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前橋まつり

　本市の三大まつりのひとつである「第71回前橋まつり」が今年も10月12日（土）・13日（日）の
２日間、全市を挙げて盛大に開催されます。今年も大人みこしの連合渡御や祇園山車の運行・共演、
だんべえ踊りをはじめ太鼓や八木節、吹奏楽パレードやマンドリン演奏など、様々な催しで２日間
まちを彩ります。なお、「イベントステージ」はK'BIX21元気まえばしで開催いたします。
　是非ご家族・ご友人等、お誘いあわせの上、前橋まつりにお出かけください！

■「第71回前橋まつり」今年も熱い２日間が来る！

■前橋まつりポスターデザイン決定

おまつり期間中は、交通規制がかかります。
詳細については前橋商工会議所HPをご覧ください。

お問合せ  　前橋まつり実施委員会　Tel. 027-234-5109
　前橋商工会議所HP（http://www.maebashi-cci.or.jp/）でも
　おまつり情報を公開中!!

◎お越しの際には、無料おまつりバス運行をご利用ください！
※今年も無料おまつバスの駐車場は、
　群馬県前橋合同庁舎です。ご利用の際はご注意ください。

群馬県前橋合同庁舎 ⇔ 前橋テルサ前
　　（上細井町2142-1）

運行時間　12日（土）午前 9:15 ～午後 9:15
　　　　　13日（日）午前 9:45 ～午後 9:15 まで
　　　　　※約30分おきに運行

立川町大通り・国道50号（本町通り）イベント時間

　今年の前橋まつりポスターデザインは、市内・近隣の大学、専門
学校に募集を行い、審査委員による厳正な審査の結果、群馬県立女
子大学３年　林　萌々香さんの作品が選ばれました。

行事内容（開催場所） 開催場所 10 月 12 日（土） 10 月 13 日（日）

オープニングセレモニー 開催本部前（立川町大通り） 午前 10:00 ～ 10:25

オープニングイベント 立川町大通り 午前 10:00 ～ 11:10

子どもだんべえ踊り 立川町大通り ①午前 10:35 ～ 10:55
②午後 0:50 ～ 1:10

鼓笛吹奏楽パレード 千代田通り→立川町大通り→中央通り→国道50
号（本町通り）

①午前 11:05 ～ 11:45
②午後 1:20 ～ 2:00

③午前 11:10 ～ 11:55
④午後 1:10 ～ 1:50

マンドリン演奏 開催本部前（立川町大通り） 午前 11:45 ～午後 0:10

祗園山車と子どもみこし 中央通り→銀座通り→千代田通り→立川町大通
り（共演） 午後 2:40 ～ 3:30 午後 2:30 ～ 3:50

前橋だんべえ踊り 立川町大通り 午後 3:30 ～ 6:00 ①午後 1:50 ～ 2:30
②午後 3:50 ～ 5:50

大人みこし 銀座通り→千代田通り→立川町大通り（連合渡
御）→中央通り 午後 6:00 ～ 8:30 午後 5:50 ～ 8:30

民謡踊り ※ 立川町大通り 午後 2:00 ～ 2:40

和太鼓演奏 ※ 立川町大通り 午後 0:10 ～ 0:40 午前 11:55 ～午後 0:25

八木節踊り ※ 立川町大通り 午後 0:25 ～ 1:10

行事内容（開催場所） 10 月 12 日（土） 10 月 13 日（日）

吹奏楽演奏 国道50号（本町通り） 午前 11:10 ～午後 2:20 午前 11:15 ～午後 2:20

イベントステージ K'BIX21元気まえばし 午前 10:00 ～午後 8:00 午前 10:00 ～午後 8:00

文化交流広場 にこにこパーキング 午前 11:00 ～午後 7:00 午前 11:00 ～午後 7:00

※文化交流広場（にこにこパーキング）に出演
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第152回日商簿記検定試験１級
前橋管内合格者３名　見事難関突破！

