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本誌７月号で掲載したとおり第25期前橋商工会議所議員は本
年10月31日で３年の任期が満了し、改選となります。このため
第26期議員（任期：令和元年11月１日～令和４年10月31日）の
選出が以下のとおり行われます。

■スケジュール

日　付 内　容

８月30日（金）
同日付で会員及び会員以外の特定商工業者
の選挙資格を調査し、選挙人名簿を調整

９月３日（火）～
９月６日（金）

選挙人名簿の縦覧期間　
※名簿に相違ある場合は異議申し立てがで
きます

９月12日（木） 選挙人名簿確定

９月17日（火）
議員協議会開催　３号議員選任
常議員会開催　２号議員部会割当確定

９月18日（水）～
９月20日（金）

部会開催　２号議員選任
※部会ごとに部会員の中から割当数の議員を
選任

９月24日（火）
１号議員選挙告示
※１号議員立候補届受け付け開始

９月27日（金）
１号議員立候補締め切り（午後５時）
立候補者氏名告示

10月４日（金） １号議員立候補辞退期限（午後５時）

10月17日（木） １号議員選挙執行

11月１日（金）
臨時議員総会開催　正副会頭、専務理事、
監事、常議員等、役員選任
※第26期�前橋商工会議所�発足

お問合せ
　前橋商工会議所�総務課　Tel.�027-234-5111

第26期前橋商工会議所議員改選日程（予定） 前橋商工会議所　新副会頭に堀江氏選任

中小企業庁：「はばたく中小企業・小規模事
業者300社」に平方木材株式会社が選定!!

　平成28年６月28日より副会頭として
ご尽力いただいた深井彰彦氏（株式会社
群馬銀行　取締役頭取）から副会頭辞任
届が提出されました。これを受けて、６
月26日に開催された通常議員総会にお
いて新副会頭に堀江信之氏（株式会社群
馬銀行　取締役副頭取）が選任されまし
た。

　様々な分野で活躍している中小企
業・小規模事業者を表彰する「はば
たく中小企業・小規模事業者300社」
に当所常議員企業である平方木材株
式会社様が選定されましたので、皆
様にご紹介するとともに、今後のさ
らなる発展とご活躍を祈念いたします。
　◇企業名　平方木材株式会社
　◇代表者　平方　宏（代表取締役社長）
　◇選定された取組み
　　○�プレカットラインの更新と特殊加工機のライン化で生産性

向上
　　○�時代の変化に即応した工務店へのトータルサポートと信頼

関係
　　○�ＯＪＴや外部研修による技能伝承や人材育成と事業承継の

取組

新副会頭　堀江信之氏



182019.08

INFORMATION
永年勤続従業員・企業貢献技術者等の表彰
者推薦
　前橋市と前橋商工会議所、前橋東部商工会、富士見商工会では
市内の事業所に勤務されている永年勤続従業員と企業貢献技術者
等の皆様を表彰します。事業主または事業主が所属する同業団体
の代表者は、下記に該当する方をご推薦ください。
　なお、表彰式は11月12日（火）午前10時から前橋商工会議所サ
クラで行います。

■対　　象　
　次のいずれかに該当する方。ただし、永年勤続表彰については、
自営業者、企業の経営者や役員、その子ども・兄弟等、パート従
業員、過去に表彰された方は除きます。

お申込み 　�同封の推薦書に必要事項を記入し、下記推薦書配布
場所へ直接お持ちいただくか、ご郵送ください。

■推薦書の配布場所
　推薦書は、前橋市産業政策課、前橋商工会議所、前橋東部商工会、
富士見商工会の窓口にて配布。推薦書は前橋市、前橋商工会議所
のウェブサイトからダウンロードが可能です。

・前橋市産業政策課　Tel.�027-898-6983
・前橋東部商工会　　Tel.�027-283-2422
・富士見商工会　　　Tel.�027-288-2593

■締め切り　９月６日（金）
お問合せ
永年勤続表彰：前橋商工会議所�金融支援課
　　　　　　　　　　　�Tel.�027-234-5115
企業貢献技術者等表彰：前橋商工会議所�工業振興課
　　　　　　　　　　　Tel.027-234-5100

〈永年勤続表彰〉
①�市内の事業所等の従業員で勤務成績が優秀で他の模範となり、
同一事業所に10年以上勤務している方。
②①の条件を満たし、同一事業所に20年以上勤務している方。
③同一事業所に30年以上勤務し、特に功労がある方。

