 12 名分
駐車場 2 台付 12,000 円分

3L サイズ
企業ロゴ掲載

メッセージ 20 文字

3L サイズ
リンクバナー掲載

メッセージ 20 文字

Ⓒ エメラルド 500,000 円 6 名分
駐車場 1 台付 6,000 円分

2L サイズ
企業ロゴ掲載

メッセージ 20 文字

2L サイズ
リンクバナー掲載

メッセージ 20 文字

Ⓓ ゴールド 300,000 円 3 名分
駐車場 1 台付 3,000 円分

L サイズ
企業ロゴ掲載

メッセージ 20 文字

L サイズ
リンクバナー掲載

メッセージ 20 文字

Ⓔ サファイア 200,000 円 ー 2,000 円分 M サイズ M サイズ

Ⓕ ルビー 100,000 円 ー 1,000 円分 S サイズ S サイズ

Ⓖ パール 50,000 円 ー ー 2S サイズ 2S サイズ

Ⓗ シルバー 10,000 円 ー ー 3S サイズ 3S サイズ

Ⓘ 上記以外協賛
(50 万円以上 ) ※ 2 500,000 円以上 協賛金額に応じ、特典を付加します

※ 1 左記金額は、消費税込
みの金額となっており
ます。

※ 2 協賛金額 500,000 円
以上に限り、従来の「単
独花火の打上」方法も
申し受け、ご要望によ
り各種オリジナル花火
を作成いたします。な
お、花火代金は上記協
賛価格以外の金額（例 
150 万円の花火を打
ち上げたい 等）も申
し受けますのでご相談
ください。

本誌に同封しました協賛申込書により６月 21 日（金）までにお申し込みくださいますようお願いいたします。
■お問合せ・お申込み　前橋花火大会実施委員会事務局　前橋商工会議所 団体支援・まつり再編推進課　Tel.027-234-5108

■有料観覧席販売種類
種　類 内　容 価　格 数　量

① 6 名用テーブル席（駐車場 1 台付） 定員　6 名 20,000 円 300 枠

② 個人用テーブル席（駐車場なし） 定員　3 名
※ 1 名から購入可能 1 名　3,000 円 500 席

③ 団体席タイプＡ（駐車場 5 台付） 定員 50 名 100,000 円 4 枠

④ 団体席タイプＢ（駐車場 2 台付） 定員 25 名 50,000 円 8 枠

■販売期間（予定）　6 月 24 日（月）～ 7 月 26 日（金）
お問合せ 　前橋花火大会有料観覧席予約センター

 ㈱ JTB 群馬支店内
 営業時間：平日 午前 9:30 ～午後 5:30（土日祝日休業）　Tel. 027-310-3060

今年も前橋の花火はすごいぞ！　第 63 回前橋花火大会
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第63回前橋花火大会のご協賛及び有料観覧席のご案内

ゆったりと花火を楽しみませんか？（有料観覧席のご案内）

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

（前橋支店）☎ 254ー 2755

生命医療共済です。

※火災保険の見直しも受付中！

６０歳以上の方の
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　毎年、会員事業所野球大会を開催し、明るく健康な職場づくりを応援しています。
　本年は、17チーム参加のもと桃ノ木川グランド（前橋市東片貝町417-4）にて開催中です。
最新の試合結果は当所ウェブサイトをご覧ください。
お問合せ 　前橋商工会議所　総務課　Tel. 027-234-5111

第43回前橋商工会議所
会員事業所野球大会開催中!!

前橋商工会議所共済制度　ベストウィズクラブキャンペーン開催中!!

