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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

　健康増進法の一部を改正する法律が、平成30年７月に成立しました。これにより、受動喫煙対策を行うことが、マナ
ーからルールへと大きく変わりました。望まない受動喫煙を防止するため、各施設での対策をすすめていきましょう。

※�屋外に喫煙場所を設置することは可能です。その場合、近隣の住人
や通行人等に対して、受動喫煙を防止するための配慮が必要です。

各施設でのたばこ対策が必要です！
～改正された健康増進法が令和２年４月１日より全面施行されます～

担当課／健康増進課 健康づくり係　Tel. 027-220-5784

学校・児童福祉施設、病院など
（令和元年７月１日から施行済）

飲食店、オフィス・事業所、工場、ホテル・旅館など
（令和２年４月１日から施行開始）

飲食店の皆さんは、事業者分類によって経過措置があります。

　財政支援について
●受動喫煙防止対策助成金
　�中小企業事業主が、受動喫煙対策を実施するために
必要な施設設備の費用を助成します。
■お問合せ　群馬労働局�労働基準部健康安全課
　　　　　　TEL:027-896-4736

その他の改正法のポイント
・喫煙室には標識を掲示しなければなりません。
・�20歳未満の方は、従業員も含めて喫煙エリアに立ち入らせる
ことはできません。
・義務違反時には罰則等が適応されることがあります。
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※�屋外に喫煙所を設置することも可能ですが、そ
の場合には、法に基づき受動喫煙を防止するた
めの措置が必要です。
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担当課／生活課 地域振興係　Tel. 027-898-6236

担当課／障害福祉課 障害政策係　Tel. 027-220-5713

担当課／生涯学習課 社会教育係　Tel. 027-210-2198

それいけ！まえばし出前講座2020パンフレットの広告募集

LGBTに関する人権啓発講演会を開催します

第７回企業と福祉の情報交換会　～いまさら聞けない !! 障害者雇用～

　それいけ！まえばし出前講座2020パンフレットの広告を募集します。
■対　象　企業・団体及び出前講座を実施している企業・団体（応募多数の場合は抽
選）
■掲載規格及び募集数　�企業・団体のＰＲ広告（縦4.5㎝×横8.5㎝）10枠、企業・団

体のＰＲ広告及び出前講座をセットで掲載（縦4.5㎝×横18
㎝）10枠

■広告掲載料　１枠１万円
■申込書の配布　生涯学習課・各地区公民館・コミュニティセンターで
　　　　　　　　本市ホームページからもダウンロードできます。
■問い合せ　�K'BIX元気21まえばし（前橋プラザ元気21）内�生涯学習課
　　　　　� �（Tel.�027-210-2198）詳細は本市ホームページでもご確認いただけます。
■申�込�み　12月６日（金）までに生涯学習課へ

　「ＬＧＢＴ」・「ＳＯＧＩ」って何だろう？　―多様な性と日常生活における人権課題―　
をテーマに、講演会を開催します。ＳＯＧＩハラやアウティングの防止の取り組みが各企
業にも求められておりますので、誰もが自分らしく生きるために、何ができるか、どうす
べきかを一緒に考えてみませんか。
■日　時　令和元年12月１日（日）午前10時30分～午後12時00分
■会　場　K’BIX元気21まえばし　３Ｆホール
■受講料　無料（どなたでも参加いただけます）
■申込方法　電話、FAX又はメールにて11月22日(金)までにお申し込みください
　〇電話：027-898-6236　〇FAX：027-243-3522
　〇メール:�seikatu@city.maebashi.gunma.jp
　※�FAX・メールをご利用の場合、申込者の氏名と連絡先の電話番号及び参加者が複数名の場合は参加人数を送信

してください。

　障害者を雇い入れた時にどんな助成金制度があるの？助成金の入門講座や精神障害・知的障害・発達障害のある
方を実際に雇用している事業所による事例発表などを行います。
■日　時　11月21日（木）午後1:30～4:30
■会　場　�前橋市総合福祉会館３階　第１・第２会議室（前橋市日吉町２-17-10）
■対象者　�障害者雇用に関心のある前橋市内企業の経営者、人事担当者、現場で働

く方、前橋市内の就労移行支援事業所の支援員等
■定　員　30人（先着順）
■参加費　無料
■申込み
11月11日（月）までに障害福祉課へお申し込みください。
主　催　前橋市自立支援協議会
事務局　前橋市障害福祉課障害政策係　Tel.�027-220-5713