前橋商工会議所城南支所
開所日及び開所時間の変更について（お知らせ）

　令和１年６月９日（日）施
行の第152回日商簿記検定
試験１級合格者が発表され
ました。簿記１級試験は、
商業簿記・会計学・工業簿
記・原価計算の４科目から
なり、総合的な簿記知識を
求める試験です。今回の検
定試験は全国で6,788名が
受験し、575名が合格。その合格率8.5％と、大変難易度が高く、
社会的認知度の高い検定試験です。前橋商工会議所管内では19名
が受験し、見事３名の方が難関を突破されましたのでご紹介させ
ていただきます。

合格者名：石関　光基　様　【前橋商業高校３年】
　　　　　松江　龍一　様　【中央情報経理専門学校２年】
　　　　　丸山　泰輝　様　【中央情報経理専門学校２年】

合格、誠におめでとうございます！

　平成11年の城南商工会との合併以来、平成27年より現在の場
所（前橋市二之宮町490-５）で開設しております前橋商工会議所
城南支所につきまして、令和元年10月１日より、下記のとおり開
所日及び開所時間を変更させていただきます。
　ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお
願い申し上げます。

開所日及び開所時間　週３日　毎週月曜日・水曜日・金曜日
　　　　　　　　　　午前9:30～午後5:00
　　　　　　　　　　（業務の状況により変更する場合があります）
　なお、火曜日・木曜日並びに開所時間外（午前8:30～9:30、午
後5:00～5:30）については、本所（Tel. 027-234-5111）にて対
応いたしますので、御用の際は本所までご連絡ください。

※ ご不明の点は、前橋商工会議所城南支所（Tel. 027-268-
2344）または前橋商工会議所団体支援・まつり再編推進課（Tel. 
027-234-5108）へお問合せ下さい。

　業種を問わず、企業経営に欠かすことのできない「経理」。本
講座では、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の
見方や活用方法を理解したうえで、作成した決算書をどのように
会社経営に活かしていくかを習得する内容です。参加人数に限り
がございますので、お早めにお申し込みください。

■日　　時　11月14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）（昼食代・テキスト代 他）
■主　　催　前橋商工会議所
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にてお申込みください。
お問合せ  　前橋商工会議所 経営支援課

　　　　　　Tel. 027-234-5115  Fax. 027-234-8031

経理実務講座《中級編》  開催！ 「創業支援／まえばし活性化!!　
第７回よろず相談会」開催

　まえばし創業支援ネットワークの取り組みとして、12機関が一
堂に集まり、創業希望者・創業後間もない方の幅広いご相談にワン
ストップでお応えする第７回「よろず相談会」を開催します。
　「本格的な計画はこれからだけど事前に色々と聞いてみたい」「い
くつかの分野の相談をまとめてしたい」等の相談に、専門スタッフ
が熱意をもって丁寧にお応えします。ぜひご参加ください！

■日　時　11月19日（火）　午後4:00～7:00
■会　場　K’BIX元気21まえばし（前橋プラザ元気21）
　　　　　１F　にぎわいホール
　　　　　（前橋市本町2-12-1）
■対　象　 前橋市内で創業をお考えの方または創業後５年以内の

方（個人、法人、NPO法人等で事業を行う予定の方、
または行っている方です）

お申込み  　まえばし創業支援ネットワーク事務局
　　　　　　日本政策金融公庫　前橋支店（国民生活事業）
　　　　　　Tel. 027-223-7312（担当：岩澤・狩野）

左から　中島専務理事、石関光基さん、
丸山泰輝さん、松江龍一さん、曽我会頭

街をつくる。未来を築く。
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第61回群馬県商工会議所議員大会

　第61回群馬県商工会議所議員大会が、藤岡市のみかぼみらい館
（藤岡商工会議所主管）にて９月４日（水）午後２時より開催され、
県内商工会議所の議員約350名が出席しました。

