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2019年度前橋商工会議所　部会総会並びに講演会・研修会のご案内

　前橋商工会議所では、部会総会の日時に合わせて様々な分野から講師を招聘し、下記の通り講演会を開催します。

講演会は所属の部会員以外の方も参加できますので奮ってご参加ください!!なお、申込方法は前橋商工会議所のホー

ムページをご確認ください。そして、所属の部会総会には、ぜひご出席ください。
（日程順）

部　会 日　程
部会総会 講演会

時間・場所 時間・場所 テーマ/講師

卸 商 業 部 会 2/17（月）
13:30～
3Ｆ　バンブー

14:30～16:00
2Ｆ　ローズ

働き方改革の好事例セミナー

工 業 部 会

2/25（火）

14:00～
3Ｆ　バンブー

15:00～16:30
3Ｆ　リリィ

働き方改革セミナー＆個別相談会
群馬働き方改革推進支援センター

エ ネ ル ギ ー
環 境 部 会

14:00～
3Ｆ　バイオレットルーム

専 門・ 文 化 部 会
14:30～
3F　アネモネ

飲 食 観 光 部 会 3/4（水）
14:00～
3Ｆ　アネモネ

未　　定

食 品 部 会 3/5（木）
14:00～
群馬産業技術センター

15:00～
群馬産業技術センター

共同研究の可能性について（仮）＆施設見学会
群馬産業技術センター

小 売 商 業 部 会 3/6（金）
13:30～
3Ｆ　アネモネ

14:00～15:30
3Ｆ　リリィ

「前橋二尊」～前橋のシンボルづくり～
前橋学センター長　手島　仁　氏

建 設 部 会

3/6（金）

15:30～
3Ｆ　常議員会室 16:30～17:30

3Ｆ　リリィ

国土交通分野における生産性向上の取り組
みについて
国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事
務所事務所長　福井貴規　氏交 通 運 輸 部 会

15:30～
3Ｆ　バンブー

理 財 部 会 3/11（水）
15:10～
3Ｆ　アネモネ

14:00～15:00
3Ｆ　リリィ

最近の金融経済情勢について
日本銀行前橋支店　支店長　岡山和裕　氏

サ ー ビ ス 部 会

3/18（水）

13:30～
3Ｆ　バンブー 14:30～16:00

3Ｆ　リリィ

デジタルシフトによる地方創生スマートシ
ティ会津Society5.0プロジェクト（仮）
アクセンチュア・イノベーションセンター
福島センター長　中村彰二朗　氏情報メディア部会

13:30～
3Ｆ　アネモネ

詳しくはこちら 申し込み：前橋商工会議所
TEL：027-234-5111
http://www.maebashi-cci.or.jp/

※部会総会のご案内は、所属の部会より別途ご郵送致します。

前橋商工会議所 検索
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運行区間を延伸しての自動
運転バス実証実験を実施

令和２年前橋商工会議所新年互礼会を開催しました!!

　前橋市と群馬大学及び日本中央バス
は、昨年度に行った自動運転バス実証
実験の運行区間を、今年度は上毛電鉄
中央前橋駅、ＪＲ前橋駅間からけやき
ウォーク前橋まで延伸し、より複雑な経路で実施している。
　バス事業者における運転手不足が深刻な課題である一方、社会
は高齢化し自動車の運転に不安を持つ人が増えている中、高齢者
等の移動手段の確保は喫緊の課題であり、バスをはじめとした公
共交通は今後重要な役割を担っている。
　今回も前回と同様の自動運転レベル４（高度運転自動化）でバス
は無人で走行が可能になるが、乗客の安全を確保するため運転手
が乗りハンドルをすぐに握れる状態で実施している。
　是非、この機会にご乗車ください。
■期　間　１月11日（土）～３月１日（日）
■運行日　�実施期間中の土日祝日計18日間※２月11日（火・祝

日）を除く
■運　賃　中央前橋駅～前橋駅100円（小人50円）
　　　　　前橋駅～けやきウォーク前橋100円（小人50円）
　　　　　中央前橋駅～けやきウォーク前橋150円（小人80円）

