
19 2020.01

INFORMATION

前橋をもっとおもしろい街にします。
一般社団法人 前橋デザインコミッション設立
〜会員募集中〜

　民間主体によるまちづくりを進めるべく、（一社）前橋デザイン
コミッション（ＭＤＣ）を2019年11月１日に設立しました。本法
人は、「デザイン都市まえばし」を実現することを目的に前橋市ア
ーバンデザイン及び、グリーン＆リラックス構想を具現化するた
めの事業を行ない、にぎわいと魅力あふれる中心市街地を目指す
ものです。
　例えば、街の未来を考える対話やまちづくりを学ぶ場を創出し
たり、地域資源（ヒト・モノ・コト）を発掘して育てたりなど、住
む人や働く人、訪れる人にとって、いきいきと日々の営みを楽し
める街を創るための事業を実行します。
　そこで現在、まちづくりを一緒に進める会員や連携団体を募集
しています。本法人にご興味のある方やご入会を希望される方は、
下記までお問い合せください。

お問合せ  
前橋商工会議所 政策推進課
Tel. 027-234-5113　Fax. 027-234-8031
※詳細は、当所ウェブサイトをご覧ください

前橋商工会議所青年部の次年度代表幹事が決定！

　前橋商工会議所青年部（緑水会）は、令
和１年11月14日に臨時総会を開催し、
令和２年度、31代代表幹事を選任いたし
ました。任期は、令和２年４月１日から
令和３年３月31日までとなります。
　諸先輩方が築き上げてきた緑水会を更
に盛り上げていく所存ですので、引き続
きご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い
申しあげます。

31代代表幹事　小林祐介
小林工業㈱　取締役副社長

中小企業庁主催　適正取引講習会開催

　適正な下請取引は、下請事業者の利益保護を図るという目的か
ら、中小企業政策の重要な柱となっており、中小企業・小規模事
業者にとって事業の根幹に関わる重要事項です。そこで、中小企
業庁主催の「適正取引講習会」を、前橋商工会議所と時事通信社
の共催で開催します。この講習会を通して、正しく知って、円滑
な事業経営に役立てましょう！
■日　　時　１月21日（火）　
　　　　　　講座①　13:30～15:00
　　　　　　　　　　下請代金支払遅延等防止法【基礎コース】
　　　　　　講座②　15:10～16:40
　　　　　　　　　　消費税転嫁対策特別措置法
■会　　場　前橋商工会議所 ３階 アネモネ
■講　　師　とのや総合法律事務所　弁護士　太田　竜　先生
■主　　催　中小企業庁（適正取引講習会事務局）
■共　　催　前橋商工会議所　時事通信社
お申込み  　 糸都12月号同封のチラシ又は前橋商工会議所HP掲

載の申込用紙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 経営支援課
　　　　　　Tel. 027-234-5115　Fax. 027-234-8031

新春恒例！福を呼ぶ 初市まつり
１月９日（木）中心市街地で盛大に開催！

　前橋の新年を飾る風物詩「前橋初市まつり」が、
今年も中心市街地で開催されます。だるまや縁起物
などの露店が軒を連ね、威勢のいい掛け声と熱気で
中心市街地が活気に溢れます。ぜひお誘いあわせの
うえお出かけください。

◆�古だるま供養（お焚きあげ）　10:00～11:30頃まで
　・八幡宮境内（本町二丁目）
◆渡御の儀（渡御行列）　10:30～11:30頃まで
　・ 八幡宮を出発し、中心市街地を練り歩き、仮宮（東和銀行本店・

憩いの広場）まで「市神様」を渡御します。
◆本町通りを中心に露店が出店　10:00～21:20まで
　・本町二丁目の国道 50 号を主会場に、だるまや縁起物など、数

多くの露店が出店
◆新春うまいもの市　10:00～18:00まで

市内の銘店銘菓が勢揃いします。会場はK'BIX21まえばし・1階
■ 当日の交通規制・臨時バス停・無料おまつりバスの運行等は、下

記HPまで
お問合せ 　
（公財）前橋観光コンベンション協会　Tel. 027-235-2211
詳しくはウェブサイトご覧ください。 
URL http://www.maebashi-cvb.com/
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四万温泉

