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「ポエム健診【役員従業員健康診断】」
のご案内
　会員事業所の福利厚生の一環として、当所主催による生活習慣
病健診を前橋近郊の各病院と提携し実施します。明るく健康な
日々を送るためには、日頃からご自身の健康状態を知っておくこ
とが大切です。役員・従業員と一緒に健康増進に取り組んで、「健
康経営」を積極的に進めましょう！！ぜひこの機会に受診される
ことをお勧めいたします。

■健診基本コース（価格は税込み）

コース 健診内容 一般料金
(参考) 会員特別料金 ポエム共済

加入者料金
Aコース 定期健康診断 10,500円 9,500円 8,500円
Bコース 一般健康診断 24,200円 22,500円 21,500円
Cコース １日人間ドック 42,000円 39,500円 38,500円

※�心臓血管センターはBコース23,600円、Cコース40,600円と
なります。
■健診実施会場
　・群馬中央病院
　・群馬県済生会前橋病院
　・関越中央病院
　・群馬県立心臓血管センター（Bコース、Cコースのみの受診）
★各健診機関とも豊富なオプションも選択できます。
■実施期間
　令和２年１月６日（月）～２月28日（金）【土・日・祝日は除く】
※心臓血管センターは毎週月・水・木・金の実施日となります。

お申込み
同封のご案内（申込書）に必要事項をご記入のうえ、「12月13日

（金）まで」にＦＡＸにてお申し込みください。
お問合せ
前橋商工会議所　総務課　
Tel.�027-234-5111　Fax.�027-234-8031

　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　11月21日（木）　午前10:00～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他、新規開業のご相談
お申込み �　前橋商工会議所�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

特別金融相談会（一日公庫）開催！ 第26期前橋商工会議所新体制が
スタートいたします

中小企業経営セミナー受講者募集
専門家が教える経営力アップ講座

　税理士や社会保険労務士が、事例を交え、経営改善や事業の磨
き上げの方法、人事・労務についてアドバイスを行います。また、
日本政策金融公庫、TKC会員税理士、社会保険労務士による個別
相談会も開催します。資金繰りや経営に関するお悩み解決にご活
用ください。
■日　時　11月12日（火）
　　　　　午後2:00～5:00（開場　午後1:30）
■内　容
　�第１部　講演　「会計データからつかむ業績アップの着眼点」
　　　　　講師　佐田　洋　氏（TKC関東信越会群馬支部会員　税理士）
　第２部　今知っておきたい！中小企業・小規模事業者支援策
　　　　　・�人を大切にする企業づくり～これからはじめる働き

方改革～　板垣　裕司�氏（社会保険労務士）
　　　　　・中小企業支援策について　前橋商工会議所
　　　　　・中小企業・小規模事業者向け融資・支援について
　　　　　　日本政策金融公庫前橋支店
　第３部　個別相談会（事前予約制）
■場　所　前橋商工会議所　３階　アネモネ
■定　員　30名（先着順、無料）
■主　催　日本政策金融公庫　前橋支店
■共　催　�TKC関東信越会群馬支部・群馬県社会保険労務士会・

前橋商工会議所
お問合せ 　日本政策金融公庫　前橋支店（国民生活事業）
　　　　　　Tel.�027-223-7312　担当　山﨑

　第25期前橋商工会議所議員の任期満了による議員改選が行われ、
３号議員、２号議員の選任及び１号議員が確定し、第26期前橋商
工会議所新体制がスタートいたします。第26期の議員の任期は令
和１年11月１日～令和４年10月31日となります。
　なお、第26期議員のご紹介は「糸都12月号」に掲載予定です。

詳しい検査項目やオプション項目は、今月号に同封しておりま
す「『ポエム検診【役員従業員健康診断】』のご案内」をご覧く
ださい。
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10月以降のキャッシュレス超実務セミナー

ポケトークde OMOTENASHI　セミナー 第59回前橋市発明考案展
第42回前橋市「未来の科学の夢」絵画展　
受賞作品決定！

　キャッシュレス決済の導入は、ポイント還
元制度の存在もあり消費税増税による売上減
対策として注目を集めています。
　しかしながら、2019年10月の増税以降に
最大の問題になるのは、【キャッシュレス決済
導入後の活用方法や具体的なトラブル対応】
であり、【実際の会計処理や返品対応】などの
実務面での混乱です。
　本セミナーではこれらへの対
策を解説し、中小事業者の切実な
声にお応えします。

