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お申し込み：前橋商工会議所
TEL：027-234-5111
http://www.maebashi-cci.or.jp/

2020年度前橋商工会議所　部会総会並びに講演会のご案内

　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オンラインにて参加できます!!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

工 業 部 会 2/10(水)
14:00〜
３F　アネモネ

15:00〜18:00
３F　リリィ

5G関連機器の最新動向と熱対策について
㈱サーマルデザインラボ 代表取締役　国峯 尚樹　氏

建 設 部 会
2/18(木)

15:30〜
３F　リリィ 16:30〜17:30

２F　ローズ

道路整備やまちづくりの最新情勢について(仮)
国土交通省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　アイビー

専 門・ 文 化 部 会
3/2(火)

15:15
３F　アネモネ 14:00〜15:00

２F　ローズ

今から!これから!始めよう!身近で始めるDXの一歩（仮）
DXデザイン研究所　副所長
㈱CRI中央総研　ITコンサルタント　小澤 慎太郎　氏サ ー ビ ス 部 会

13:30
３F　バンブー

情報メディア部会 3/4(木)
13:30〜
３F　アイビー

３月19日(金)
16:00〜17:30
２F　ローズ

売れない時代に売る極意と挑戦!!（仮）
㈱バニッシュ･スタンダード 代表取締役　小野里 寧晃　氏

食 品 部 会 3/5(金)
15:10〜
３F　アネモネ

14:00〜15:00
３F　アイビー

withコロナ時代の食品業界における安全衛生管理に
ついて
㈱食環境衛生研究所
食品衛生営業部獣医師　安中 秀幸　氏

理 財 部 会 3/10(水)
15:10〜
３F　アイビー

14:00〜15:00
３F　リリィ

県内の経済動向(仮)
（一財）群馬経済研究所　理事長　反町 敦　氏

エ ネ ル ギ ー
環 境 部 会

3/10(水)
14:00〜
３F　バンブー

15:00〜16:00
２F　ローズ

脱炭素社会の実現に向けて（仮）
群馬工業高等専門学校
機械工学科　花井 宏尚　氏

飲 食 観 光 部 会

3/19(金)

10:30〜
３F　アネモネ

16:00〜17:30
２F　ローズ

売れない時代に売る極意と挑戦!!（仮）
㈱バニッシュ･スタンダード
代表取締役　小野里 寧晃　氏

卸 商 業 部 会
15:00〜
３F　リリィ

小 売 商 業 部 会
15:00〜
３F　アネモネ

詳しくはこちら

※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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日　時  ３月２日（火）　13:30〜17:00
会　場  前橋商工会議所　３階　リリィ
内　容  第１部　13:30〜15:00

　　　　 「コロナ禍における販路開拓のポイント」
　　　　 講師　ＵＮＩＣＯコンサルティング代表
　　　　 中小企業診断士　小峯　孝実　氏
　　　　 第２部　15:10〜16:10　「事業承継の現実について」
　　　　 講師　有限会社渡辺水産　社長付　渡邉　大貴　氏
　　　　 第３部　16:10〜17:00　「個別相談会」

受講料  無　料　 対象者  経営者及び後継者・後継候補者
定　員  20名（先着順）
主　催  前橋商工会議所 経営安定特別相談室　
共　催  （独）中小企業基盤整備機構関東本部　中小企業大学校東京校

お問合せ  前橋商工会議所 経営支援課　Tel. 027-234-5115

コロナ時代の次の一手を考える!!
販路開拓・事業承継セミナー

　本セミナーでは、コロナ禍で激変する経営環境を後継者ととも
に乗り越えるため、コロナ時代の次の一手のヒントとなる販路開
拓と後継者の事例紹介による事業承継のポイントを解説いたしま
す。後継者や後継候補者等と一緒にご参加ください。

　「群馬県よろず支援拠点」との連携による個別経営相談会を
開催します。経営に関する様々な課題解決をお手伝いします。

「群馬県よろず支援拠点」との連携による
「個別経営相談会」のご案内

日　時  令和２年度　奇数月の第３月曜日
　　　　 13:00〜16:00 ※１事業者あたり１時間目安

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）
内　容   経営（事業）計画策定、資金繰り、新技術・新商品開発、

首都圏・海外進出、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

お問合せ  
前橋商工会議所 経営支援課
Tel. 027-234-5115　Fax. 027-234-8031

　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

不動産仲介・賃貸・鑑定業務・広告代理業務

群馬土地株式会社
◆高崎支店（問屋町）◆太田支店（飯田町）◆大宮支店（さいたま市大宮区）

本　社 前橋市本町2丁目13番11号（前橋センタービル14F）
TEL　027-231-5411（代）
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「第40回一般防犯並びに交通安全・
非行防止標語」コンクール入選者決定

　前橋東地区職場警察連絡協議会主催で公募した令和２年度「第
40回一般防犯並びに交通安全・非行防止標語」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）

【最優秀賞】 やめようよ！　いじめいじわる　いやがらせ。
 前橋市立桂萱東小学校　２年　青木　美萌

【優 秀 賞】 ヘルメット　いのちをまもる　せいぎのみかた
 前橋市立永明小学校　３年　石原　寧音
 自転車も　あなた次第で　加害者に
 前橋市立桂萱中学校　２年　小林　結依

【入　　選】 ともだちと　きょりはとっても　よりそうこころ
 前橋市立永明小学校　１年　関口　月渚
 はっとした　あの交差点　忘れずに
 前橋市立天川小学校　６年　岩井　彩良
 のむな　あおるな　スマホるな　ぜったい守る　交通ルール
 前橋市立大胡東小学校　６年　髙沢　　希
 勇気ある　その一言で　非行ゼロ
 株式会社旅がらす本舗清月堂　 原　　幹代