湯立祭
令和２年 1 月２０日 ( 月 )
１３時～１５時

会場 ： 吾妻郡中之条町
             四万４３７２-１
　　　　    御夢想の湯前

会場 ： 吾妻郡中之条町
             四万４３７２-１
　　　　    御夢想の湯前

湯にて身を清め、 一年の無病息災を祈ります

宿泊券などが当たる！！　福まんじゅう投げ
３人チームで１位を目指せ！湯継ぎリレー

湯継ぎリレー申込 ・ お問合せ
四万温泉協会　TEL:0279-64-2321　HP ： https://nakanojo-kanko.jp/shima/
湯継ぎリレー申込 ・ お問合せ
四万温泉協会　TEL:0279-64-2321　HP ： https://nakanojo-kanko.jp/shima/
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自転車を活用した新たなまちづくり
連携協定を締結！

国内最大級のビジネスマッチングイベント
大型展示商談会「彩の国ビジネスアリーナ2020」
に共同出展します

　令和元年11月28日
(木)、前橋商工会議
所では「自転車を活
用した新たなまちづ
くり事業にかかる連
携協定書」を太陽誘
電㈱、ブリヂストン
サイクル㈱、(一社)
ICTまちづくり共通プ
ラットフォーム推進
機構、前橋市と締結し、
シェアサイクル事業等の可能性を検討します。
　令和２年４月からはIoTユニット付回生電動アシスト自転車を
当所会員企業や大学・市民等から選出したモニターへ貸出しを行
い、自転車の利用データを分析する、モニタリング事業を実施し
ます。同協定式では、曽我会頭は「日常生活や観光ビジネスに使
える快適な移動手段をつくり、環境、健康に配慮したまちづくり
につながる」と期待を込めました。

　前橋市と前橋商工会議所では、市内企業の販路拡大、企業立地
の推進のため、下記日程にて開催される「彩の国ビジネスアリー
ナ2020」に市内事業所9社と共同出展いたします。埼玉県内事業
所を中心に関東近県より600社以上出展する国内最大級のビジネ
スマッチングイベントとなっておりますので、受注確保、販路開拓、
技術力向上等、新たなビジネスチャンス創出の機会として是非ご
来場ください。

■日　時　１月29日(水)10:00～18:00
　　　　　　　30日(木)10:00～17:00
■会　場　さいたまスーパーアリーナ
　　　　　（埼玉県さいたま市中央区新都心8番地）
■ 出展企業の検索、事前入場登録の参加申込み等は下記HPをご覧

ください。
　http://bizmatch.saitama-j.or.jp

個人青色申告者のための所得税・消費税の
決算・申告等無料相談会
　所得税・消費税の決算・申告等についての無料相談会を次のと
おり開催いたします。
■日　程

日にち 時　間 会場（商工会議所　３F）
２月17日（月） 9:00～16:00 アイビー
２月19日（水） 9:00～12:00 アネモネ

■申込方法　事前にお電話でご希望の日時をお申し込みください。
　　　　　　 なお、申込人数の関係でご希望の時間に沿えない場

合もあることをご了承ください。
■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相談
■対 象 者　個人事業者で青色申告をしている方
　　　　　　※ 青色申告会にご加入の方、税理士先生へ既に依頼

