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INFORMATION

お申込み・お問合せ
前橋商工会議所　産業振興課　Tel. 027-234-5100

～前橋のまちなかにピアノの音色を～
ストリートピアノ「前橋まちなかピアノ」を設置しています！

　前橋まちなか音楽祭実行委員会では、どなたでもピアノの演奏を気軽にお楽しみいただける『前橋まちなかピアノ』を下記のとおり設

置しました！前橋駅に設置するピアノは、ピアノプラザ群馬さんにピアノと工房をご提供いただき、グラフィックデザイナー中嶋優子さ

ん（前橋出身）が、世界中で一つだけのピアノに仕上げてくださいました。ぜひ、自由に弾いてみてください。10月10日（土）10時～15時

には「まえきフェス」（JR前橋駅主催）と連携して、5組の演奏家がそれぞれのパフォーマンスを披露し、駅構内に美しい音色を届けてく

ださいました。

前橋まちなかピアノ
設置期間 　10月10日(土)～11月24日(火)

設置場所・時間 　JR前橋駅（８時～20時）、K'BIX元気21まえばし（10時～17時）、

　　　　　　　 前橋テルサ（10時～17時）

　　　　　　　 ※館内状況により利用できない日もあります。

中嶋優子
プロフィール　群馬県前橋市生まれ。武蔵野美術大学卒業後、都内の広告制作会社やフランス語学校でグラフィックデザイナーとして勤務。

双子出産を機に2019年に前橋にUターンし、現在はフリーランスとして活動中。まちづくりに関わる活動を模索している。今回「前橋

まちなかピアノ」のデザイン・制作のほかにロゴ、ポスターも担当。制作には夫であり造形作家の中嶋勇太も参加した。

コンセプト 　前橋市が掲げる「水と緑と詩のまち」のキャッチフレーズから発想を得て、前橋のまちなかを流れる広瀬川をモチーフにそ

の一つ一つの水面のようにたくさんの人が街とピアノの周りに集ってくれたらという思いでデザインいたしました。暗いニュースばかり

の日常ですので、このピアノの存在で皆が明るい気持ちになれるような晴れやかな色づかいを心がけました。

御用聞き型企業訪問事業
私たちが直接訪問して一緒に課題
を解決します！

令和２年度「機械金属工業技術者
表彰」および「若手技術者奨励賞」
の候補者推薦のお願い

　前橋市・前橋工科大学・前橋商工会議所の３者がタッグを組む
「チーム御用聞き」が、コーディネーターとともに企業へ直接訪問
し、様々な相談を受け、課題解決へのアドバイス、製品化へ向け
た開発支援、商品化に向けた販路支援等、各支援機関等と連携し
ながら企業の稼ぐ力の向上をお手伝いします。お気軽にご利用く
ださい。

〈御用聞き型企業訪問（コーディネーター）フロー〉

　県内の機械金属工業の技術推進の向上意欲を高め、機械金属工
業の更なる振興を目的に、県内の事業所に勤務し機械金属工業に
従事する方（代表者を除く）のうち、その技術が優秀であり、かつ
県産業に貢献してその功績顕著な方で、下記の要件を満たす技術
者を表彰しますので、候補者を推薦いただきたくご案内します。
◇機械金属工業技術者表彰
　 15年以上の経験を有し、同一企業に満10年以上勤務し、技術

的実務に従事している40歳以上の方
◇若手技術者奨励賞
　 10年以上の経験を有し、同一企業に満５年以上勤務し、技術的

実務に従事している40歳未満の方
※ なお、表彰人員に制限がありますので推薦者枠が定数を超えた

場合、該当者の中より選考致します。１社２名以上推薦をいた
だいた企業様と調整をさせていただく場合がありますのでご承
知ください。
推薦期限 　11月20日（金）
お問合せ 　前橋商工会議所　産業振興課　Tel. 027-234-5100



19 2020.11

日　時 　令和２年11月26日（木）　18:00～（概ね１時間）
開催方法 　オンライン形式　※YouTube生配信・視聴無料
視聴方法 　右のＱＲコードから配信サイトへアクセスできます。
　　　　　 申込不要です。詳細は同封のチラシをご覧ください。
お問合せ 　前橋商工会議所　経営支援課
　　　　　Tel. 027-234-5115

INFORMATION

第60回前橋市発明考案展
第43回前橋市「未来の科学の夢」絵画展　受賞作品決定！

　今年も力作が揃った発明考案展と未来の科学の夢絵画展。発明考案展は合計57点の中から32点、絵画展は合計162点の中か
ら23点の入賞作品が選ばれました。ここでは入賞作品の一部を紹介します。（敬称略）

前橋商工会議所青年部緑水会主催 講師例会
11/26 オンライン配信のお知らせ

自転車のある生活で日常に新しい発見を
シェアサイクルを目指して
第２期市民モニタリングがスタート!!