〈企業貢献技術者等表彰〉
　市内の事業所等に勤務する技術者等で、企業内の合理化・省
力化・技術改善・新製品開発・サービス向上等に取り組み、そ
の結果企業の発展に著しく貢献し、かつ勤務成績が優秀で他の
模範となる方。

　お待たせしました！前橋の夏の風物詩「前橋花火

大会」が８月10日(土)午後７時（打上開始：７時20

分予定）より、利根川大渡橋河川緑地にて多数の企業

の皆様のご協賛により盛大に開催いたします。

　ぜひ、お誘い合わせてお出かけください！

■見どころ

☆オープニング超ワイドスターマイン
　�大渡橋南北全長800ｍを使用し、約1,000

発の花火が圧倒します。

　打上時間約１分30秒。まばたき厳禁！

☆「尺玉」
　昨年度の第62回で復活した尺玉花火。今年も豪快に打ち上げます。

音と色はもちろん、お腹に響く振動をぜひ体感してください！

☆第４回世界Web花火大会in前橋
　�世界からCGによる花火作品を募集し、投

票により№１に決定した作品を実物の花火

で再現します。今年の優秀作品は台湾の方

のものです！

　作品名「Journey」　製作者：KO,TAI-TING

■楽しみどころ

☆T-1グランプリ決勝進出店が今年も出店！

　�過去に開催された「T-1グランプリ」にて決勝に進出した15店舗が今

年も出店。花火とともに各店自慢の逸品をご堪能ください。

☆�スマイルフェスティバルin前橋2019（主催：(公社)前橋青年会議所）

　�花火大会会場近くの正田醤油スタジアム群馬周辺で有名アスリートに

よるスポーツ教室と夜は利根川敷島緑地ラグビー場でダンスショーや

カウントダウンライブが開催されます。

■お願いと注意

☆�会場周辺や駐車場は大変混み合うため、極力公共交通をご利用ください。

☆会場周辺は時間で交通規制や立ち入り禁止が実施されます。

☆会場内では「場所取り禁止・立ち止まり禁止」区域があります。

　安全確保のため、厳守してください。

他にも多くのお楽しみや注意事項があります。詳細については下記をご

参照ください。

　前橋花火大会公式HP�：�www.maebashihanabi.jp�

■事前お問合せ先

　前橋商工会議所　団体支援･まつり再編推進課

　Tel.�027-234-5111

■当日お問合せ先

　開催本部　Tel.�027-234-9225(午後１時～終了まで)

■開催案内　0180-99-3636（午前10時～午後８時）

前橋の夏！光と音のクライマックス！
前橋花火大会　８月10日(土)開催!!

ポスターデザイン：
群馬大学教育学部　提橋李枝さん

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。
６０歳以上の方の
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第59回前橋市発明考案展　作品大募集！
～あなたの「アイデア」を形にしませんか？

第43回前橋商工会議所会員事業所野球大会
決勝戦は８月４日（日）!!

　本展は市内小中学校の児童・生徒の皆様をはじめ、幅広い年代の方に
ご参加いただいております。奮ってご応募ください。
■応募資格
前橋市内在住の方、または本市に住所を有する大学・専門学校の学生、
事業所の従業員の方
■募集作品
現品または雛形見本とし、危険物、不衛生または公安秩序を害するもの
を除く作品であること。詳細は当所ホームページをご覧ください。
■展　　示
応募作品は９月27日（金）～９月29日（日）に前橋市児童文化センター
（前橋市西片貝町5-8）にて展示いたします。
お申込み
所定の申込書を９月４日（水）までに前橋発明協会事務局まで持参または
送付ください。応募作品は９月25日（水）に前橋市児童文化センターへ
搬入してください。
お問合せ
前橋発明協会（前橋商工会議所　工業振興課内）　Tel.�027-234-5100

　会員事業所野球大会準々決勝が開催され
ました。決勝戦は登利平桃ノ木川グランド
（前橋市東片貝町417-４）にて８月４日
（日）午前9:00プレイボールです！入場は
自由ですので、ぜひ熱戦を応援しませんか！