している方はご遠慮ください。
■備　　考　 ご相談にあたっては関係書類をご持参いただく必要

があります。特にマイナンバーに関する書類も必要
となりますので、事前に詳細をお問い合わせいただ
くか、お申し込み時にご説明いたします。

お申込み・お問合せ
前橋商工会議所 金融支援課　Tel. 027-234-5115

　11月12日（火）、前
橋商工会議所２階　
サクラにて前橋市・
前橋商工会議所・前
橋東部商工会・富士
見商工会主催による
令和元年度前橋市技
能功労者・優良従業
員表彰式が開催され
ました。今回の表彰は、
伝統技能を正しく体得し、技術の改良創作や伝承に30年以上従事
され本市産業の発展に貢献のあった技能者1名を「技能功労者」
として表彰するとともに、市内の事業所等に勤務し、企業の発展
に貢献された11名が、「企業貢献技術者等」として特別表彰されま
した。
　また、永年勤続表彰は市内の各事業所に永年勤務し、勤務成績
が優秀で他の模範となり企業の繁栄に貢献された従業員の皆様に、
感謝の意を表すとともに勤労意欲の高揚を図るため毎年開催され
ているものです。
　今回は、同一事業所等に30年以上勤務された特別表彰者74名、
20年以上（110名）・10年以上（142名）勤務された一般表彰者、
合わせて326名の優良従業員が表彰されました。皆様、おめでと
うございます。

令和元年度 前橋市技能功労者・優良従業員
表彰式を開催

技能功労者
人形の島久　田島 祐幸 氏（人形師）
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「群馬県後継者バンク」で事業引継ぎを実現
しませんか

　「群馬県後継者バンク」は、後継者不在の個人事業主や小規模
事業者と意欲のある起業家を結び付け、事業の円滑なバトンタッ
チを支援する事業です。
　本事業は、（公財）群馬県産業支援機構の群馬県事業引継ぎ支援
センターが行っています。
　事業者には次のようなメリットがあります。
① 先祖代々承継してきた事業を絶やすことなく、次世代に引き継

ぐことができます。
② 事業の存続を望む従業員や取引先、地域からの期待に応えるこ

とができます。
　起業家の登録は増加していますので、マッチングの可能性が拡
大しています。
　後継者不在でお困りの事業者は、まずはご相談ください。

お問合せ 　群馬県事業引継ぎ支援センター
　　　　　  Tel. 027-265-5040

第15回大群馬展＜スズラン前橋店＞
開催のお知らせ
　群馬の物産を一堂に集めて物産展を開催します。群馬県内各地
域で人気のスイーツや農水産加工品、工芸品など群馬の名産品が
大集合します。
　会場内でお買い物いただくと、県内温泉旅館宿泊券などが当た
るお楽しみ抽選会へご参加いただけます。
　是非、この機会にスズラン前橋店の ｢第15回大群馬展」にお出
かけください。

■日　時　１月８日（水）～14日（火）　７日間
　　　　　10:00～19:00　※最終日は、15:00まで
■会　場　スズラン前橋店　８階　大催場
　　　　　（前橋市千代田町２-12-３）

お問合せ 　(公財)群馬県観光物産国際協会
　　　　　  TEL 027-223-5800

あなたが決める前橋の豚肉料理 N0.1 !
「第11回 T-１ グランプリ」参加店62店舗での
決戦が１月９日からスタート！

　市内飲食店を対象にした豚肉料理 NO.1
を決める「T-1 グランプリ」。参加店舗のエ
ントリーメニューを食べるともらえるシー
ルを2種類以上あつめて投票してください。
投票いただいた方の中から抽選で120名の
方に素敵な景品が当たります。
　群馬県産の豚肉を使って各店のシェフが
腕によりをかけたメニューは、見ているだ
けでお腹がすいてしまうものばかり！
　この機会に、各店自慢のメニューをご堪能ください。なお投票
方法、参加店情報など詳しくはウェブサイトをご覧ください。

■スケジュール
　○審　　査　１月９日（木）～２月29日（土）
　○入賞店発表　３月10日（火）夕方（予定）
　○グランプリ発表　４月上旬予定

お問合せ 　第11回 T-1 グランプリ実行委員会事務局
 （前橋市観光振興課内）　Tel. 027-210-2189
 URL　http://www.t-1gp.com/

県内企業の人材確保をお手伝い！

　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

若宮 北代田

前橋市富士見町時沢809 Tel.027‐288‐9990

葬儀事前相談・見積承ります

未来へとつなぐ、
前橋市北代田町462 Tel.027-237-1234 前橋市北代田町597-4 Tel.027-233-1233

富士見創業107年

「この街と共に100年」

私たちの想い。


