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お問合せ  
前橋商工会議所 政策課　Tel. 027-234-5113

　前橋商工会議所では会報への広告チラシ同封サービスを行っ
ています。
　単独のDMよりも低コストで、しかも事業者へのアプローチ
という点で、効率のよいPR効果が期待できます。

概　要
　・同封できるサイズは、原則A4サイズの１枚となります。
　　※サイズ・折り等により金額が変わります。
　・利用者は前橋商工会議所会員企業のみです。
　　※ 関係法規に違反するもの又はその恐れがあるものや公序

良俗に反するもの等については、お受け致しかねます。
料　金  A４サイズの場合　１枚　 100,000円（税別）

　　　　 年６回以上のご利用で１枚　80,000円（税別）
　　　　 年12回のご利用で１枚　60,000円（税別）に!!
お申込み  
　所定のお申込書に利用希望月の前々月末の営業日までに必要
事項をご記入のうえ、原稿内容が分かるものを添えて下記担当
窓口にご提出ください。

　前橋商工会議所では2020年度会報「糸都」誌面の広告企業
を募集しております。毎月約7,000部を発行している「糸都」に、
御社の紹介や商品等のPRを掲載してみませんか？

概　要
・広告種類は、サイズ・掲載ページにより、５種類となります。
※サイズにより金額が変わります。
・全広告はフルカラーでの掲載となります。
・前橋商工会議所会員企業以外の企業でも掲載可。
※但し非会員金額となりますのでお問い合せください。
・ 関係法規に違反する広告又はその恐れがあるものや公序良俗

に反するもの等については、掲載をお断りします。
料　金  （会員の場合）

広告種類 月額広告料(税別)

①裏表紙 100,000円
半年契約　　95,000円／回
年間契約　　90,000円／回

　横198×縦297㎜

②中全面 80,000円
半年契約　　76,000円／回
年間契約　　72,000円／回

　横180×縦267㎜

③中半面
40,000円

　横180×縦129㎜

④中４段
20,000円

　横180×縦60㎜

⑤中ページ下
20,000円

　横180×縦50㎜

・ 半年契約とは、初回広告掲載月から１年の間に６回以上12
回未満の掲載となります。

・年間契約とは、初回広告掲載から１年間毎月の掲載となります。
お申込み  
　広告掲載をご希望の方は、下記担当窓口にご連絡ください。
お申込用紙等をメールにてご担当者様にお送りいたします。お
申込用紙に、必要事項をご記入の上、メールまたはFAXにて事
務局までご提出ください。申込受け取り後、事務局より再度ご
連絡させていただきます。
　お申込多数の場合は、ご希望に添えないこともございますの
で、ご了承ください。
お問合せ  
前橋商工会議所 政策課　Tel. 027-234-5113

会報「糸都」
広告チラシ同封サービスのご案内

会報「糸都」誌面広告企業の募集
のご案内

■手続きの流れ
　（ ）内の日付は10月１日発行の「糸都」に同封を行う場合

前々月20日
（８月20日）

※申込書と原稿内容
がわかるもの（サンプ
ル等）を利用希望月の
前々月の20日（休日
の場合は翌営業日）ま
でに担当窓口にご提
出ください。

※ 各回ともお申込順とさせていただき、所定の重量制限を超える場合、
利用月の希望に添えない場合もございます。

※同封の順番も順不同とさせていただきますのでご了承ください。

※ご提出いただ
いた内容の確認
を行い、同封の
可否を判断した
うえで、ご連絡
いたします。

※納品締切日は利用希
望月の前月20日です

（休日の場合は翌営業
日）。締切日までに納品
が間に合わない場合は
いかなる理由において
も同封ができません。
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※ ビジネスマネジャー検定試験、福祉住環境コーディネーター検定試験、カラーコーディネーター検定試験、ビジネス実務法務検定試験、
環境社会検定試験（eco検定）の団体申込期間につきましては前橋商工会議所（Tel. 027-234-5111）までお問い合わせください。

　今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、申込期間・試験日の変更や検定試験が中止となる場合がございます。
　最新情報は前橋商工会議所のＨＰ(http://www.maebashi-cci.or.jp)をご確認ください。