　去る12月７日(月)、群馬県商工会議所女性会連合会主催による特別講演会が前橋市内のアルバート邸で
開催されました。この事業は、関東商工会議所女性会連合会政策委員会活動の一環として行われたもので、
当日は県内の６商工会議所女性会会員42名が参加し、「女性経営者を成功へ導く心がまえ」をテーマに運命学
研究家　宮沢みち氏を講師にお迎えして、2021年はどんな年になるか、その中で自らの運勢のリズムを知
り強運体質に結び付けていくにはどうしたらよいか、メイクや顔の表情、言葉づかい、食事やファッション、
パワーストーンによるエネルギーコントロールなどについて学びました。
　その後、前橋商工会議所女性会会員 尾身朝子氏より、昨今の国内・世界情勢についてお話を伺いました。

　前橋商工会議所女性会では地域貢献活動の一環として、今年も上毛新聞社、
群馬テレビの「愛の募金」に寄付を行いました。コロナ禍でチャリティ事業
などもできない中でしたが、会員から協力いただいた浄財を両社にお届けい
たしました。

群馬県商工会議所女性会連合会特別講演会開催！

前橋商工会議所女性会「愛の募金」～上毛新聞社、群馬テレビに寄付

上毛新聞社様にて 群馬テレビ様にて

宮沢みち氏講演風景

前橋商工会議所会員事業所向け
福利厚生サービス開始のご案内

◆前橋商工会議所会員向けの本プランなら入会金不要！
◆１人月500円で、大企業並みの福利厚生制度を整えられます。
　【料金内訳：会費400円（税別）＋保険料100円（課税なし）】

◆ 会員制割引サービス「ベネフィット・ステーション」の140
万以上のサービスが利用できます！

◆個人賠償責任補償特約もついています。

　昨今、採用難や人材不足が進む中、業界や規模を問わず、各
企業における福利厚生の充実や健康経営の推進が重要視されて
おります。そこで、福利厚生ならびに保険サービス等をセット
した総合的に従業員満足度を高めることができるパッケージ

「健康経営優良法人認証支援プラン」を、株式会社ベネフィッ
ト・ワンと提携しご提供します。このプランは、当所が推奨し
ている「健康経営」にお取り組みいただく中で、健康経営優良
法人認定の申請対応項目にご利用いただける内容です。サービ
スの利用開始は令和３年４月から、申込みは随時受け付けます。
　詳細は、同封のパンフレットをご覧いただき、是非お申込み
ください。

お申込み・お問合せ  前橋商工会議所　総務課　Tel. 027-234-5111

前橋市西片貝町3-31
TEL.027-224-6372 FAX.027-224-6373

株式会社 インテリアゴトウ
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日　程
〈納付金・調整金〉
２月 ９日（火）（高崎）　２月16日（火）（高崎）
２月24日（水）（前橋）　３月11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18日（木）（前橋）10:00〜12:00
会　場 　

前橋：〈納付金・調整金〉群馬県ＪＡビル10階　第４会議室
 〈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）
高崎：〈納付金・調整金〉ポリテクセンター群馬　講堂ほか
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

応募資格  
高年齢者が65歳以上になっても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（水）
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）　 https://www.jeed.go.jp/elderly/activity/r3_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
（高年齢者雇用に関する各種助成金についてもぜひご活用くだ
さい。）

確定申告会場にお越しになる方へ
～感染リスク軽減のための対応～

令和3年度 障害者雇用納付金制度 
事務説明会

☆2月が最後の開催となります☆
群馬県テレワーク導入セミナー

「令和３年度高年齢者活躍企業
コンテスト」募集のご案内

　新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、令和
２年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告書の作成・提出は、
ぜひ、ご自宅のパソコンやスマホからｅ－Ｔａｘをご利用ください。
　なお、面接による相談が必要な方は、令和３年２月16日（火）か
ら３月15日（月）までの間（この期間は、前橋税務署内に確定申告
会場を設置していません。）、K’BIX元気21まえばし（前橋プラザ
元気21）に確定申告会場を開設しますのでご利用ください。
※ 土・日曜日及び祝日等は、税務署は閉庁日となっておりますが、２月

21日（日）と２月28日（日）に限り、K’BIX元気21まえばし会場で確定
申告の相談及び申告の受付を行います。

　会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、入場で
きる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。
　なお、入場整理券は会場で当日発行しますが、
LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。
※ 入場整理券の発行状況に応じて、後日、改めて
　来場していただくようお願いする場合があります。
お問合せ  前橋税務署　Tel.027-224-4371（代表）

　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。

　気になっている方は今すぐお申込みく
ださい。

「外出時に事業所のPCのデータや、業務
システムにアクセスしたい」と思ったこ
とはありませんか？会社にいなくても仕
事ができる環境づくりをお手伝いいたします。
よく支援させていただく内容

「社外から事業所のPCにアクセスする方法」 「送られてくるFaxを
データで受け取る方法」「労務管理やセキュリティ対策」 「安価に利
用できるクラウドサービスのご紹介」
各種オンラインセミナー・実際のツールを体験できるテレワーク
体験会も２月が最後の開催となります。専門家の講座に無料で参
加できるラストチャンスです。この機会をぜひご利用ください。
人気の社会保険労務士による「労務管理見直しセミナー」は２月
８日（月）が最終となります。各講座の開催日程はホー
ムページをご確認ください。
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

　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。多数のご応募をお待ちしております。

確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です

国税庁LINE
公式アカウント