― 多様な性と日常生活における人権課題 ― 

ＬＧＢＴの当事者は、人口の８．９％を占める（※）と言われています。 
あなたの身近にいる大切な人がＬＧＢＴについて悩みを抱えているかもしれませ
ん。だれもが自分らしく生きるために、何ができるか、どうすべきかを一緒に考
えてみませんか。 

（※電通ダイバーシティ・ラボの調査より） 
 

 

■ 群馬県人権啓発活動地方委託事業講演会 ■

講師プロフィール
１９８５年岩手県盛岡市生まれ。
ＬＧＢＴ法連合会 事務局長。
早稲田大学ジェンダー研究所招聘研究員。日本女子大学非常勤講師。
早稲田大学教育学部卒業、一橋大学大学院修了（社会学修士）。
ＬＧＢＴを支援するＮＰＯ等の役員を１０年間歴任し、２０１５年４月に
全国８６の団体により構成されるＬＧＢＴ法連合会の事務局長に就任。
多数の企業・自治体等の講演、研修を担う。
毎日新聞「人」欄、日本テレビ「スッキリ」他メディア掲載・出演 多数。

●日 時 令和元年１２月１日（日）
１０：３０～１２：００（ ： 受付開始）

●場 所 K’BIX元気２１まえばし （前橋プラザ元気２１）
３階 ホール

●講 師 神谷 悠一 氏 （ＬＧＢＴ法連合会 事務局長）

●申込方法 電話・ファックス・メール （裏面に記載あり）

受講料無料
《定員１５０名》

どなたでも
参加できます

ＬＧＢＴ法連合会
名称：性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に
対する法整備のための全国連合会（通称： 法連合会）

手話通訳あり
お気軽に

お越しください
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富士見商工会からのお知らせ

青年部「“絆”感謝運動」を実施しました

富士見商工会女性部がチッタスローモニュメントに花飾り

前橋市富士見町小暮104-1　TEL 027-288-2593　FAX 027-288-4889
E-Mail　fujimi-shoko@dune.ocn.ne.jp　　HP  http://www.fujimi-shoko.com

　令和元年６月10日（月）、「商工会の日」に合わせて、その前後１週間で全国の商工会青年部が各地区にて「“絆”

感謝運動」を実施しました。

　全国1,634地域の青年部が一斉に事業に取り組む事で、全国46,351名の青年部員が一体感を醸しだし、全国組

織としての活動を効果的にＰＲし、商工会青年部が地域において不可欠な組織であるという認識を確立します。

　富士見商工会青年部は、６月30日（日）、午前10時から部員やその家族33名が赤城大沼湖畔周辺に於いて、空

き缶やペットボトル等を拾い集めました。

　地域貢献・福祉通活動を通じて「青年部と地域との絆」「青年部員同士の絆」を再認識・感謝することで今後、

より一層の関係性を深めていく機会となっています。

　前橋市は「チッタスロー」の精神に賛同し平成29年５月12日にスローシティー国際連盟に加盟しました。食や

農産物の美味しさや品質の高さ、豊かな自然、歴史文化や伝統を守りながら、健康的で幸せに生活できる住みよ

い街を作ること、また、赤城山麓のブランド力向上も目指しています。

　富士見商工会女性部は昨年に続き７月５日に、同町小暮の国道353号線交差点近くに設置されたモニュメント

の花壇に、マリーゴールドや千日紅などの鉢植えを行いました。

　このモニュメントは、自然豊かな場所で生き、ゆっくりと前進するカタツ

ムリが、背中に人々の暮らす街を背負っているものです。

　今後も同女性部が花の植え替えや水やりの管理を行いますので、お近くに

お越しの際はお立ち寄り下さい。
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前橋東部商工会からのお知らせ

前橋市鼻毛石町1426-1　TEL 027-283-2422　FAX 027-283-7103
E-Mail　maeto-s@myg.or.jp　　HP  http://www.myg.or.jp