日商検定試験・東商検定試験申込期間の変更について（令和２年７月31日現在）

検定試験名 申込種類
申込期間

【変更前】 【変更後】
・第12回ビジネスマネジャー検定試験
　（試験日：2020年11月８日（日））

個人申込 ８ 月25日（火）～ ９月25日（金） ９ 月 ８日（火）～ ９月25日（金）

・第156回日商簿記検定試験
　（試験日：2020年11月15日（日））

ネット申込
窓口申込

９ 月 ７日（月）～10月14日（水）
10月 ７日（水）～10月16日（金）

10月 １日（木）～10月15日（木）
10月 ５日（月）～10月19日（月）

※ 窓口申込は午前８時30分～午後５時30分（土日・祝日は除く）、
  10月13日（火）、15日（木）、16日（金）は午後７時30分まで受付時間を延長します。

・第45回福祉住環境コーディネーター検定試験
　（試験日：2020年11月22日（日））

個人申込 ９ 月 ８日（火）～10月 ９日（金） ９ 月24日（木）～10月 ９日（金）

・第49回カラーコーディネーター検定試験
　（試験日：2020年11月29日（日））

個人申込 ９ 月15日（火）～10月16日（金） ９ 月30日（水）～10月16日（金）

・第48回ビジネス実務法務検定試験
　（試験日：2020年12月６日（日））

個人申込 ９ 月23日（水）～10月23日（金） 10月 ６日（火）～10月23日（金）

・第29回環境社会検定試験（eco検定）
　（試験日：2020年12月13日（日））

個人申込 ９ 月29日（火）～10月30日（金） 10月13日（火）～10月30日（金）

　「経理」は、業種を問わず全ての会社にとって、必要不可欠な
業務です。事業を継続・発展させるためには、しっかりとした
経理や会計に係る知識が欠かせません。
　そこで本講座では、経理を学びたい方、新たに経理担当にな
られた方等を対象に、経理実務の基礎について、わかりやすく
解説します。この機会にぜひご参加ください。

　群馬働き方改革推進支援センターでは、「働き方改革」に関する
無料相談会を開催いたします。相談には群馬働き方改革推進支援
センターに登録した社会保険労務士がお答えします。

経理実務講座《基礎編》　開催 令和２年度働き方改革無料相談会開催

日　時 　10月８日(木)　10:00～16:00
会　場 　ベイシア文化ホール ５階 「505・506会議室」
講　師 　㈲マスエージェント　代表取締役　林　忠史　氏
対　象 　経理・財務担当者　等
定　員 　20名 (定員になり次第締め切ります)
受講料 　1,000円（税込）

お申込み 　 同封の申込用紙(チラシ)に必要事項を記入のうえ
FAX（027-234-8031）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

日　時 　毎月第２・４水曜日　13:30～15:30
会　場 　前橋商工会議所　相談室（前橋市日吉町1-8-1）

相談事例 　・働き方改革の取り組み内容
 ・人手不足解消に必要な対策
 ・働き方改革に利用できる助成金
 ・生産性・賃金向上、長時間労働是正の取り組み方
 ・同一労働同一賃金の実現方法　等
お問合せ 　群馬働き方改革推進支援センター
　　　　　 前橋市元総社町528-9　Tel. 0120-486-450
　　　　　 前橋商工会議所　経営支援課　
　　　　　 Tel. 027-234-5115
※ 予約制ではありませんが、ご予約いただくことも可能ですので、お気

軽にご利用ください。なお、先客がある場合はお待ちいただくことが
あります。詳細は同封のチラシをご参照ください。
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　新型コロナウイルス感染症拡大で経済活動が停滞するなか、
感染症拡大防止策だけでなく、自然災害への備えも求められます。
もし備えを疎かにしてしまい、有事の際にうまく対処できなけ
れば取引先や顧客からの信頼を失う可能性があります。
　そこで災害や感染症拡大による経営リスク、事業継続力強化
のための方策の必要性、ウィズコロナ時代の危機対策などをト
ピックにしたセミナーを開催します。

皆様の「いいね！」をお待ちしております！
前橋商工会議所
フェイスブックページで情報をお届け！

　前橋商工会議所では、フェイスブックページを開設しています。
経営に役立つ情報や地域の情報などをタイムリーにお届けして
いますので、皆さまからの「いいね」やシェアをお待ちしてお
ります！

ＵＲＬ 　https://www.facebook.com/maebashicci/
お問合せ 　前橋商工会議所 政策課
　　　　　Tel. 027-234-5113　Fax. 027-234-8031