　第１部では、各地商工会議所議員の方々への表彰、次に群馬県
内の中小・小規模事業者の意見として各業界から提出された要望
を同日まで県連にて協議し、その要望事項を決議いたしました。
　本大会で決議した要望事項は、群馬県内商工会議所会頭が、国・
県・関係機関等へ陳情いたします。本大会には、山本一太群馬県
知事や国会議員の方々、藤岡市長など、多くのご来賓にご臨席い
ただき祝辞を頂戴しました。
　また、第２部の「藤岡市観光大使・ぐんま大使」からの応援メ
ッセージ～藤岡の魅力と群馬の魅力を再発見～と題した講演会で
は、講師に藤岡市出身であるタレントの中山秀征氏をお招きし、
県内市内を中心とした地域商工業者を元気づける内容での講演会
をおこない、会場を盛り上げて頂きました。

　以下が、決議された要望事項の重点項目です。

【令和元年度　要望事項重点項目】
○ 経営支援体制の充実強化並びに小規模事業経営支援事業員補助

金の拡充について
○ 電力の低価格・安定供給体制の確立と省エネ支援策の拡充につ

いて
○群馬県産品のブランド力強化等による消費拡大について
○まちなか居住推進と中心市街地活性化対策の拡充について
○７つの交通軸構想の推進と関連道路等の整備促進について
○中小企業金融対策―小口資金融資制度の改善について
○ 商工会議所の機能を活用した着実で円滑な「働き方改革」の実

現について
○ 「富岡製糸場と絹産業遺産群」「上野三碑」を中核とした広域観

光施策の推進について

前橋大酉祭開催！
（お酉さま）

　毎年11月一の酉日に開催
される「酉の市祭り」は、
150年以上もつづく伝統の
お祭りです。「お酉さま」
と呼ばれ、今年は11月８日
に開催します。是非、開運
の前橋酉の市祭り（お酉さ
ま）にご来場ください。

■日　時　11月８日（金）　午前11:00～午後8:00
■場　所　熊野神社境内とその周辺区域（前橋市千代田町３丁目）
■内　容　・酉の市、熊手市、フリーマーケット
　　　　　・開運大福引（高級自転車15台等があたる）　
　　　　　・前橋広域物産展示大特売会
　　　　　・「熊野八咫烏獅子神楽伝承会」公演
　　　　　・ イスラエル大使館にて文化公演、奄美大島の皆

既日食厄除け奉納舞等活動中
　　　　　・勢多農林高校郷土芸能部公演
　　　　　・奉納太鼓、各団体の演奏等
お問合せ 前橋酉の市祭実施委員会

　　　　　　Tel. 027-231-5644（大川）

前橋商工会議所福祉制度
共済キャンペーン開催中!!

　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、経営者・従業員様の万が一に備える保障として、死亡・入
院・通院・休業・保障に対応出来る商品、また、退職金の準備と
してご利用いただける商品等、様々な共済制度を取り扱かってお
ります。
　現在、当所では、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引受保険会社の担
当社員がお伺いしました際には、ご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!!

お問合せ
前橋商工会議所　総務課　Tel. 027-234-5111
アクサ生命保険株式会社　前橋営業所　Tel. 027-234-3317

（実施期間：９月17日（火）～11月29日（金））

群馬県商工会議所連合会　曽我会長
（前橋商工会議所会頭）

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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がん征圧・がん患者支援チャリティウォーク
イベント　リレー・フォー・ライフ・ジャパ
ン2019ぐんまのお知らせ
　リレー・フォー・ライフはがんに立ち向かう方々の勇気を称え、
がん患者やその家族、友人、支援者と共に地域一丸となってがん
征圧を目指すチャリティイベントで、どなたでも参加できます！

■日　時　10月12日(土)正午～13日(日)正午
■会　場　 ALSOKぐんま総合スポーツセンターふれあいグラウ

ンド（前橋市関根町800）
■内　容　 リレーウォーク（参加者が交代でグラウンドを24時間

歩き続けます）、がん征圧啓発・健康チェックコーナー、
相談コーナー、キッズコーナー、ステージイベント（G
ファイブショー、ダンス、バンド演奏等）、フードコ
ーナー、野菜販売

