
前橋の夏の風物詩！前橋七夕まつり・前橋花火大会　開催迫る！

　詳細は開催当日、開催本部や登録店舗で配
付する「ゆかたでお得マップ」をご覧下さい。
　今年も、七夕飾り、イベント盛り沢山な七
夕まつりにぜひお誘い合わせてお出かけくだ
さい。
お問合せ

前橋商工会議所　団体支援･まつり再編推進課
Tel. 027-234-5108

　いよいよ今週４日(木)から７日（日）まで中心市街地を中心に「前
橋七夕まつり」が始まります。
　夏の一夜、あなたも織姫・彦星になって前橋のまちを楽しんでみ
ては？

★ピックアップ
　①「七夕飾り」
　　 　今年も数多くの七夕飾りが、中心部を彩ります。恒例の飾り

コンクールは、５日(金)に各賞が発表となります。
　　 　また、市内の保育園・保育所・幼稚園児による七夕飾りは今

年も銀座通り、千代田通りを彩るほか、近隣小学校児童の短冊
飾りがJR前橋駅北口ロータリーに飾られます。ぜひお楽しみに。

　②「ゆかた」
　　 　七夕と言えばゆかた。今年も浴衣を着用の方には、着付けサ

ービスや商店街の登録店舗で「ちょっとお得なサービス」が受
けられます。加えて登録店舗３店のスタンプを集めた方は、開
催本部で素敵な景品が当たるクジ引きに挑戦いただけます。特
等は「なか又」の涼感漂うわらび餅「ぷるしずく」です。

　８月10日(土)は前橋花火の日。今年も800ｍワイドスターマイン
や大玉打上げ音楽花火など華麗かつ盛大に開催する予定です。
　この花火大会を有料観覧席でゆったり楽しみませんか？個人、カ
ップルやご家族連れ、団体など幅広いニーズに対応した４種類の席
があります。現在絶賛発売中。
　数に限りがありますのでぜひお早目にお申し込みください。

■有料観覧席種類
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）
　７月26日(金)　午後５時まで（完売次第終了）
お問合せ

前橋花火大会有料観覧席予約センター
チケット･空席情報お問合せ　Tel. 050-5817-9070
当日の座席・申込方法等に関するお問合せ　Tel. 027-310-3060
 (㈱JTB群馬支店)
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第63回前橋花火大会　8月10日（土）　有料観覧席のご案内

第69回前橋七夕まつり　7月4日（木）〜７日（日）

「ぷるしずく」
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　全国の“自慢の逸品”が集まる東京・秋葉原の
「日本百貨店しょくひんかん」。前橋商工会議所で
はブースを借りて「前橋一番」認定の物産品を出
展いたしますのでぜひ、ご来場ください。

■日　　時　７月９日（火）～15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

−前橋一番とは？−
前橋市物産振興協会が認定する前橋
をテーマに地元素材を原料に造られ
た前橋物産品のブランド名です。

お問合せ
前橋商工会議所 商業観光振興課
Tel. 027-234-5109

地域うまいもんマルシェ
〜日本百貨店しょくひんかんに

「前橋一番」登場

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

場合の事前申請は終了となりました。）

≪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。

〜準備は大丈夫ですか〜
「消費税増税・軽減税率制度」直前対策
セミナーの開催
　消費税の増税と軽減税率制度の導入予定が本年10月と近づいて
まいりました。そこで、事前に対応すべきポイント、資金繰り等
増税後に注意すべきポイントをご確認いただき、円滑な企業経営
ができますよう直前対策セミナーを開催いたします。本セミナー
で自社への影響を最終確認し、早めの準備にとりかかりましょう。

■日　時　８月20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）　※参加無料
■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？
　・増税後の資金繰りの注意点　等
お問合せ

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

高圧ガス容器の総合メーカー

関東高圧容器製作所株式会社

〒371-0131 群馬県前橋市鳥取町153-1　TEL.027-269-3111（代）　FAX.027-269-3128
URL:http://www.skcylinder.co.jp