　新型コロナウイルス感染症
拡大により、経済活動に不透
明感が増す昨今。この度、当
所青年部主催で、「地域の価値
を世界へ！」と題して、株式
会社スノーピーク山

やま

井
い

太
とおる

会長
と株式会社ジンズホールディ
ングスの田

た

中
なか

仁
ひとし

社長を講師に迎えての対談を開催。当日の模様
はYouTubeにてライブ配信します。皆さま、ぜひご覧ください。

　前橋商工会議所は「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」に基
づき、前橋市、（一社）ICTま
ちづくり共通プラットフォー
ム推進機構、太陽誘電㈱、ブ
リヂストンサイクル㈱と
GPS機能の付いた回生電動
アシスト自転車100台を使って市民モニタリング事業に取り組ん
でいます。当事業は、モニタリングを通して得られる自転車の移
動データやアンケート調査の結果を分析し、前橋市が進める交通
ネットワークの再構築の一環として、より快適に移動手段をつな
ぐシェアサイクルの可能性や自転車の利用環境の整備等を検討す
るものです。令和２年10月２日、３日には自転車の引き渡し会を
実施し、第２期のモニタリング事業がスタートしました。

第60回前橋市発明考案展 第43回前橋市「未来の科学の夢」絵画展
発明協会奨励賞 前橋市長賞

前橋商工会議所会頭賞 前橋商工会議所会頭賞

前橋少年少女発明
クラブ
前橋市立南橘中学校
１年
星野　大祁

「安心お風呂」

前橋市立荒子小学校
６年
森村　音々

「『エアクリーンサテ
ライト１号』を飛ば
して大気汚染をなく
そう。」

前橋少年少女発明
クラブ
群馬大学共同教育学
部附属小学校５年
飯沼　楓

「イライラ解消！セロ
ハンテープカッター」

群馬大学共同教育学
部附属小学校５年
富澤　慧大

「地震ゼロ！オーロ
ラ発生ミラクルフュ
ーチャーピン」

前橋少年少女発明
クラブ
前橋市立桂萱小学校
６年
矢嶋　佳南太

「飲みやすいペット
ボトル」

共愛学園小学校４年
成田　雫

「幸福雨雲レーダー」
小熊　良一

「だれでも料理を！」

群馬大学共同教育学
部附属小学校４年
狩野　泰杜

「北極氷再生マシー
ン」

料　亭

前橋市千代田町３－９－10　　TEL(027)231－2320(代)

ご宴会プラン 予約受付中7,800円コース 9,800円コース税別
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■ ぐんまGo To Eatキャンペーンとは
国のGo To Eatキャンペーンの一環として、群馬県内の飲食店や
食材を提供する農林漁業者を応援するため、購入額の25%分を上
乗せしたプレミアム付食事券を発行するものです。

■ 飲食店加盟店登録申請について
募集要項をご確認のうえ、以下の方法にて申請してください。
① 専用ＨＰより申請
https://gunma-gotoeat-campaign.com/store/
パソコン・スマートフォンどちらからも申請できます。
② ＦＡＸにて申請
前橋商工会議所にて配布している同意書・申請書にご記入いただ
き、ＦＡＸ送信してください。
※飲食店の登録は、令和３年１月31日(日)までとなります。
■ 「Go To トラベル」地域共通クーポン取扱店登録について
飲食店の皆様は、「Go To トラベル」地域共通クーポン取扱店の登
録をするためには、「Go To Eat キャンペーン」の登録を受けなけ
ればなりませんのでご注意ください。

お問合せ 　
ぐんま Go To Eatキャンペーン事務局(コールセンター)
加盟店用　Tel. 050-5305-3094
※年末年始を除く、平日10時から17時まで営業
専用HP　https://gunma-gotoeat-campaign.com

ぐんまGo To Eatキャンペーン
加盟店舗の募集について

（一社）前橋法人会
令和２年度 下期特別研修会

　前橋法人会では、令和２年度の下期特別研修会を開催致します。
企業経営に役立つ税務の知識が学べます。
　法人役員並びに企業の実務担当者に受講頂きたくご案内申し上
げます。
研修会場 　前橋問屋センター会館　２階　会議室
日　時 　各日とも午後１時30分から３時30分まで
受 講 料 　無料
申込方法 　前橋法人会事務局にTel. 027-234-2248 または
　　　　　 Fax. 027-232-1380にてお申し込み下さい。
※ 法人会々員の方は「会員証」をご持参下さい。

日　程 研修テーマ 講　師

11月４日
（水）

開講挨拶
◎消費税を巡る課税のあれこれ 
　改正消費税を巡る近年の動向と最近の消費税
の改正内容について解説するとともに、令和５
年10月から導入されるインボイス制度について、
知っておくべきポイントを解説します。