■講　師　ジャイロ総合コンサルティング株式会社
　　　　　コンサルタント　税理士　中小企業診断士
　　　　　佐藤一義　氏
■日　時　11月26日（火）　午後2:00～4:00
■会　場　前橋商工会議所　３階　アイビー
■定　員　50名（定員になり次第締切り）
■受講料　無料
お申込み 　�前橋商工会議所�商業観光振興課
　　　　　　Tel.�027-234-5109　Fax.�027-234-8031

　オリンピック招致委員会によるプレゼンの
際に話題となりました「おもてなし」。
　本セミナーでは、接客に携わる方を対象に、
国や地域による違いや生活習慣などを学びな
がら外国人とのコミュニケーションの取り方
を習得し、外国人対応の苦手意識を払拭して
いただきます。講義だけではなく、「通訳機　
ポケトーク」を使用しながら実際
の応対演習を行い、「おもてなし」
を学んでいただきます。
※�ポケトークは２名に１台、無料
で貸し出します。

■講　師　�ANAビジネスソリューション株式会社　中西かなえ　氏
■日　時　11月21日（木）　午後2:00～4:00
■会　場　前橋商工会議所　3階　アイビー
■定　員　30名（１社２名まで、定員になり次第締切り）
■受講料　無料
お申込み 　�前橋商工会議所�商業観光振興課
　　　　　　Tel.�027-234-5109　Fax.�027-234-8031

　今年も力作が揃った発明考案展と未来の科学の夢絵画展。発明
考案展は合計67点の中から32点、絵画展は合計242点の中から
21点の入賞作品が選ばれました。ここでは入賞作品の一部を紹介
します。

第59回前橋市発明考案展
【発明協会奨励賞】
前橋少年少女発明クラブ
前橋市立わかば小学校５年　矢嶋　佳南太

「軽々台車」
　灯油や水槽を軽々と運ぶことができます。
バネの力でゆれを少なくし、水槽の水を運ぶ
とき水がこぼれにくくしました。ゆれすぎた
ときに分かるよう、光るセンサーをつけまし
た。

前橋少年少女発明クラブ
前橋市立元総社中学校１年　松田　咲良

「雨の日も暑い日もラクラク荷物お助け傘」
　雨の日や暑い日でも傘をさして両手があき、
乗り物に乗る時は分解することもできます。
荷物をつけるためのクリップ、楽に持てるよ
うにキャスターと支柱と傘をつけました。

第42回前橋市「未来の科学の夢」絵画展
【前橋市長賞】
前橋市立南橘中学校３年　菅野　心音

「デジタルメガネポチットね」
　情報を知りたい物の所へ近寄ってメガネ
の横についているボタンを押すとメガネか
らよみとった情報がまたメガネから映しだ
される。

群馬大学教育学部附属小学校６年　斉藤　由彩
「日本の良さを伝えるおもてなし地球儀」
　この地球儀に日本の食や文化・工芸品等
を入れて国をタップすると、その国へ届けて
くれます。たくさんの海外の人に日本の良い
所を伝える事ができます。
お問合せ
前橋商工会議所�工業振興課
Tel.�027-234-5100

講義内容-抜粋-
・�せっかくだからキャッシュレス
を連動させよう
・やっぱりイタイ決済手数料　等

講義内容−抜粋−
・�外国人とのコミュニケーショ
ンの基礎知識
・「ポケトーク」の使用方法　等

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
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自費出版書の「記憶の散歩余話　まえばしの
情景と伝説説話」を発行しました。

群馬イノベーションアワード2019（上毛新聞社主催）
ファイナルステージ開催

　平成23年に前橋商工会議所発行
の「旧町名への旅　おじいちゃんと
ボクが訪ねた町」を周知しましたが、
この冊子を御存じない方や、もっと
旧町名についてお知りになりたい方
がいらっしゃいますので、この冊子
を基に中心市街地とその周辺に焦点
を当てて、加筆修正し、またまえば
しの情景と伝説説話を加えて、自費
出版書を発行しました。この書をき
っかけに前橋の歴史を知っていただ
きたいと思います。是非ご覧くださ
い。
〇煥乎堂書店(前橋市)で販売しています。
〇部数は200部で、売り切れの場合は再版する予定です。
〇価格は１部450円(本体価格、税抜き)　495円(税込み)です。
喫茶すたんど　maya�cafe
店主　倉地　啓仁