〒371-0131 群馬県前橋市鳥取町153-1　TEL.027-269-3111（代）　FAX.027-269-3128
URL:http://www.skcylinder.co.jp

代表取締役社長　矢端 和之
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皆様の「いいね！」をお待ちしております！
前橋商工会議所 フェイスブックページがス
タート！
　前橋商工会議所では、フェイスブックページを開設しました。
経営に役立つ情報や地域の情報などをタイムリーにお届けします。
皆さまからの「いいね」やシェアをお待ちしております！

■ＵＲＬ https://www.facebook.com/maebashicci/
お問合せ

前橋商工会議所 政策部
Tel. 027-234-5113　Fax. 027-234-8031

前橋市の観光特使　「バラの女王」
第27代 ローズ・クイーン決定‼

　『第27回ローズ・クィーンコ
ンテスト』の最終審査会が、６
月２日（日）、前橋商工会議所青
年部 緑水会主催により、けや
きウォーク前橋にて行われま
した。厳正な審査の結果、天海 
希利香（あまがいきりか）さんと
小畑 美鳥（こばたけみどり）さ
んの２名が新ローズ・クィー
ンとして選ばれました。２人は
１年間、前橋市や商工会議所が
主催するイベントに観光大使
として参加します。

受注企業エントリー募集中！第26回 ザ・商談！し・ご・と発掘市

　関東を中心とした商工会議所が連携して開催する完全事前予約
制の受発注商談会！事前の情報提供をもとに、具体的な発注案件
に対して、受注希望企業が商談の申込みを行うため精度の高い商
談が行えます。取引先の新規開拓と情報収集のチャンスです！是
非、この機会にお申し込みください。

■開 催 日　10月18日(金)
■場　　所　 東京ファッションタウン（TFT）ビル
　　　　　　（東京都江東区有明3-6-11）
■参加対象
　 金属製品、機械器具、関連業種（加工・組立・試作・供給）、樹

脂成形・加工、その他関連工事等の商談に対応可能な主催商工
会議所エリア及び関東近県の製造業者

■募集企業数　受注希望企業200社（発注企業40社を予定）
■参加方法
　 ・ エントリーシートを入手のうえ、東京商工会議所ビジネス交

流センターまで、メール（bizkoryu@tokyo-cci.or.jp）にてお申
込み。

　・ エントリー締切後に、発注案件の一覧と参加申込書を郵送に
てお送りしますので、内容をご確認ください。

　・ 対応可能な案件がありましたら商談を申し込みます。
　・商談申し込み後、発注企業からの指名があれば、商談会当日に

商談となります。

■エントリーシート入手方法
　 東京商工会議所ウェブサイトからダウンロードできます。ダウ

ンロードできない場合は、個別にメール送付も可能です。
　ＵＲＬ　http://www.tokyo-cci.or.jp/hakkutsu/
　※１  エントリーシートをご提出いただいただけでは、商談会に

参加することはできません。
　※２  エントリー・参加申し込みは、貴社の希望する発注企業と

の商談ならびに受注を約束するものではありません。
■エントリーシート提出締切
　受注希望企業…７月16日（火）
　発注希望企業…７月29日（月）
　※定員に達した場合、期限前でも募集終了となります。
■費用
　 　エントリー無料。商談会当日の商談に至った場合、商談件数