前橋税務署
審理専門官（法人担当）
国税調査官
橋本吉広 氏

11月10日
（火）

◎ 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上
の取扱い

　国税庁では新型コロナウイルス感染症の拡大
状況に鑑み、申告期限等の延長や納税の猶予制
度を案内するなどの対応を行っていますが、関
連する申告や納税に関しての取扱いについて解
説します。

前橋税務署
法人課税第一部門
上席国税調査官
山田 稔 氏

日商簿記検定についてお知らせ

① 第157回日商簿記検定（2021年２月28日施行）の１級検定施行
について

　例年、１級試験は６月と11月の年２回、実施してまいりました
が、2020年６月14日に施行予定であった第155回試験が中止と
なり、その結果、貴重な受験機会が失われることとなりました。
１級受験予定者の皆様に年間で２回の受験機会を確保するため、
第157回（2021年２月28日）試験に当初の施行予定であった２級、
３級と合わせて、１級の試験を施行することとなりました。

②２級・３級にかかるネット検定試験の実施について
　受験者数の多い２級と３級にネット試験方式を導入し、統一試験
方式と併用していくこととなりました。ネット試験方式による試験
は、本年11月下旬より申込受付を開始し、12月中を目途に施行開
始を予定しており、日本商工会議所が認定した全国100カ所（2020
年９月現在）に設置された「テストセンター」でご受験いただけま
す（自宅での受験は不可）。詳細については、商工会議所検定ホーム
ページ（https://www.kentei.ne.jp/）をご確認ください。

お問合せ  前橋商工会議所　総務課　Tel. 027-234-5111
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確定申告はパソコン・スマホで自宅から
　確定申告には、ご自宅からパソコン・スマートフォンでご利用
いただけるｅ－Ｔａｘ・スマホ申告が便利です。

ｅ－Ｔａｘのメリット
◆税務署に出向く必要なし！郵送不要！
◆スマホ・パソコンでかんたん送信
◆確定申告期間中は24時間いつでも利用可能

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、
多くの方が訪れる確定申告会場に出向かなくても、マイナンバー
カードとＩＣカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応の
スマホを利用して、ｅ－Ｔａｘで申告書を提出できます。  

　マイナンバーカードとＩ
Ｃカードリーダライタ等を
お持ちでない方でも、事前
に税務署でＩＤ・パスワー
ド方式の手続を行っていただければ、ｅ－Ｔａｘをご利用できま
す。

“ＩＤ・パスワード”の取得方法
◆ 運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、お

近くの税務署へ!!
◆ 税務署は年明けから混雑しますので、令和２年12月頃までの取

得をお願いします。 
◆ ＩＤ・パスワード方式は、暫定的な対応です。 お早めにマイナ

ンバーカードの取得をお願いします。

詳しくは国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）へ

確定申告に関する重要なお知らせ

INFORMATION

お問合せ  
前橋地方裁判所刑事訟廷事務室裁判員係
Tel. 027-231-4275(代)
裁判員制度の詳しい情報はこちらへどうぞ
裁判員制度ウェブサイトhttps://www.saibanin.courts.go.jp/

お申込み   
令和２年度群馬県テレワーク導入セミナー運営事務局
[株式会社群馬読売IS]　Tel. 027-253-2461

裁判員制度
～まもなく名簿記載通知を発送します！

テレワークとは？具体的な導入方法は？
導入コストは？機器は？セキュリティ対策は？
テレワークの課題点・解決策までお話します！

　裁判員の候補者は，くじにより無作為に抽選され，裁判員候補
者名簿に登録されます。登録された裁判員候補者には,11月中旬
に名簿に記載されたことの通知（名簿記載通知）が送られます。こ
の通知は，来年２月頃からの約１年間に裁判員に選ばれる可能性
があることを事前にお伝えするものですので，この段階では，ま
だ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありません。
　また，通知と合わせて調査票が送られます。この調査票は，裁
判員候補者の方の事情を早期に把握し，負担を軽減するためのも
のです。質問の項目に当てはまらない方は，返送していただく必
要はありません。

　テレワークは感染症対策だけでなく、
育児や介護、病気でも働きたい人が働
ける環境づくりや、急な自然災害への
対策など危機管理としても有効です。
一度、導入を検討してみませんか？
　群馬県では、県内の中小企業・小規
模事業者を対象に、テレワーク導入に関するセミナーを無料で定
期的に開催しています。セミナー参加後、希望する方には無料で
個別相談も実施します。専門の技術スタッフが現場を確認し、き
め細やかなアドバイスを行いますので、ぜひご活用ください。
※詳しくは、QRコードをご確認ください。

来年の確定申告では、感染防止の観点からも、ぜひご自宅から
ｅ－Ｔａｘをご利用ください。

確定申告に便利なＩＤ・
パスワードを取得しまし
ょう!!