　　　　　※ 県のマスコット「ぐんまちゃん」をはじめ、ゆるキ
ャラも登場します。

■入場料　無料
■主　催　 公益財団法人日本対がん協会・リレー・フォー・ライ

フ・ジャパンぐんま実行委員会
お問合せ

リレー・フォー・ライフ・ジャパンぐんま実行委員会〔(公財)群
馬県健康づくり財団内〕
Tel. 027(269)7820・7403

秋のMサポクリーン活動　協賛募集

10月26日・27日 
前橋めぶくフェスを開催!!

大切な従業員の健康のために、事業所歯科健
診を始めませんか？

　前橋市市民活動支援センター（Mサポ）では、企業の皆様と、
ＮＰＯ、行政、市民の協働による、まちづくりのさらなる推進に
取り組んでいます。
　この度、企業の社会貢献活動の機会として、11月17日（日）午
前８時からK'BIX元気21まえばし（前橋プラザ元気21）周辺で清
掃活動を開催いたします。
　Ｍサポクリーン活動の詳細については、「前橋市市民活動支援セ
ンター」ホームページをご覧ください。
■協賛のお願い
　Ｍサポクリーン活動参加者への飲料や、ゴミ袋のご提供等でき
る範囲でお力を貸してくださいますよう、よろしくお願い申し上
げます。
　協賛企業様は、Mサポクリーン活動当日の掲示及びＭサポ情報
紙へ企業名の掲載をさせていただきます。
お問合せ

前橋市市民活動支援センター　担当：大澤
Tel. 027-210-2196　FAX. 027-237-0810
Ｅメール　　　21@maebashi-shiminkatsudo.jp
ホームページ　http://maebashi-shiminkatsudo.jp/

　今回で６回目を迎える〈芽
吹きの祭典〉。フード、クラ
フト、アートの出店者に加え、
今回は「DIVERSITY」をテー
マに、障がいのある方や外国
人留学生、そして子ども達が
一緒になって楽しめるハロウ
ィーン企画など、スペシャル
コンテンツが満載。ぜひご来場ください！

■日　時　10月26日(土)　午前11:00～午後8:00
　　　　　　　 27日(日)　午前11:00～午後4:00
　　　　　※クラフト、食加工品部門は両日午後4:00まで
■会　場　前橋中央通り商店街、前橋中央イベント広場
■入場料　無料　※商品購入には、お金がかかります
■詳細は、ウェブサイトをご覧ください
　ＵＲＬ　https://www.mmfes.com/

　歯科疾患と全身疾患（糖尿病や心臓疾患、脳梗塞など）との関連
が様々な研究から明らかになってきています。歯科疾患を予防・
治療することにより全体の医療費が抑えられるという報告もあり
ます。むし歯や歯周病は予防と早期治療が大切です。働き盛りの
40代50代の方々、歯周病が重症化するのはこの時期からです。
痛くなってから受診するという後手後手の治療では、いずれは全
身の健康にも影響してきます。歯とお口の中の健康は全身の健康
の入り口です。事業主の皆様、事業所健診にどうぞ歯科健診をお
加えください。これは福利厚生の充実とともに従業員への投資で
す。詳しくは前橋市歯科医師会（027-232-2046）までお問合せ
ください。
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前橋中心商店街  「まゆ川柳」
16年間の集大成が完成！