に応じて参加費（税込）を東京商工会議所に後日、お支払いいた
だきます。

　・主催商工会議所の会員事業所：1,000円／件
　・その他の事業所：2,000円／件
　　※前橋商工会議所は主催商工会議所の一つです。
お問合せ

前橋商工会議所 地域産業振興部 工業振興課
Tel. 027-234-5100

掲載情報
★セミナー・講演会情報
★補助金や施策情報
★会員企業情報
★簿記検定などの検定情報
★会議所の活動報告など
★地域のイベント情報など  etc

QRコード
からアクセス

第27代ローズ・クイーンに選ばれた
小畑さん（右）と天海さん（左）

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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夏休み特別企画
　遊べる水族園in前橋　〜家族みんなで、まちなかへ出かけよう〜
　前橋の中心市街地スズラン前橋店に、遊べる水族園がやってくる！!「おさかなの観察やふれあいコーナー」や「カワウソタッチ会」、「海
の生物の生態がわかるガイドツアー」など学び・遊べるイベントが盛りだくさん。いっぱい、楽しんじゃおう！さらに、７月28日（日）は、
前橋テルサにてテレビでお馴染みの“さかなクン”のお魚教室も開催。今年の夏は、前橋の水族園へＧＯ!!

■日　　時　７月25日（木）～８月26日（月）　午前10:00～午後7:00
■会　　場　スズラン前橋店　８階大催場
■入 場 料　一般（高校生以上）900円　子供（３歳～中学生）600円
■主な企画内容　
　①ふれあいコーナー…不思議な海の生き物に触ってみよう！
　②遊べるコーナー…金魚すくいとザリガニ釣りに挑戦だ！　　　＊有料
　③カワウソタッチ会…おやつをあげながらタッチしちゃおう！　＊先着10名様
　④観察コーナー…ウミガメやかわいいクマノミ、ダイオウグソクムシも来るよ！　　　　　　　
■特別企画　“さかなクン”のギョギョッとびっくりお魚教室
　　　　　　７月28日（日）１回目午後1:00～、２回目午後3:00～
　　　　　　前橋テルサ大ホール　入場料　一般2,500円　子供2,000円（水族園チケット付き）
　　　　　　申込開始：７月８日（月）～　※先着順。申し込みは下記まで。
お問合せ

上毛新聞社事業局　Tel. 027-254-9955（平日午前9:00～17:20）

　中小企業基盤整備機構が主催する中小企業大学校サテライト・
ゼミ「実践的新規顧客開拓の進め方～ここが間違っている！貴社
の新規開拓～」を前橋市で開催します。実践を通して顧客に刺さ
る新規顧客開拓術を身に付けることができます。
詳しくは中小企業大学校東京校ホームページ（http://www.smrj.
go.jp/institute/tokyo）をご覧ください。

■日　時　 ９月３日（火）・12日（木）・27日（金）の３回、
　　　　　９時30分～16時30分
■会　場　前橋商工会議所（日吉町1-8-1）
■対　象　中小企業の経営幹部・管理者など、先着15人
■受講料　28,000円
■講　師　㈱マインズコンサルティング 代表取締役 稲田裕司 氏
お申込み 　同封のチラシにてお申込みください。

　　　　　  ＊講座詳細は同封のチラシをご参照ください。
お問合せ

前橋商工会議所　経営支援課　Tel. 027-234-5115

〜人気のセミナーを前橋で！〜　
実践的新規顧客開拓術学ぶ

　６月９日（日）に予定しておりました２
試合が雨天順延となり、試合の日程が変
更となっております。次回は、７月21日

（日）に準々決勝が行われ、ベスト４が決
定する予定です！

今後の試合日程
７月21日（日）　準々決勝
　午前9:00～
　　星野総合商事㈱ × 日新電機㈱前橋製作所　
　　 ㈱アドバンティク・レヒュース × カネコ種苗㈱
　午前11:00～
　　㈱東和銀行 × ㈱アルファプラン
　 　㈱カミムラグループ × マチダコーポレーション㈱
７月28日（日）　午前9:00～　準決勝
８月 ４日（日）　午前9:00～　決勝
登利平桃ノ木川グランド（前橋市東片貝町417-４）にて開催します。
詳しくは当所ウェブサイトをご覧ください。
※試合結果は当所HPまたは当所１階ロビーに掲示しています。
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お知らせ
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AirREGI（エアレジ）「見て・触って・操作体験」
モバイルPOSレジ体験コーナーの設置のお知
らせ！
　このたび、㈱リクルートライフス
タイル様との連携で、前橋商工会議
所内に「モバイルＰＯＳレジ体験コ
ーナー」を設置しました。
　モバイルＰＯＳレジは、消費税軽
減税率制度への対策のみならず、キ
ャッシュレス決済やクラウド会計と
連携させることで業務の効率化が図られ、売上・顧客動向等をき
め細かくリアルタイムに把握できるようになり、マーケティング
や販売の質を高められるなど多くのメリットがあります。
　話題のＰＯＳレジを手に取ってお試しいただけますので、ご興
味のある方はお気軽にお声かけください。