　起業家発掘プロジェクト「群馬イノベ
ーションアワード（GIA）2019」は今年で
７回目を迎えます。エントリー総数は前
年比26件増の428件で過去最多を更新し
ました。総数は６年連続で増加、2013年の初回に比べて7.5倍に
膨らみ、起業を目指す人たちの挑戦の舞台として定着してきました。
　斬新なビジネスプランや事業実例の中から１次・２次審査を通
過したファイナリストがプレゼンテーションを競います。また、
クリエイターや食のブースが出展する「群馬イノベーションマー
ケット」も同時開催。当日は無料で入場できます。

■日時　12月７日（土）
　　　　群馬イノベーションマーケット　正午～午後5:00
　　　　ファイナルステージ　　　　　　午後2:00～5:00
■会場　�ヤマダグリーンドーム前橋　メインイベントエリア、２・

３Ｆコンコース
■内容　�各部門・部のファイナリストによる最終プレゼンテーシ

ョン、最終審査結果の発表、表彰、特別講演、アトラク
ション、クリエイターや食のブース　等

お申込み
事前申し込みは不要です。当日、会場までお越しください。
詳細はウェブサイトをご覧ください　URL�https://www.gi-award.com/

令和元年度「機械金属工業技術者表彰」および
「若手技術者奨励賞」の知事表彰に伴う被表彰
候補者の推薦について
　県内の機械金属工業の技術推進の向上意欲を高め、機械金属工
業の更なる振興を目的に、県内の事業所に勤務し機械金属工業に
従事する方（代表者を除く）のうち、その技術が優秀であり、かつ
県産業に貢献してその功績顕著な方で、下記の要件を満たす技術
者を表彰いたします。
　つきましてはその被表彰候補者を推薦いただきたくご案内いた
します。推薦に必要となる書類等がございますので、詳しくは下
記までお問い合わせください。
◇機械金属工業技術者表彰
　�15年以上の経験を有し、同一企業に満10年以上勤務し、技術
的実務に従事している40歳以上の方

◇若手技術者奨励賞
　�10年以上の経験を有し、同一企業に満５年以上勤務し、技術的
実務に従事している40歳未満の方
※�なお、表彰人員に制限がありますので推薦者枠が定数を超えた
場合、該当者の中より選考致します。１社２名以上推薦をいた
だいた企業様と調整をさせていただく場合がありますのでご承
知ください。
■推薦期限　11月20日（水）
お問合せ �　前橋商工会議所�工業振興課　Tel.�027-234-5100

公共交通の未来を考えます
ＭａａＳの可能性探る講演会を開催!!
　この度、スマートモビリティチ
ャレンジシンポジウムを開催しま
す。群馬大の自動運転バスの取り
組み報告に加えて、新たな移動サ
ービス「ＭａａＳ（マース）」とは
何か、東京大の伊藤昌毅さんやモ
ビリティジャーナリストの楠田悦
子さんが講演します。第一部は事業者向け、第二部は市民向けの
内容ですが、どちらにも参加できます。
■日　時　11月19日(火)
　　　　　第一部�午後1:00～3:10　第二部�午後４:00～6:20
■会　場　前橋テルサ２Fホール��（前橋市千代田町2-5-1）
■対　象　500名
■ＵＲＬ　https://www.city.maebashi.gunma.jp/
■主　催　経済産業省、国土交通省、前橋市
お申込み 　�前橋市ホームページか前橋市交通政策課（Tel.�027-

898-5939）へ直接、お申込ください

￥5,000（税込）～　
ご宴会承っております。　

〒371-0841　群馬県前橋市石倉町3-12-2
TEL●027-251-5151　MAIL●info@sanderson.jp

http://www.sanderson.jp詳細は公式ホームページまで
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（一社）前橋法人会
2019年度 下期特別研修会

前橋市市民活動支援センターの活動へ
是非ご参加ください！

【第８回　市民公開講座】「聞こえに挑む補聴器・人工内耳/中耳・再生医療」開催

　前橋法人会では、2019年度の下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
■受�講�料　無　料
お申込み
前橋法人会事務局に
Tel.�027-234-2248�または
Fax.�027-232-1380にてお申し込みください。
※�法人会々員の方は「会員証」をご持参ください。