第43回会員事業所野球大会トーナメント表

星野総合商事㈱

関東製酪㈱

関東精機㈱

ぐんぎんシステムサービス㈱

日新電機㈱前橋製作所

㈱アドバンティク・レヒュース

群馬トヨペット㈱

㈱関東高圧容器製作所

カネコ種苗㈱

㈱カミムラグループ

㈱ヒロキコーポレーション

平方木材㈱

マチダコーポレーション㈱

㈱東和銀行

前橋税理士会

㈱アルファプラン

朝日印刷工業㈱

5/19
C2

5/19
D1

5/19
B1

5/19
A1

6/9
A2

7/21
A1

5/19
B2

5/19
C1

6/16
B2

6/16
A1

6/16
C1

7/21
B1

5/19
D2

6/9
A1

6/16
C2

7/28
A1

試合日程
５月19日(日)　７試合

６月 ９日(日)　２試合

６月16日(日)　４試合

　　　　　　　  準々決勝
７月21日(日)　２試合

　　　　　　　  準決勝
７月28日(日)　１試合

　　　　　　　  決勝

試合開始時間
1　　9:00

2　　11:00

※トーナメント表の試合日時の見方

*ローマ字はグランド

*数字は試合開始時間

例）5/19　A2

→　Aグランド第２試合

　　（11：00～）

10

8

8

8

7

6

14

0

0

1

2

0

7

2

　前橋商工会議所では、会員事業所の福利厚生制度の充実を図るため、事業者・役員・従業員様の万が一に備える保障として、死亡・入院・
通院に対応する商品や退職金の準備としてご利用いただける商品等、様々な共済制度を紹介しております。福利厚生は従業員の確保と定
着化にも影響を与えます。また、高齢化社会に向けて介護等に備える商品もご案内出来ます。
　現在、当所では、ベストウィズクラブ※キャンペーンとして、会員事業所様をご訪問し、制度のご紹介をさせていただいております。
当所職員と共済制度運営会社の担当社員がお伺いしました際には、説明のお時間をいただけますようお願いします！この機会に是非福利
厚生制度の充実をご検討ください!!

※「ベストウィズクラブ」とは商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的に、全国各地商工会議所およびアクサ生命保険㈱によ
り運営されている組織です。年に２回、全国一斉に保険推進キャンペーンを実施しており、当所でもアクサ生命保険㈱群馬支社前橋営業
所と連携しご案内してまいります。

お問合せ 　前橋商工会議所　総務課　Tel. 027-234-5111

（実施期間：４月15日（月）～６月28日（金））

人事・労務の専門家　信頼できるビジネスパートナー

〒371-0801　前橋市文京町２-９-19 TEL 027-260-8111   FAX 027-260-8122
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平成30年度補正 サービス等生産性向上IT
導入支援事業(IT導入補助金)のご案内 特別金融相談会（一日公庫）開催のお知らせ!!

　本事業は、自社の課題やニーズに合ったITツール（ソフトウエア、
サービス等）を導入する経費の一部を補助し、業務効率化・売上
アップをサポートするものです。申請には、ITツールや申請手続
等に詳しくない方でも、本事業で登録されたIT導入支援事業者が
支援を行います。

■対 象 者　国内に本社及び実施場所を有する中小企業者等
■対象事業　 IT導入補助金事務局が認定した「IT導入支援事業者」

が登録するITツールを導入する事業。
■対象経費　 サービス、ソフトウェア導入費（ハードウェアは対

象外）
　　　　　　※具体的内容は特設サイトをご覧ください
　　　　　　ＵＲＬ：https://www.it-hojo.jp/
■補 助 率　１/２以内　上限額：450万円　下限額：40万円
■第１次公募期間　５月27日（月）～６月12日（水）（予定）
お問合せ

前橋商工会議所 経営支援課　Tel. 027-234-5115

　前橋商工会議所と日本政策金融公庫前橋支店国民生活事業では、
特別金融相談会（一日公庫）を開催します。
　当日は、日本政策金融公庫の職員が、金融相談に応じるほか、
新規開業者のご相談にも応じます。ご相談には可能な限り、事前
のご予約をお願いします。

■日　　時　６月12日（水）午前10時～正午
■会　　場　前橋商工会議所 １階  事務所内相談室
■内　　容　 運転資金、設備資金のご相談のほか、新規開業のご

相談
■お申込み　前橋商工会議所 経営支援部 金融支援課
　　　　　　Tel. 027-234-5115
　　　　　　日本政策金融公庫 前橋支店 国民生活事業
　　　　　　Tel. 027-223-7312　担当　狩野

会員限定　いつでも どこでも 無料で視聴可能　経営に役立つ「WEBセミナー」のご案内

　前橋商工会議所では、会員事業所の皆様の経営をインター
ネットを通じてサポートする、会員限定のWEBセミナーを
開始いたしました。
WEBセミナーとは、インターネットで映像コンテンツを視聴
することにより、様々な経営情報が取得できるサービスです。
　いつでも、どこでも、無料で、映像と音声による本格的な
セミナーが受講できます。
　「セミナーは受講したいけど忙しくて時間がない！」「継続
的に社員研修を行いたい！」「受講したいセミナーが開催して
いない！」そんな方に最適です。およそ500のコンテンツか
ら自由にお選びいただけます。
　視聴は前橋商工会議所のホームページからお入りいただけ
ます。ご利用にはIDとパスワードが必要となりますので、登
録フォームより申請ください。