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

赤城の恵ブランド認証品を募集します

「人権研修」を実施しませんか？
～法務局がお手伝いします！～

　前橋市中心商店街のおかみさんでつくる
「まゆの会」が、16年にわたって買い物客
から募った川柳のうち、過去の入賞作品を
まとめた「まゆ川柳」を出版しました。冊
子では、日常生活でのひとコマや話題の出
来事や流行語をユーモラスに詠んだ川柳
183句がまとめられています。
　「まちに笑いを」を合言葉に投句箱を設け
て始まった「まゆ川柳」。これまでの句を一
冊にまとめたいと準備を進め、前橋七夕まつりの七夕飾りコンク
ール入賞の賞金と、出版助成を活用して800冊を発刊しました。
　冊子は煥乎堂前橋本店やまゆの会会員の店舗等でお求めいただ
けます。Ａ５判、全132ページで価格は500円（税込）。お問い合
わせは、前橋中央通り商店街・ベニフク（027-231-1484、午後
２～６時）まで。

　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11月・12月の開催予定コース】
コース名 日　時

マシニングセンタのプログラム・
 段取り・加工入門

11/5（火）～8（金）　
 17:00～20:15

財務入門
～決算書から会社の数字を考える～

11/7（木）、14（木）、21（木）、
28（木） 13:30～16:45

第一種電気工事士技能試験
 準備講習

11/16（土）、23（土）
 9:00～16:30

第二種電気工事士技能試験
 準備講習(下期）

11/18（月）、19（火）、25（月）、
26（火） 18:00～21:20

JIS溶接技能者評価試験準備講習
 TIG（アルミニウムTN-1F）

11/25（月）～28（木） 
 17:00～20:15

簿記検定３級対策講座
12/3（火）、10（火）、17（火）、
24（火） 13:30～16:45

生産性を上げる指示の仕方講習
12/11（水）、18（水）、25（水）
 13:30～17:45

＊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/

　前橋市の優れた産品で、地産地消の推進と食の安全・安心の向
上の取り組みによって生み出されたものを認証する「赤城の恵ブ
ランド」。この認証を希望する産品を募集します。
　認証には条件がありますので、詳しくは問い合わせるか、前橋
市ホームページをご覧ください。

■対　　象　 市内で生産・育成された農林水産物か、原材料に前
橋産農林水産物を使用し原則として市内で加工され
た加工品で、市内で流通・販売され、前橋市のイメ
ージアップやＰＲにつながる個性・特長があるなど

■事前相談　10月15日（火）から10月31日（木）まで
　　　　　　※申請には、事前相談が必須です。
■申請期間　 11月18日（月）から11月29日（金）までに申請書に記

入し、前橋市役所農政課（027-898-5841）へ直接
　　　　　　※申請書は前橋市役所農政課で配布します。
　　　　　　　前橋市ホームページからダウンロードもできます。
お問合せ

前橋市農政課ブランド推進係　Tel. 027-898-5841

　企業活動は、従業員、消費者、取引先、株主・投資家、地域社
会など、様々なステークホルダー（利害関係者）と関わっており、
これら全ての人の人権に配慮することが求められると同時に、人
権にいかに配慮しているかが、社会が企業を評価する大きな要素
となっています。
　また、セクハラやパワハラ、障害のある人や外国人等に対する
差別・偏見など、人権問題への対応は、時として、企業価値にも
関わるため、企業の社会的責任（CSR）の高まりとも相まって、職
場内で「人権研修」を行う企業が増えてきています。
　前橋地方法務局では、無料で「人権研修」に活用できる人権啓
発冊子・DVDの配布・貸出しのほか、講師派遣も行っていますの
で、お気軽にご連絡ください。
■人権啓発冊子・DVDの配布・貸出し
実例を用いたケーススタディやドラマ仕立て
の動画などを通じて、人権に関する知識や理
解をより深めることができます。これらはイ
ンターネットでも公開されており、誰でも自
由に利用できます。
■講師派遣
企業等で実施する「人権研修」に法務局職員又は人権擁護委員が
講師として伺います。
お申込み・お問合せ
前橋地方法務局人権擁護課　Tel. 027-221-4426

INFORMATION

法務省WEBサイト
「企業と人権」
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安全第一・お客様第一・信用第一
そして心に残る旅をお約束

群馬中央バス株式会社

貸切バス事業者
安全性評価認定制度
業界初！最高ランクの
３つ星★★★認定

2015年９月認定取得
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