日　程 研修テーマ 講　　　師

11月
５日
（火）

開講挨拶
◎ 調査よもやま話 
　�私の調査の経験談を交えながら、税
務調査のあれこれや税務行政の考え
方などをお話しします。

前橋税務署
　�法人課税第一部門
　統括調査官
　竹永　泰��氏

11月
13日
（水）

◎ 働き方改革 進めてますか？
　�４月の「働き方改革関連法」施行後、
半年が経ちました。皆さんの会社で
は働く環境に変化がありましたか？
また、今後はさらにどのような対応
が必要でしょうか？経営者が知って
おくべき知識を分かりやすく解説し
ます。

㈱板垣労務管理
事務所
　代表取締役
　板垣　忍��氏�

11月
20日
（水）

◎  適格請求書等保存方式（インボイス
制度）について

　�令和５年10月１日から「適格請求書
等保存方式」（いわゆるインボイス制
度）が導入されます。この制度の内
容を確認し、企業側が直面する留意
点や疑問点を取り挙げ、その実務対
応策も踏まえて解説します。

前橋税務署
　�審理専門官
��（法人担当）
　上席調査官
　山田　稔�氏

秋のMサポクリーン活動　参加募集

　前橋市市民活動支援センター（Mサポ）では、市民活動及び
CSR（企業の社会的責任）の機会として、11月17日（日）午前８時
からK'BIX元気21まえばし周辺で清掃活動を開催いたします。是
非ご参加ください。

■活動内容　清掃活動（落ち葉掃き、ごみ拾いなど）
■日　　時　11月17日（日）　午前8:00～9:00（受付7:30～）
■集合場所　K'BIX元気21まえばし（前橋プラザ元気21）南側
　　　　　　HON-MACHI�2121�CAFÉ　外（国道50号沿い）
■参加方法　直接集合場所へお越しください。
　　　　　　�軍手、ほうき、ちりとり、ごみ取りトング等をご持

参ください。

～手をつなごう　地域・ＮＰＯ・企業～　
つながる“３分”プロジェクト2019　観覧者募集

　各分野で活動中の団体・企業が「前橋のためにやりたいこと」
を３分間でプレゼンテーションします。連携できる仲間を見つけ、
協働のきっかけを作るチャンスです。
　地域活動・社会貢献活動に関心をお持ちの皆様、ご観覧をお待
ちしています。（申込不要・当日直接会場へお越しください）

■日　時　12月１日（日）　午後1:30～4:30
■会　場　�前橋市中央公民館501・502学習室
　　　　（K'BIX元気21まえばし　５階）　
■主　催　前橋市・前橋市市民活動支援センター
お問合せ
前橋市市民活動支援センター
〒371-0023　前橋市本町2-12-1
K'BIX元気21まえばし（前橋プラザ元気21）・３Ｆ
Tel.�027-210-2196　Fax.�027-237-0810
　E-mail:21@maebashi-shiminkatsudo.jp
　URL:�http://www.maebashi-shiminkatsudo.jp/

　第１部では、慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科専任講師の神崎晶
先生が耳鳴りに対する適切な治療法について、また、第２部では、
神戸市立医療センター中央市民病院副院長・耳鼻咽喉科部長の内
藤泰先生が、耳のきこえと脳の働き、と題してご講演下さいます。
両先生は、実際に診療現場で直接“きこえ”に携わっており、一
般の方に分かりやすく、様々な最新情報をお話し頂けると思いま
す。例年に引き続き、補聴器等の展示ブースを出展しますので、