ここまでの試合結果
　６月16日（日）　２回戦
　　平方木材㈱　３ー13　マチダコーポレーション㈱
　　関東精機㈱　６ー10　日新電機㈱前橋製作所
　７月21日（日）　準々決勝
　　星野総合商事㈱　６ー１　日新電機㈱前橋製作所
　　㈱アドバンティク・レヒュース　２ー９　カネコ種苗㈱
　　㈱東和銀行　７ー０　㈱アルファプラン
　　㈱カミムラグループ　10ー２　マチダコーポレーション㈱
今後の試合日程（雨天順延の場合は日程が変更となります）
　７月28日（日）　準決勝
　　（１）星野総合商事㈱　対　㈱東和銀行
　　（２）カネコ種苗㈱　対　㈱カミムラグループ
　８月４日（日）　　決勝
　　（１）の勝者　対　（２）の勝者
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

経理実務講座《基礎編》を開催！

　「経理」は、業種を問わず全ての会社にとって、必要不可欠な
業務です。事業を継続・発展させるためには、しっかりとした経
理や会計に関する知識が欠かせません。そこで本講座では、経理
を学びたい方、新たに経理担当になられた方等を対象に、経理実
務の基礎について、わかりやすく解説します。この機会にぜひご
参加ください。

■日　　時　９月12日（木）　午前10:00～午後４:00
■会　　場　前橋商工会議所　３階　アイビー
■講　　師　林　忠史�氏（㈲マスエージェント�代表取締役）
■対　　象　経理・財務担当者
■定　　員　30名（先着順　定員になり次第締め切ります）
■受�講�料　1,250円（税込）
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

（027-234-8031）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

IT導入補助金2019　２次公募受付中！

　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
申請支援を行います。

■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　�ソフトウェア費、導入関連費等
　　　　　　※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２次公募期間�７月17日（水）～８月23日（金）17:00まで
お問合せ
前橋商工会議所�経営支援課　Tel.�027-234-5115

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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県立前橋産業技術専門校スキルアップセミナー
受講者募集！
　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９・10月の開催予定コース】
コース名 日　　　時

簿記検定３級対策講座
9/6(金)、13(金)、20(金)、
27(金)
� 13:30～16:45

JIS溶接技能者評価試験準備講習
半自動溶接(SA-2F等)

9/9(月)～12(木)
� 17:00～20:15

Word＆Excelビジネス実践講座
9/10(火)、17(火)
� 9:00～16:30

デジカメ撮影テクニック講座
10/2(水)、9(水)、16(水)、
23(水)
� 13:30～16:45

ゼロからはじめるHTML入門
10/10(木)、17(木)
� 9:00～16:30

＊応募は先着順で、受講料は１コース１人9,600円です。
＊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/

☆第11回T-１グランプリの参加店を募集します！�
　前橋市内の飲食店を対象にした群馬県産豚肉
料理コンテスト「第11回T-１グランプリ」に
参加しませんか。対象は、年間240日以上営業
する、店舗内で食事ができる市内の飲食店です。

■参加店募集スケジュール（予定）

参加店募集
覆面審査員募集

８月19日（月）～９月27日（金）

参加店説明会 12月上旬
※詳細が決定次第、参加店にお知らせします

■エントリーについて
　コンテストの参加条件等は、開催要項をご確認ください。入賞
した店舗は、「TONTONのまち前橋」（年会費：6,000円）への加盟
店となることなど条件があります。エントリー等の詳細について
は右記までお問い合せください。

☆第11回T-１グランプリ覆面審査員を募集します！
　前橋市内の飲食店を対象にした群馬県産豚肉料理コンテスト
「第11回T-１グランプリ」では、参加店舗のメニューを審査して
いただく覆面審査員を募集します。あなたの舌で参加店舗のエン
トリーメニューを審査してみませんか。

■募集時期　８月19日（月）～９月27日（金）
　　　　　　（当日消印有効）
■募集人数　100人程度
■応募方法　�応募用紙に必要事項を記入して、「第11回Ｔ－１グラ

ンプリ実行委員会」事務局へ郵送・ＦＡＸ又はメー
ルにて提出してください。詳しくはT-１グランプリ
のウェブサイトをご覧ください。

お問合せ 　
　ようこそまえばしを進める会　T-１グランプリ実行委員会
　事務局（前橋市観光振興課内）前橋市本町２-12-１
　Tel.�027-210-2189　URL�http://www.t-１gp.com/

第11回T-１グランプリの参加店及び覆面審査員を募集開始！

　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」において、「地域うまいもんマルシェ」として展示
販売します。ぜひ、ご来場ください。

■日　　時　８月20日(火)～26日（月）
　　　　　　午前11:00～午後8:00
■会　　場　日本百貨店しょくひんかん�館内の催事スペース
　　　　　　（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