（※本サービスのコンテンツ及び配信システムは株式会社ブレーン（東京
都港区）の提供によります。）

今月のおすすめ講座

ご利用にはIDとパスワードが必要です。ご登録はこちら

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



21 2019.06

INFORMATION
個人青色申告者のための記帳相談会のお知らせ

（一社）前橋法人会　2019年度上期特別研修会

　源泉所得税納付等についての無料相談会を次のとおり開催いた
します。
　お気軽にお申込みください。

■日　　時　７月８日（月）午前９時～正午
■会　　場　前橋商工会議所　１階事務所内相談室
■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指導
■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、すでに税理士関与とな

っている方はご遠慮ください。
■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添えない場

合もありますのでご了承ください。
■注 意 点　 事前にご持参いただく関係書類がありますので、お

申込みの際に担当までご確認いただくか、当所HP
をご確認ください。

お問合せ
前橋商工会議所　金融支援課　Tel. 027-234-5115（直通）　前橋法人会では、2019年度の上期特別研修会を開催致します。

税務を中心に企業経営に役立つ情報が学べます。
　特に法人役員並びに企業の実務担当者の皆様に受講いただきた
くご案内申し上げます。
■研修会場　前橋問屋センター会館　２階　会議室
■各日とも午後１時30分から３時30分まで
■受 講 料　無　料
■申込方法　前橋法人会事務局に
　　　　　　Tel. 027-234-2248 または
　　　　　　Fax. 027-232-1380にてお申し込み下さい。
※ 法人会々員の方は「会員証」をご持参下さい。
日　程 研修テーマ 講　　　師

６月
６日

（木）

◎平成31年度税制改正のあらまし
中小企業投資促進税制の概要、事業承継
税制の拡充、住宅ローン控除制度など、
税制改正のポイントを解説します。

前橋税務署
審理専門官（法人担当）
　上席調査官
　髙見裕二 氏

６月
11日
（火）

◎ 大きな変化到来！法改正でさらに増加
する外国人労働者

本年４月１日の法改正により、新しい在
留資格が創設されました。その主たる目
的は人手不足の解消です。政府は今後年
間で約35万人の外国人労働者（特定技能
外国人）を確保しようとしています。近
年急増する技能実習と新しい在留資格で
ある特定技能を中心にお話致します。

アジアビジネス
協 同 組 合
　事務局長
　石田智也 氏

６月
25日
（火）

◎ キャッシュレス・消費者還元事業について
消費税率10%への引き上げ後、キャッ
シュレス決済を行った場合の「消費者還
元制度（ポイント還元制度）」について概
要を解説します。

中小企業庁 担当者

　「群馬県よろず支援拠点」との連携による個別経営相談会を開
催します。経営に関する様々な課題解決をお手伝いします。
■日　　時　2019年度　奇数月の第３月曜日
　　　　　　午後１:00～４:00 ※１事業者あたり１時間目安
■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） 
■内　　容　 経営（事業）計画策定、資金繰り、新技術・新商品開発、

首都圏・海外進出、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 　  当所ウェブサイトにある申込用紙（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

「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

JETRO群馬貿易アドバイザーによる
海外展開相談会開催！
　ジェトロ群馬は、2018年７月に高崎モントレー２Fにオープ
ンしましたが、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海外展開相談会を毎月１回開
催しています。
　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　６月19日（水）、７月17日(水)、８月21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
　　　　　 群馬県の金型メーカーで、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・運営等を経験。
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

私達の作る製品は
　生活の中でよく使われています。

機械・電気製品用部品
農業資材・土木建材
梱包材

旭化成は「発泡スチロールの可能性」を追求しています。　
■本社（営業部）　群馬県前橋市西大室町1257番地3　TEL.027-268-2321（代）  FAX.027-268-0685
■赤堀工場　　　群馬県伊勢崎市野町722　　       　TEL.0270-63-1151（代）  FAX.0270-63-1154 
URL . http://www.asahikasei-kk.co.jp/

旭


