
19 2019.12

INFORMATION

　県政、地方自治、社会福祉、産業界等の各般の分野において功
績のあった方々を表彰する2019年群馬県功労者賞の表彰式が10
月28日に行われました。受賞者33名のうち当所常議員の遠藤祐
司氏が表彰を受けました。

常議員　遠藤　祐司氏
　エネルギー事業などを手掛けるサンワを
経営し、県ＬＰガス協会長などを歴任され、
安全で安定したエネルギー供給に貢献され
ました。また、県中小企業団体中央会では
要職を務め、指導指針や事業方針の策定に
指導力を発揮されました。当所においても、
エネルギー環境部会長を務め、業界の発展
等にご尽力いただいております。

　群馬産業技術センターでは、県内製造業者を中心に事業支援を
行っておりますが、ご存知ですか？その支援メニューは様々で、
機器・施設（機械装置）利用や技術相談、各種試験・分析や新商
品・製品の共同開発等、充実した支援体制を整えている。
　そこで、当該センターの利活用を促進するため、当所食品部会
主催による『群馬産業技術センターとの連携促進事業（食品加工
事業者向け）』を次のとおり開催いたします。

■日　時　令和２年１月31日（金）　14:00〜16:00
■場　所　群馬産業技術センター『１階 多目的ホール』
　　　　　※現地集合、解散
■参加費　無料
■内　容　①群馬産業技術センターの施設概要及び支援内容の説明
　　　　　②　　　　〃　　　　  の施設見学会
　　　　　※ 施設見学会への参加は、全会員事業所を対象といた

します。
お申込み 　前橋商工会議所 商業観光振興課　Tel. 027-234-5109

群馬産業技術センターとの連携促進事業
（食品加工事業者向け）の開催

2019年群馬県功労者表彰受賞
おめでとうございます

個人青色申告者のための記帳相談会

　記帳、源泉税納付等についての無料相談会を次のとおり開催い
たします。主に年末調整、給与支払報告書の作成についての相談
会となっておりますのでお気軽にお出かけください。

■日　　時　令和２年１月14日（火）　9:00〜12:00まで
■場　　所　前橋商工会議所　１階 事務局内相談室
■相談方法　関東信越税理士会前橋支部所属税理士による個別指導
　　　　　　※ 青色申告会にご加入の方、税理士先生に依頼して

いる方はご遠慮ください。
■ご持参いただく関係書類
　1.現在記帳している帳簿（現金出納帳、売上帳、仕入帳、経費帳）
　2. 年末調整に必要な書類（源泉徴収簿、納付書、給与台帳、保

険料控除証明書、給与支払報告書など）
　　※ マイナンバーを書類に記載いただくため、関係される方のマ

イナンバーをお持ちください。（マイナンバーを記載した扶
養異動届等）

　3.前年の関係書類
　4.税務署から送られてきた今年の書類
　5.印鑑
お申込み・お問合せ
　事前にお電話でご希望の時間をお申し込みください。
　前橋商工会議所 金融支援課　Tel. 027-234-5115

「群馬県よろず支援拠点」との連携による
「個別経営相談会」開催

　前橋商工会議所では、「群馬県よろず支援拠点」と連携し、下記
日程により「個別経営相談会」を開催いたします。よろず支援拠
点の専門家とともに、企業経営に関するさまざまな課題の解決を
お手伝いいたします。なお、開催日以外でもお気軽にご相談くだ
さい。
■日　　時　令和２年１月20日（月）
　　　　　　13:00〜16:00　※奇数月の第３月曜日開催
■会　　場　前橋商工会議所 ３階 なでしこ
■相談方法　群馬県よろず支援拠点の専門家による相談
■定　　員　３事業者（申込先着順） ※１事業者あたり約１時間
■内　　容　 経営（事業）計画策定、資金繰り、新技術・新商品開発、

現場改善、IT利活用による生産性向上、事業承継、
助成金活用etc

お申込み 　 同封する申込用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ
ＦＡＸにてお申し込みください。

お問合せ 　前橋商工会議所 中小企業相談所
　　　　　　Tel. 027-234-5111　Fax. 027-234-8031

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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前橋市商店街連合会 歳末感謝還元セール開催！
1,000名様に、総額100万円をプレゼント!!
　当会では、恒例の歳末感謝還元セー
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BOX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致しま
す。

■セール期間　12月15日（日）〜31日（火）
■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！

■応募締切日　令和２年１月15日（水）
■当 選 発 表　 令和２年２月中旬に景品の

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　事務局　Tel. 027-234-5655

前橋中心商店街 歳末大感謝祭開催！

　Ｑのまち・前橋中心商店街 歳末大感謝祭が12月６日（金）〜８日
（日）に開催。詳細は12月５日（木）の新聞折り込みをご覧ください。

☆竪町通り商店街
　１等コシヒカリなど食料品が当たるくじ引き抽選会

☆銀座１丁目商店街
　ワイン・Ｑのまち商品券等が当たるスピードくじ

☆中央通り商店街
・ 各店自慢の商品を特別なお値段で提供する「ビックリプライス

セール」
・ 500円以上のお買い物をして３店舗のスタンプを集めると通常

の２倍1,000円の中央通り金券を進呈する「中央通りスタンプ
ラリー」

☆立川町大通商店街
７日（土）・８日（日）の２日間、１等寒ブリ等の景品多数が当たる

「空くじなしの大抽選会」を実施

☆「満点カード大抽選会」
満点のＱのまちポイントカードが引換券になる抽選会で、６日

（金）・７日（土）10:30〜中央通り・銀座通りの交差点で開催。

　また、前橋スズランでは本館 ８階催事場で婦人服・リビングバ
ーゲン（10日（火）まで）、お歳暮ギフトセンター（26日（木）まで）
を開催しております。なお、弁天通りでは、「弁財天縁日 弁天ワッ
セ！｣ を毎月３日に開催しており、年内は12月３日（火）、新年は