ぜひ、お誘いあわせの上、奮ってご参加ください。
■日　時　11月10日（日）　午後1:00～3:30
■会　場　前橋商工会議所　２F　ローズ
■入場料　無料　　
お問合せ �　�Tel.�027-289-4477
　　　　　　NPO法人�難聴者支援センター
　　　　　　11月１日、５～８日（午前10:00～午後3:00）
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世界中の現地スペシャリストが群馬に大集合！
― 世界各国の最新ビジネスセミナー＆相談会 ―
群馬WORLDビジネスフェスタ
　欧米・アジアの８ヵ国・地域からジェトロのコーディネーター
（現地専門家）が集合し、世界各国の最新ビジネス情報をお届けす
るイベントです。
　日系企業の成功事例などをお届けするセミナーやパネルディス
カッション、コーディネーター等による無料の個別相談会、終了
後には企業交流会も行います。
　なお、詳細は同封いたしましたチラシをご覧ください。
■日　時　12月９日（月）　午後1:00～5:35�
　　　　　　　10日（火）　�午前9:00～午後0:45
　　　　　　　　　　　���（個別相談会は午後3:30まで）
　　　　　※企業交流会：12月９日（月）　午後5:45～7:45
■会　場　エテルナ高崎
■対　象　海外展開を目指す中堅・中小企業等
■参加費　無料
■主　催　ジェトロ群馬貿易情報センター
■共　催　高崎市
お問合せ
ジェトロ群馬
Tel.�027-310-5205　E-mail:GUM＠jetro.go.jp

INFORMATION
『御用聞き型企業訪問事業』
前橋市×前橋商工会議所×前橋工科大学
～相談実績196社～

『実例に見る「働き方改革」関連法施行への
対応』セミナーを開催！

　貴社における業務プロセスの改善や協力企業
探しなど、まずは御相談ください。
　コーディネーターがお話を伺います。
　相談無料、秘密厳守、継続サポート。
お問合せ
前橋市産業経済部産業政策課産業政策係
Tel.�027-898-6983
Fax.�027-224-1188
E-mail：kougyou@city.maebashi.gunma.jp
企業紹介インスタグラムも掲載募集中。

　本年４月から「働き方改革関連法」が順次施行されております。
今回の改正では、「有給休暇の取得義務化」や「時間外労働の罰則
付き上限規制」、「同一労働同一賃金」など企業経営に多大な影響
を及ぼすことが予想されます。今後一層の人手不足が見込まれる
中小企業にとって、働き方改革への対応は大きな課題となります。
　そこで、本セミナーでは、働き方改革関連法の改正概要を再確
認するとともに、関連法への対応に向けた実例をケースとして取
り上げ、残業上限規制や非正規処遇の是正等の法の要請と対応方
法について解説いただきます。ぜひご参加ください！

■日　時　11月22日（金）　午後2:00～4:00
■場　所　前橋商工会議所　３階　アイビー
■講　師　有限会社コンサルティングワイズ
　　　　　代表取締役　山田泰章　氏
■受講料　無料
■定　員　50名
■主　催　前橋商工会議所　経営安定特別相談室
　　　　　前橋職業安定協会
お問合せ
前橋商工会議所　経営支援課　Tel.�027-234-5115

「令和元年分　年末調整説明会」及び
「消費税の軽減税率制度等説明会」
　給与所得者に係る年末調整説明会を以下の日程により開催いた
します。
　説明会では「年末調整のしかた」や「給与所得の源泉徴収票等
の法定調書の作成と提出の手引」などのパンフレットを用いて説
明いたしますので、ご出席の際にはお持ちいただきますようお願
い申し上げます。
　また、年末調整関係用紙及び法定調書の用紙が不足する場合に
は、説明会会場でお渡しいたしますので、会場ロビーにてお受け
取りください。
　本年も年末調整説明会に引き続き、消費税の軽減税率制度等の
説明会も併せて開催いたしますので、是非ご参加ください。
■日　　時　11月27日(水)
　　　　　　午前9:50～12:00　午後1:20～3:30
■場　　所　昌賢学園まえばしホール　大ホール
　　　　　　(前橋市民文化会館)　前橋市南町３-62-１
お問合せ �　前橋税務署　Tel.�027-224-4371
　　　　　　�自動音声案内の「２」をお選びください。税務署の

担当部署におつなぎします。
※午前か午後のいずれか都合のよい開催時間にご出席ください。
※�会場の駐車場を利用される場合は、入口で「年末調整説明会に出席する」旨、
申し出てください。
　�なお、駐車場台数が限られておりますので、詰め込み駐車となります。可能
な限り、公共交通機関等をご利用ください。
(注)用紙につきましては、従来どおり税務署の窓口でも配布しております。
　　�また、コピーしたものや国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】から
ダウンロードしたものを使用することもできますので、是非ご利用くださ
い。

専任コーディネーター�坂田

産業政策公式インスタ

料　亭

前橋市千代田町３－９－10　　TEL(027)231－2320(代)

ご宴会プラン 予約受付中7,800円コース 9,800円コース税別