　令和２年前橋商工会議所
新年互礼会が当所２階「サ
クラ」にて１月７日（火）午
前11時より開催され、約
300名の皆様にご出席をい
ただきました。

　曽我会頭からの年頭挨拶では冒頭、「昨年は全国的に台風や大雨
による災害が多発、また日本や世界的においても多くの問題が発
生した年でもあり、経済面でも個人消費の落ち込みが一向に回復
せず、特に地方においてはその間が一層強く、大変厳しい年であ
った」と一年を振り返りました。
　そして今年はねずみ年。「子年」は「新しい芽」が出る年とも
いわれ、今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催される
年でもあり、東京では開催に向け宿泊、輸送、観光など周辺各方
面で大きな変化が起きています。現在前橋では新しい視点での
「まちづくり」が「めぶき」はじめ、「安心・安全・快適なまち」・「県
都にふさわしい中心市街地」・「産業が元気な街」を目指して官民
が「前橋の近未来像」を共有一丸となって「イノベーティブなま
ちづくり」の推進が動き始めており、この変化に向けた動きを止
めてはいけないと強く認識しています。そして商工会議所の重要

な事業である「地域産業の活性化・中小企業の存続と発展に役立
つ事業」への取り組みの充実強化、具体的には
　１）中小企業の喫緊な課題である事業承継への支援
　２）�身の丈に合ったIoT・ICT・AI・ロボット技術活用による生

産性向上支援
　３）働き方改革の推進支援
を挙げ、これらの商工会議所業務の一丁目一番地である支援事業
の成果を上げるためには、伴走型支援のための企業訪問のさらな
る強化、そして中小企業相談所相談窓口の利用度の向上を図るこ
とを自ら取組み、また関係機関との連携することで支援の実効性
を高めていきたいと抱負を述べました。
　最後に「より、信頼され、頼りになる商工会議所」になるべく、
議員・職員心を一つに事業に取り組むとともに、青年部・女性会
との連携を一層強化「未来に拓く商工会議所」として最善の努力
していくこと、また関係各位に皆様へのご指導・ご協力、ご支援
をお願い申し上げること、ご臨席賜りました皆様のご健勝を心よ
り祈念申し上げ、挨拶を結びました。
　その後、山本一太知事、山本龍市長よりご祝辞を頂戴し、来賓
代表の皆様による鏡開きを行い、群馬県銀行協会�深井彰彦会長に
よる乾杯のご発声で祝宴に入りました。

　前橋東地区職場警察連絡協議会主催で公募した令和元年度
「第39回一般防犯並びに交通安全・非行防止ポスター及び標語」の
上位入選者が決定いたしましたのでご紹介します。（敬称略）

◎ポスターの部
　【最優秀賞】　前橋市立天川小学校� ３年　上ノ内碧夏
　【優秀賞】　　前橋市立天川小学校� ６年　清水　菜苗
　　　　　　　前橋市立荒砥中学校� ３年　金子きらら

◎標語の部
　【最優秀賞】　こうさてん　いそぐなはしるな　とびだすな
　　　　　　　前橋市立大胡東小学校� ２年　石附　乃衣
　【優秀賞】　　とうげこう　いかのおすし　わすれない
　　　　　　　前橋市立わかば小学校� １年　武藤　優斗
　　　　　　　だまされて　後悔するより　まず確認
　　　　　　　株式会社旅がらす本舗清月堂� 原　　幹代