お問合せ 　前橋商工会議所　経営支援課
　　　　　Tel. 027-234-5115

掲載情報
★セミナー・講演会情報
★補助金や施策情報
★会員企業情報
★簿記検定などの検定情報
★会議所の活動報告など
★地域のイベント情報など  etc

QRコード
からアクセス

あなたの経営課題を専門家が応援します！
～エキスパートバンクのご案内～

事業継続力強化支援にかかる
連携協定を締結

自然災害・新型コロナから会社を守る
ための事業継続力強化オンラインセミナー

　エキスパートバンクは小規模事業者が経営において抱える幅
広い課題に対して、専門のノウハウを持つ専門家を当所が派遣し、
具体的かつ実践的な解決策等を指導助言するものです。

　前橋市、東京海上日動火災保
険㈱群馬支店と当所は、事業者
が自然災害等のリスクに備えた
取り組みである事業継続力の強
化支援にかかる連携協定を締結
し、この締結式を８月24日に行
いました。自治体と民間事業者、
経済団体が締結する協定の中で、
事業継続力強化支援に特化した
協定は群馬県内初となります。
　今後、３者で連携を図って本計画を周知し、各々の資源やノ
ウハウを活かして事業者の事業継続力強化を支援していきます。
当所ウェブサイトで、制度の詳細をまとめたページ
を公開中です。右のQRコードからご覧ください。

日　時 　９月７日（月）　14:00～15:30
講　師 　坂本 憲幸氏

　　　　　（東京海上日動リスクコンサルティング㈱ 主幹研究員）
開催方法 　オンライン　※アクセス方法は申込後に連絡
定　員 　100人　※参加費無料

お申込み 　右のQＲコードからか当所ウェブサイト
　　　　　 から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

支援内容 　 経営全般・生産管理、商品開発・販路開拓・販売促
進・店舗改善、デザイン、情報化・労務管理知財、
法務など

申込対象 　当所管内の小規模事業者
派遣回数 　原則、１回（２時間）まで
申込方法 　 事前に商工会議所までお電話にてご相談ください。

なお、ご利用にあたり専用の申込書の提出をお願い
します。

お問合せ 　前橋商工会議所　経営支援課
　　　　　Tel. 027-234-5115
■詳細はウェブサイトをご覧ください

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。
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　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10月の開催予定コース】
コース名 日　　　時

デジカメ撮影テクニック講習 10/2（金）、9（金）、16（金）
 13:00～17:15

労務管理のいろは
～新任担当者の皆様へ～

10/7（水）、14（水）
 9:00～16:30

ホームページ作成入門（HTML編） 10/8（木）、15（木）
 9:00～16:30

3D-CAD活用技術（Inventor 基本編） 10/17（土）、24（土）
 9:00～16:30

JIS溶接技能者評価試験準備講習
TIG溶接（ステンレスTN-F）

10/19（月）～22（木）
 17:00～20:15

仕事に活かせる
Excel関数テクニック①

10/20（火）、27（火）
 9:00～16:30

＊応募は先着順で、受講料は１コース１人￥9,600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。

　リレー・フォー・ライフは、がんと闘う方々の勇気を称え、が
ん患者やその家族、友人、支援者とともに地域一丸となってがん
と闘う連帯感を育み、がんで悩むことのない社会を実現するため
のチャリティ活動です。
　毎年10月に、夜通し交代で歩くリレーイベントが開催されます
が、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、イベン
トは中止し、県庁昭和庁舎をＲＦＬを象徴する色、パープルでラ
イトアップすることになりました。
　期間は、９月のがん征圧月間に合わせた９月１日から30日まで
の１ヵ月間です。

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

リレー・フォー・ライフ・ジャパン
2020ぐんまからのお知らせ

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 https://maetech.ac.jp/

お問合せ  
ＲＦＬＪぐんま実行委員会〔(公財)群馬県健康づくり財団内〕
Tel. 027(269)7403・7420

INFORMATION

　前橋商工会議所では、会員事業所の皆様の経営をインタ
ーネットを通じてサポートする、会員限定のWEBセミナー
を提供しております。
　WEBセミナーとは、インターネットで映像コンテンツを
視聴することにより、様々な経営情報が取得できるサービ
スです。
　いつでも、どこでも、無料で、映像と音声による本格的
なセミナーが受講できます。
　視聴は前橋商工会議所のホームページからお入りいただ
けます。ご利用にはIDとパスワードが必要となりますので、
登録フォームより申請ください。

（※本サービスのコンテンツ及び配信システムは株式会社ブレーン（東京
都港区）の提供によります。）

ご利用にはIDとパスワードが必要です。
ご登録はこちら

会員限定
いつでも どこでも 無料で視聴可能　経営に役立つ「WEBセミナー」のご案内

人気の講座