地域うまいもんマルシェ
～日本百貨店しょくひんかんに
　会員事業所２店が出品～

中川漬物（自家製メンマ） 山都園（糸おうす）
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「自転車通勤導入に関する手引き」策定

放送大学10月入学生募集中！

こどもたちに夢と希望を！
みんなが輝くホリデーインまえばし♪
第45回ホリデーインまえばし

移住支援金の対象となる企業求人を募集中！

　平成30年６月に閣議決定された自

転車活用推進計画に基づき、事業者

活動における自転車通勤や業務利用

を拡大するため、国土交通省自転車

活用推進本部が参加する自転車活用

推進官民連携協議会において「自転

車通勤導入に関する手引き」が策定

されました。

　「自転車通勤導入に関する手引き」

は、これから自転車通勤制度を導入

するための検討をする際や、すでに

ある自転車通勤制度の見直しを行う際の参考となるものです。

　「自転車通勤導入に関する手引き」は、以下のホームページよ

りダウンロードできるほか、冊子を前橋市役所交通政策課にて配

布しておりますので、ぜひご活用ください。なお、配布数には限

りがございますのでご容赦ください。

http://www.mlit.go.jp/road/bicycle_guidance.html
お問合せ
前橋市役所政策部交通政策課交通安全・サイクルプロモーション係
〒371-8601　前橋市大手町2-12-1　5F
Tel.�027-898-6263（直通）

　放送大学はテレビ・インターネットを利用して授業を行う通信
制の大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽し
みたいなど、様々な目的で幅広い世代や職業の方が学んでいます。
ただいま2019年10月入学生を募集しています。詳しい資料を無
料で送付いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

■出願期間　
　第１回：６月15日（土）～８月31日（土）
　第２回：９月１日（日）～９月20日（金）
　　　　　（インターネットでの出願も受け付けています）
お問合せ
放送大学群馬学習センター
〒371-0032　前橋市若宮町１-13-２　Tel.�027-230-1085
URL�https://www.ouj.ac.jp

　夏休み最後の楽しいイベント「ホ
リデーインまえばし」を今年も元気に
開催します！
　あの有名テーマパークの親子ペア
チケットも当たる！実行委員会企画
によるホリデー抽選会を開会式直後
に開催します。その他「なぞときラリ
ー」や「ダンボールde迷路」、木工体験ができる「木工ランド」な
ど、楽しいブースやステージでの歌や踊りも盛り沢山！（詳しくは
ホームページをご覧ください。）
ご家族みんなで、夏休みの思い出作りにぜひ足をお運びください！

■日　時　８月25日（日）午前9:00～午後4:00
■会　場　前橋敷島公園
※�駐車場の混雑が予想されますので、
なるべくバス等の公共交通をご利用
ください。お車でご来場の際は、河
川敷の大駐車場をご利用ください。
※�荒天中止。中止の場合はFMぐんま
（86.3MHｚ）、まえばしCITYエフ
エム（84.5MHｚ）で、午前６時５9
分に放送します。
お問合せ
ホリデーインまえばし実行委員会事務局
Tel.�027-264-3670　URL：http://holiday-m.org/

　群馬県では、東京圏から県内への移住促進及び県内企業の担い
手不足への対処策として、移住支援金の対象となる求人を募集し
ています。
■対　象　�一定の要件を満たしている県内企業等
　　　　　�※詳しくは、ジョブカフェぐんまホームページ（http://

www.wakamono.jp/migrant_support/）をご覧ください。
■費　用　無料
■申込方法　�ジョブカフェぐんまホームページにある登録書に必

要事項を記入の上、お申し込みください。
■その他　�移住支援金は、県内に移住した東京23区の在住者・通

勤者のうち、対象法人に就業した方に最大100万円を
支給する制度です。※詳しくは、ぐんま暮らしポータ
ル サ イ ト（https://gunmagurashi.pref.gunma.jp/
shienkin/）をご覧ください。

お申込み
ジョブカフェぐんま東毛サテライト（桐生市本町６-372-２）
Tel.�0277-20-8228　E-mail　wakuwaku@workentry.co.jp

ひんやりスイーツ
ぐんラボ！制作室　前橋市元総社町67　TEL.027-280-5722　FAX.027-280-5744

https://www.gunlabo.net/
みんなの「群馬が好き」を伝えたい！

88
ぐんまのグルメを平日毎日更新！

おすすめ
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お店・観光
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5,250
掲載中！
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おかげさまで