令和元年度　前橋東地区職場警察連絡協議会
「第39回一般防犯並びに交通安全・非行防止
ポスター及び標語」コンクール入選者決定！

けやきウォーク前橋内を走行中
の自動運転バス

生命医療共済です。 前橋商工会議所へ
☎ 234ー 5111（代）

◆お申込み・お問合せは

（前橋支店）☎ 254ー 2755

６０歳以上の方の
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経営安定セミナー受講者募集
『施行直前!!　ここだけは押さえておきたい
� 民法（債権法）改正等のポイント』
　改正民法（債権法）の施行が４月１日と目前に迫り、各企業にお
いても具体的な契約条項の見直しが求められております。同改正
は、制定以来の大改正で定型約款や時効制度、債権譲渡等の重要
な内容が含まれており、業種や取引類型を問わず、契約や債権管
理の実務に大きな影響が考えられます。
　そこで、本セミナーでは、同改正法の重要ポイントを読み解き、
契約・債権管理の実務において何が変わるかをわかりやすく解説
いただきます。また、40年ぶりに改正された民法（相続法）に関す
る注意点についてもあわせて解説いただきます。
　経営者の皆様はもとより総務担当者等の皆様も奮ってご参加く
ださい。

■日　時　２月21日（金）　14:00～16:00
■場　所　前橋商工会議所　３階　アイビー
■講　師　丸山法律事務所　
　　　　　弁護士　丸山　彬　先生
■受講料　無　料
■対象者　経営者・総務担当者等
■定　員　50名（先着順）
■主　催　前橋商工会議所　経営安定特別相談室
お申込み・お問合せ
前橋商工会議所　経営支援課　Tel.�027-234-5115

新入社員研修会を開催！

　新入社員（予定者を含む）を対象に、社会人としての自覚を促し、
勤労意欲を高めることを目的に新入社員研修会を開催いたしま
す。
　新入社員の皆様が積極的に仕事に従事していくために必要な基
礎的な知識を身につけ、自信を持って社会人としての第一歩が歩
みだせるような講座内容となっております。ぜひ多数の皆さまの
ご参加をお待ちしております。

■日　時　３月11日（水）・12日（木）
　　　　　10:00～16:00�※昼休憩１時間含む
■会　場　前橋テルサ�８F�けやき
　　　　　（前橋市千代田町2-5-1）
■定　員　100�名
■参加費　4,950�円（昼食・テキスト代含む）
■主　催　前橋商工会議所・前橋職業安定協会
お申込み・お問合せ
前橋商工会議所�経営支援部　Tel.�027-234-5115
※詳細のカリキュラム及び申込書は同封チラシをご覧ください。

「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　３月16日（月）13:00～16:00
■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・お問合せ
前橋商工会議所�経営支援課
Tel.�027-234-5115　Fax.�027-234-8031

JETRO群馬貿易アドバイザーによる
海外展開相談会開催！

　ジェトロ群馬は、2018年７月に高崎モントレー２Fにオープ
ンしましたが、前橋および周辺エリアの企業様にもご利用いただ
けるよう、前橋商工会議所において貿易投資出張相談会を毎月１
回開催しています。
　海外経験の豊富なジェトロのアドバイザーが輸出や海外新進出
にかかる相談や悩み事にお応えいたします。事業主、相手国等問
わずお気軽にご活用ください。

■日　時　２月19日(水)、３月18日（水）
　　　　　13:00～17:00
■会　場　前橋商工会議所　３階　なでしこ
■相談料　無料
■担当アドバイザー
　ジェトロ群馬貿易情報センター
　アドバイザー　天沼　健　氏
　�群馬県金型メーカーで、米国、アジア、欧州等世界各国への輸
出業務や海外工場の立ち上げ・運営を経験。
お申込み・お問合せ
前橋商工会議所　経営支援課
Tel.�027-234-5115　Fax.�027-234-8031

株式会社JTB��群馬支店
〒370-0045　群馬県高崎市東町9番地　ツインシティ高崎4階

旅のことから大会、イベント、地域活性まで幅広いニーズに応えます!