１月３日（金）の開催。１月１日
（水）元日には、初詣先着700名
様に空くじなしの福引きを実施
いたします。
　馬場川通りでは、「店主たちに
よる手作りのイルミネーション」
を設置しています。幻想的な美
しい光をお楽しみください。
　お得で楽しい企画満載の前橋
中心商店街にぜひお出かけくだ
さい。

お問合せ
前橋中心商店街協同組合
Tel. 027-260-6547

公開講演会のお知らせ
　群馬経済同友会では、下記日程により公開講演会を開催いたし
ます。奮ってご参加ください。
■テ ー マ　「可能性への挑戦」
■講　　師　舞の海 秀平　氏　NHK大相撲解説者
■日　　時　令和２年１月30日（木）
　　　　　　13:30〜15:30（開場12:30〜）
■会　　場　前橋テルサ「テルサホール」
　　　　　　（前橋市千代田町2-5-1）
■定　　員　500名限定・入場無料
お申込み  　 「FAX」「E-mail」または「官製はがき」に下記必要事

項を明記の上、お申込みください。追って入場券を
お送りいたします（１/21までに投函予定）ので、当
日受付にご提出ください。なお、入場券の発送をも
って発表に替えさせていただきます。

■必要事項　 ①郵便番号・ご住所　②お名前（ふりがな）・年齢　
③電話番号　④ご同伴者名　⑤案内をご覧になった
場所・媒体をご記入ください。

■申込締切　令和２年１月９日（木）
お申込み・お問合せ
群馬経済同友会事務局
〒371-0846　前橋市元総社町194　㈱群馬銀行内
Tel. 027-255-3701　Fax. 027-252-6228
E-mail doyukai@bay.wind.ne.jp

◦ トラック・乗用車の冬用タイヤへ交換・
タイヤの保管は、当店へお任せください！

◦ 12月は休まず営業致します！

前橋市小坂子町79-4　TEL：027-269-6911 検 索前橋市  小林タイヤ

LINE＠問合せ

小林タイヤサービス
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「仕事と育児／介護の両立支援セミナー」を
開催します

「働く女性のためのキャリア・デザイン
セミナー」を開催します

育児・介護プランナーが、育休復帰と介護支援プランの活用方法
や助成金の案内などをします。
セミナー終了後には、個別相談もできます。

■日　時　12月13日（金）　13:30〜15:40
■会　場　 K’BIX元気21まえばし（前橋プラザ元気21）
　　　　　中央公民館５階　501・502学習室
■対　象　県内企業の経営者や人事労務担当者など
■講　師　エリア育児・介護プランナー 大河内 延明さん
■定　員　20名（先着）
■受講料　無料
お申込み 　前橋市ホームページをご覧ください。
お問合せ 　前橋市産業政策課

　　　　　  Tel. 027-898-6985

ご自身や職場の将来のために一緒に考えてみませんか。自立的に
考えるためのヒントなどお伝えします！

■日　時　令和２年１月22日（水）　13:30〜15:30
■会　場　 K’BIX元気21まえばし（前橋プラザ元気21）
　　　　　中央公民館５階　501・502学習室
■対　象　管理職候補、管理職の女性など
■講　師　キャリアカウンセラー 桑田　真理子さん
■定　員　25名（先着）
■受講料　無料

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
　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。

【令和２年２月・３月の開催予定コース】
コース名 日　　　時

〜YouTube活用〜　
 魅せる動画作成入門

2/7(金)、14(金)、21(金)、
28(金)
 13:30〜16:45

PowerPointで作るチラシ作成
2/12(水)、19(水)
 9:00〜16:30

新人向け
Word&Excelビジネス基礎講座

3/9(月)、10(火)
 9:00〜16:30

基礎からの機械加工
3/16(月)、17(火)
 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/

前橋工科大学に求人情報をご提供ください。

　令和２年３月になりますと令和３年４月採用の広報活動が解禁
となります。
　前橋工科大学では、市内企業への就職者を増やしていくため、
市内企業の皆様に求人情報のご提供をお願いしています。
　求人情報については、学科指定でも学科不問でも受け付けてい
ます。
求人票の提出方法は？
①Ｗｅｂから
　前橋工科大学キャリアセンターホームページから、求人情報配
信システム「キャリタスＵＣ」に企業情報、求人情報を登録して
ください。
　https://www.maebashi-it.ac.jp/career-center/
※ 「キャリタスＵＣ」は株式会社ディスコが管理・運営する学校

向けＷｅｂシステムです。利用料金等はかかりません。
②求人票等の送付
　各社で作成している求人票等も受付しています。
　郵送・ＦＡＸ・メールでお送りいただくこともできます。
お問合せ 　前橋工科大学キャリアセンター

Tel. 027-265-7361（学務課学生支援係）
E-Mail job@maebashi-it.ac.jp

「正社員、派遣、専業主婦？　妻、母、嫁、
娘？　私もすべて経験しました。自分も大
切にする生き方をお伝えします！」

・ 慶應義塾大学法学部卒業後、IT企業で企
画プロモーション、営業を経験。

・ キャリアコンサルタント資格取得後は就
職支援に幅広く対応し、経験は10年超。

お申込み 　前橋市ホームページをご覧下さい。
お問合せ 　前橋市産業政策課　Tel. 027-898-6985