■展示期間　６月３日～令和２年２月28日（予定）
■設置場所　前橋商工会議所　正面入り口
お問合せ 　前橋商工会議所　経営支援課　TEL 027-234-5115

前橋七夕まつりと同日開催！
広瀬川河畔で「前橋めぶくフェス」を行います！

障害者雇用がはじめての企業様のための障害
者雇用研修会

前橋市商店街連合会七夕まつり感謝還元セール
市内30商店街、250店が参加のスーパービッ
グセール開催
　前橋市商店街連合会では、毎年恒例の
七夕まつり感謝還元セールを実施いたし
ます。期間中にポスター掲示のセール参
加店でお買物等をされた方にもれなくオ
リジナルボックスティッシュをプレゼン
ト、更に参加店にある応募はがきから抽
選でお買物券をプレゼントします。

■セール期間
　７月１日（月）～20日（土）
■景　　　品
　 セール参加店でご利用できるお買物券

1,000円分を1,000名様にプレゼント！
■応募締切り　７月31日（水）
■当 選 発 表　９月下旬に景品の発送をも
って代えさせて頂きます。
お問合せ

前橋市商店街連合会　Tel. 027-234-5655
※ 七夕まつり中の７月６日（土）・７日（日）にK'BIX元気21まえば

しの１階にて、「七夕まつり　前橋うまいもの市」を開催します。

日頃の感謝を込めて
どーんと

お買物券
プレゼント！

1,000,000円
総
額

　芽吹きの祭典「前橋めぶくフェ
ス」を広瀬川河畔にて開催！フー
ドの出店やワークショップ、広瀬
川河畔などをテーマとしたシンポ
ジウムを行います。そして午後７
時７分には全国各地の水辺で一斉
に行なうミズベリングプロジェク
ト「水辺で乾杯」を広瀬川でも開催！七夕の夜を彩る芽吹きの祭
典にご来場ください。

■日　時　７月７日（日）　15:00～20:00
■会　場　広瀬川交水堰付近 
■内　容　★フードの出展、ワークショップの開催
　　　　　★広瀬川河畔整備などをテーマとしたシンポジウム
　　　　　★ミズベリングプロジェクト「水辺で乾杯！」@広瀬川
■お申込　当日会場へ直接
■ＵＲＬ　https://www.mmfes.com/
お問合せ

前橋めぶくフェス実行委員会　Tel. 027-212-2177

　「いい人がいたら採用したい」けれどどんな方に働いてもらえ
るのか、どうやったら、障害のある方と一緒に働く方に前向きに
紹介できるのかなどの障害者雇用に対する疑問をお持ちの方を対
象に障害者雇用研修会を開催します。
　障害特性を前向きに理解し、最適な対応方法を事例紹介やグル
ープワークをとおして具体的に学んでいただきます。

■日　時　７月31日（水）　14:00～16:00
■会　場　群馬県公社総合ビル　１階東研修室
■参加料　無料
■定　員　20名
■内　容　 障害特性の実例・配慮事項紹介（約１時間）、グループ

ワーク（約１時間）、質疑応答
お申込み・お問合せ
群馬県障害者就労開拓支援事業　事務局　株式会社綜合キャリア
トラスト
Tel. 027-220-1088　Fax. 027-220-1089
URL：https://gunma-navi.jp/koyo/entry/
主催：群馬県産業経済部労働政策課