TEL：027-310-3060　FAX：027-310-3067　（9：30～17：30　土・日・祝日休業）
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アーツ前橋�展覧会　
前橋の美術2020�―トナリのビジュツ―�開催

放送大学４月入学生募集中！

ネットショップ出店プログラム
～国内EC出店編～
１日限りの20社限定プログラム　セミナー案内

　前橋ゆかりのアーティスト47名による展
覧会が開催されます。本展は「人と人との
つながり」をテーマに、前橋に住むアーテ
ィストやギャラリスト、学芸員で構成され
る「前橋の美術実行委員会」により企画され、
絵画や彫刻、工芸、映像、版画、写真など
多様なジャンルの作品が登場します。
　サブタイトルの「トナリのビジュツ」には、地域やアーティスト、
ギャラリーなど様々な人々とのつながりを再確認する意味が込め
られています。アーツ前橋内での展示だけでなく街なかでの展示
をはじめ、関連イベントや市内ギャラリーとの連携企画もござい
ます。

■会　場　アーツ前橋（前橋市千代田町5-1-16）
■会　期　２月８日（土）～３月15日（日）
■開　館　10:00～18:00（入場は17:30まで）
■観覧料　無料
■休館日　水曜日
■ＵＲＬ　https://www.artsmaebashi.jp/
お問合せ
アーツ前橋　Tel.027-230-1144

　「ネットショップに関心はあるが、どのように取り掛かればよ
いのかわからない」「ネットショップを持ったが販路を拡大した
い！」と、お悩みのお店の方々にお勧めです。
　ネットショップサイトの基本知識から実際にサイトを作成する
ほか、自社にあった無料ツールの選択の仕方などを学びます。
■日　時　２月27日（木）13:30～15:40
■場　所　前橋商工会議所　３階　アイビー　
■講　師　ECマインド㈱
　　　　　代表取締役　高杉　透　氏
　　　　　㈱オージュ・コンサルティング
　　　　　代表取締役　大森　渚　氏
■参加費　無料　
■定　員　20名　
■締　切　２月20日（木）
■主　催　前橋商工会議所　商業観光振興課
■共　催　独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部
●スケジュール
13:30～14:00
　●国内ECを始める前に知っておくべきポイント
　●特徴・事例から自分にあった�無料ツールを探そう
14:00～15:40��ワークショップ:コンテンツ作成
※�本セミナーは、実際にECサイトへ出店することが目標である
ため、事前にご用意いただく資料がございますので、同封の折
込みチラシをご覧ください。
お申込み・お問合せ
前橋商工会議所　商業観光振興課　Tel.�027-234-5109

　25.5畳分の大凧が上州の風に
舞う！凧揚げを楽しんだり、大凧
を応援したり、連凧やスタントカ
イトもあります。小学生以下のお
子様には先着200名に無料凧のプ
レゼントもあり！（9:00から整
理券を配布します。）同時開催でパ

トカー、白バイ、消防車の展示・体験も♪みんなで上州の空っ風
であそびましょう！

■日　時　２月16日（日）9:00～13:30（予定）
　　　　　※天候により時間変更・中止の場合もあります。
■会　場　利根川敷島緑地（前橋市敷島町）
お問合せ
前橋商工会議所青年部�緑水会
前橋市日吉町�1-8-1（前橋商工会議所内）
Tel.�027-234-5111　URL�http://www.maebashi-yeg.com�

第28回�上州空っ風�凧揚げ大会in前橋�開催

　放送大学はテレビ・インターネットを利用して授業を行う通信
制の大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽し
みたいなど、様々な目的で幅広い世代や職業の方が学んでいます。
ただいま2020年４月入学生を募集しています。詳しい資料を無
料で送付いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
■出願期間　
　第１回：2019年11月26日（火）～2020年２月29日（土）
　第２回：2020年３月１日（日）～３月17日（火）
　　　　　（インターネットでの出願も受け付けています）
お問合せ
放送大学群馬学習センター
〒371-0032　前橋市若宮町１-13-２　Tel.�027-230-1085
URL�https://www.ouj.ac.jp

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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「令和２年度�障害者雇用納付金制度�事務説明会」