＊会員紹介＊

♪美味しいまえばし再発見！おみやげコンテスト2019開催決定♪

　今回紹介するお店は、創作フランス料理を中心としたメニューを提供してい

るL'erableさんです。こだわりのある美味しい料理を提供し、楽しい時間を演

出することをコンセプトとしているL'erableさん、なんと、お店をオープンさ

せて11月23日で１周年を迎えます！

　大胡の閑静な住宅街にお店があるため、初めて足を運ぶ方は「本当にお店が

あるのだろうか…」と心配になってしまうかもしれませんが、５台の駐車スペ

ースを有し、きちんと存在していますのでご安心ください。街中にはない自然

の豊かさと静寂さもこの立地条件であるからこそ味わえる魅力の一つです。また、

冬には店内から夜景と星空のコントラストを楽しむことができる隠れ家レスト

ランです。

　料理だけでなく、外観や店内もとてもお洒落なL'erableさん。女子会や誕生

日会などのパーティーも対応していただけるそうです。あなたも「美味しいっ

て幸せ」を味わってみてくださいネ！席数が少ないためご予約はお早めに！と

のことでした。気になった方は是非足を運んでみてください！

　11月29日（金）・30日（土）けやきウォーク前橋にて、『美味しいまえばし再発

見！おみやげコンテスト2019』を開催します。このコンテストでは、前橋市

内にある農林水産物の加工品を対象とし、「知る人ぞ知る逸品」を再発見するこ

とが目的となっています。また、再発見した加工品に光をあて、商品力の向上

や販路拡大を支援することを目指しています。

　皆様の投票でグランプリが決定しますので、お時間のある方は是非けやきウ

ォーク前橋までお越しください。そして、お気に入りのお店・加工品を見つけ

ていただきたいと思います。皆様のお越しを心よりお待ちしております！！！

L'erable（リラブル）
代表　大崎　正和
前橋市堀越町561-1
☎　027-280-2077

営業日：○�ランチタイム　月〜日
　　　　　11:00〜15:00（ラストオーダー14:30）
　　　　○�ビストロタイム　水・土・日
　　　　　17:00〜22:00（ラストオーダー21:00）
　　　　おまかせランチ�￥1,800　ラグーランチ�￥2,200
　　　　ビストロタイム�￥3,000〜

定休日：インスタカレンダーにてご確認ください。
ランチ・ビストロ共に完全予約制☆
インスタグラムやっています！ID「lerable1123」で是非検索してみてください☆
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会長青木  勇群 馬 県 信 用 保 証 協 会
創立７０周年の群馬県信用保証協会は、引き続き各種支援業務にも注力してまいります。

営業時間にご利用いただける窓口相談とご連絡いただければ当協会担当職員が伺わせていただく出前金融・経営相談を無料で行っています。
創業応援チーム、女性創業応援チーム「シルキー クレイン」も是非ご活用ください。

【本店】 前橋市大手町3－3－1  ℡027－231－8816　【前橋連絡所】 前橋商工会議所内  ℡027－234 －5115  詳しくは まで

当協会では、創業支援や経営支援、事業承継支援において、中小企業診断士等の専門家による相談や診断、計画策定等にかかる
費用を補助する事業を行っています。積極的にご活用ください。

創業相談、
創業計画策定など創業支援 経営診断、生産性向上支援、

経営改善計画策定支援など経営支援 事業承継助言、
事業承継計画策定支援など事業承継支援

多彩な設置スタイル
◦縦置き、上向き斜め設置に対応
◦通常のビジネス用途から、CAD/デザイン業務、タッチサイネージに活用

〒371-0023　前橋市本町2-11-2　富士オートビル6Ｆ　TEL:027-220-5022（代）　�担当：安田

3,840×2,160ドットの4K高精細液晶タッチパネルを標準搭載！
コントローラー内蔵でさらに使いやすく。BIG PADの新スタンダードモデル。

コントローラー内蔵のオールインワン タッチディスプレイ
◦BIG�PADの新しい顔「IWBランチャー」※１　※IWB…Interactive�White�Board
◦内蔵ホワイトボード機能,�ワイヤレス機能（Wi-Fi,�Bluetooth®）�

4K BIG PAD PN-L851H / L751H / L651H

高精細 4K 液晶＋新方式タッチパネル
◦85V型、75V型、65V型の高精細4Kラインアップ※2

◦進化した好感触の新タッチパネルシステム“InGlass™”方式を採用
◦2種類のペン先を自動判別できるタッチパネル

※1　内蔵コントローラー上での当社製アプリケーション（IWBランチャー、Direct�Drawing,
　　��Wireless�Display�および��TeleOffice)�の動作時は、フルHD（1,920×1,080）表示での使用となります。
※2　内蔵コントローラーで動作するギャラリー機能や、外付けPC接続での利用の際は４K表示が可能です。
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市内一円配達いたします
お弁当10個以上で

年末年始のご予約はお早めに
こちらでもおせちご予約承ります

月の舞 2,000円(税別) 里の舞 1,000円(税別)

くろ松のおべんとう

くろ松 ケータリング事業部

TEL 027-289-3369

おせち予約受付中
雅・慶ともに数に限りがございます
ご予約はお早めにお願いいたします

日本料理 くろ松

前橋市大手町1-1-1 群馬県庁舎３１階

TEL 027-220-1131雅－みやび－22,000円(税別)  <三段重6.5寸> 慶－よろこび－12,000円(税別)  <三段重4.5寸>