　障害者雇用納付金等申告・申請に係る説明会を開催しますので、
ご参加ください。

■日　　程
　＜納付金・調整金＞　３月�５日（木）（高崎）
　＜開催時間／対象者＞
　　10:00～12:00／申告申請経験者
　　13:30～16:00／初めての担当者
　＜報奨金＞　３月12日（木）（前橋）10:00～12:00
■会　　場
　高崎：＜納付金・調整金＞ポリテクセンター群馬　308会議室
　前橋：�＜報奨金＞群馬障害者職業センター�会議室
　　　　　　　　　（ハローワーク前橋�３階）

確定申告に関する重要なお知らせ

　令和元年分所得税・消費税・贈与税等の確定申告は、2月17日
（月）～3月16日（月）の期間に、K´BIX元気21まえばし（前橋プ
ラザ元気21）の確定申告会場をご利用ください。
　＊土、日及び祝日は除きます（2/24、3/1�は開設します）。前橋税務
署内には確定申告会場を設置していません。期間前後の税務署での相談

は、大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。

障害者雇用がはじめての企業様のための
障害者雇用研修会
　「どんな仕事をしてもらえばいいのか分からない」「求人の出し
方や条件面が不安」など障害者雇用に対する疑問や悩みをお持ち
の方を対象に障害者雇用研修会を開催します。
　障害者雇用の流れや業務の切り出しなど、より具体的実践的な
手法をグループディスカッションやセルフワークを用いて学んで
いただけます。

■日　　時　２月19日（水）　14:00～16:30
■会　　場　前橋市総合福祉会館　第１会議室
■定　　員　15名（参加費無料）
■内　　容　�雇用の実例・ステップ紹介、グループワーク・セル

フワーク、質疑応答
■申込方法
　電話…027-220-1088にご連絡ください
　FAX…�申込み用紙（チラシ）に必要事項を記載のうえ027-220-

1089へお送りください
　ホームページ…以下のＵＲＬにアクセスし、お申込ください
　　　　　　　　https://gunma-navi.jp/koyo/entry/
お問合せ 　
群馬県障害者就労開拓支援事業　事務局
株式会社綜合キャリアトラスト　Tel.027-220-1088

「令和２年度高年齢者雇用開発コンテスト」

　働くことを希望する高年齢者が、年齢にかかわりなく生涯現役
でいきいきと働けるための職場づくり（雇用管理や職場環境改善）
の創意工夫事例を募集中です。優秀事例は表彰を行います。
　多数のご応募をお待ちしております。

■応募資格　�希望者全員が６５歳まで働ける制度を導入している
ことや、その他労働関係法令に関して重大な違反の
ない企業

■応募締切　３月31日（火）
■応�募�先　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
　　　　　　群馬支部　高齢・障害者業務課
　　　　　　〒379-2154　前橋市天川大島町130-1
　　　　　　TEL　027-287-1511
※�応募に関する詳細は、当機構のホームページをご覧ください。
URL　http://www.jeed.or.jp/elderly/activity/r2_koyo_boshu.html

■主　　催　�厚生労働省、
　　　　　　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

カンタン・便利な3つのポイント

①�スマホで見やすい専用画面　②�画面の案内に従いラクラク操作
③�作成した申告書はe-Taxで提出完了
＊e-Tax以外にもご自宅やコンビニのプリンタで印刷し、郵送等で提出

することもできます。

申告書の作成はこちらから！

　スマホをお持ちでない方などは、ご自宅等のパソコン
から、「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください！

スマホでラクラク確定申告！

お申込み・お問合せ
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　群馬支部
高齢・障害者業務課
Tel.�027-287-1511
URL�http://www.jeed.or.jp/location/shibu/gunma
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今年の2月で創業103年を迎えました。煉瓦の生業を受け継いでの歴史です。今年の目玉は、前橋の煉瓦の再
現を求めて薪で焼き上げた赤煉瓦です。薪で調理するPIZZA窯、パン窯、GRILLの煉瓦窯は、ホテルレストラン
ショー(2月18日～21日・幕張メッセ)に出展します。5月にはKING OF PIZZA IN MAEBASHIの開催を協
力をさせていただきます。煉瓦から拡がる食と住を応援するシンボルマークがBeBrickです。


