
中心部 周辺部

賞 商店街名 賞 商店街名

金賞 前橋中央通り商店街振興組合 優秀賞 本町通り商交会

銀賞 弁天通り商店街振興組合 優秀賞 前橋八展通商店会

銀賞 オリオン通り商店街振興組合 優秀賞 中央駅前通り商工会

銅賞 馬場川通り親交会 参加賞 アイビータウン日吉商店会

銅賞 住吉町二丁目商栄会 参加賞 城東町二丁目商工会

参加賞 県民会館通共栄会

前橋七夕飾りコンクールの結果は、前橋商工会議所のホームページでもご覧いただくことができます。

第６４回前橋七夕まつり

七夕飾りコンクール　結果表
　２０１４．７．１０→７．１3　前橋七夕まつり実施委員会

はじめに 作品をご覧になる際は…

審査作品　設置場所
※○○通りの表記の下にある番号は審査番号。通りの名称（太字）だけのものは商店街の部の飾りのみ。

飾りコンクール　結果一覧表

[商店街の部]

以上

○スズラン 

弁天通り 
個店 no.28～35 

一般 no.1,36～70 

立川町通り 
個店 no.23～27 

オリオン通り 
一般 no.14～35 県民会館通 

アイビータウン日吉 

住吉二丁目 

中央駅 
前通り 

城東二丁目 

銀座一丁目 
一般 
no.21～22 

中央通り 
個店 no.3～20 
一般 no.5～13 

馬場川通り 
個店 no.4 

本町通り 
個店no: 2 

八展通り 
一般no: 2 

至渋川 

至高崎 
至県庁 

至桐生 
国道50号 

国道17号 

前橋駅前通り 
個店 no.1 
一般 no.3 

テルサ アーツ前橋 

開催本部 

広瀬川 文学館 

前橋プラザ元気21 

Ｑの広場 

城東Ｐ 

赤城県道 

前橋駅 

中央前橋駅 

国道50号 

国道17号 
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 前橋七夕まつりでは、数多くの飾りのな

かからその出来映えを競うコンクールを

行っています。 
 飾りコンクールは３部門からなり、それ

ぞれ優秀な作品に賞を付与しています。

「商店街の部」は商店街組織による部門、

「商店街・個店の部」は商店街にある個店

による部門、商店街以外の団体などが対象
となるのが「一般の部」となります。 

 作品をご覧になる際には、各作品につく札

（左：番号札、右：賞札）を目印にすると、便利
です。お手元の一覧表にある審査番号と番号札の

番号は同じになります。大まかな設置場所は、下

の地図をご参照ください。またどの賞を受賞した

かわかるよう、賞札も付いています。 

 
部門ごとに札の色が一部異なります。 

「商店街の部」  …水色 

「商店街・個店の部」 …赤色 

「一般の部」  …紫色 

広瀬川 

至中央 

大橋 



賞 no 商店名 作品名 設置場所

知事賞 35 ㈱カネコガーデンショップ 楽しいホールアート 弁天通り

市長賞 9 黒田人形店 4年後の夢舞台を目指せ！ 中央通り

会頭賞 4 香り処　日野屋 ブレーメンの街へさあ行こう！！ 中央通り

前橋観光コンベンション
協会理事長賞

27 ㈱旅がらす本舗　清月堂 畊堂庵と庭園 立川町

市議会議長賞 5 パーラー・レストラン　モモヤ 千代田町二丁目なかよしかるたが出来ました 中央通り

群馬県観光物産国際
協会理事長賞

23 ㈲トザキ アンパンマンと遊ぼう 立川町

群馬県商工会議所
連合会長賞

10 ㈱鈴木ストア 四季の花行灯（はなあんどん）の七夕 中央通り

前橋市商店街
総連合会長賞

13 ㈱小川屋 織り姫 中央通り

前橋青年会議所
理事長賞

6 Lファッション藤屋 七夕の思い出 中央通り

前橋問屋センター
理事長賞

34 ちよだ株式会社グランヴィル前橋 出逢いの架け橋 弁天通り

前橋商工会議所
青年部代表幹事賞

32 橋本洋品店 世界遺産　厳島神社 弁天通り

ＮＨＫ前橋放送局長賞 31 セキネ洋仐店 変わりあんどん「おめでとう世界遺産登録決定」 弁天通り

上毛新聞社賞 19 ㈱鈴半商店 祝　世界遺産登録、前橋もよろしく！ 中央通り

群馬テレビ賞 17 山田屋陶器店 七夕のゆうべと子供達 中央通り

エフエム群馬賞 20 柄沢陶器店 アナと雪の女王 中央通り

朝日新聞社賞 8 八百駒 ゆるキャラで七夕 中央通り

毎日新聞前橋支局賞 14 足利屋商店 助けてアンパンマン 中央通り

読売新聞社賞 18 ㈱水本園 色とりどり七夕飾り 中央通り

産経新聞社賞 26 中華そば　ほんこん “TON　TONのまち”ころとんに願いを！ 立川町

東京新聞賞 30 弁天手芸店 手編みで夏の風物詩と切り絵で七夕さまの由来 弁天通り

優秀賞 29 ㈲マメゼン商店 月とうさぎ 弁天通り

優秀賞 33 グランヴィル前橋デイサービスセンター弁天通り 弁財天 弁天通り

優秀賞 15 ㈱白牡丹カーメルハウス 和心・雅・七夕飾り 中央通り

優秀賞 28 丸勝 子供から大人まで 弁天通り

優秀賞 16 ㈲小田原屋本店 ぐんまちゃん、くまもん、ふなっしー　人気者集合 中央通り

参加賞 7 ㈱福美吉野 ガンバレ！ぐんまちゃん 中央通り

参加賞 3 ㈲ベニフク 幸せの黄色いかざぐるま 中央通り

参加賞 11 趣味の陶芸　菊屋 花子とアン 中央通り

参加賞 12 ㈱鈴木薬局 ぞうさんのメディカルチェック 中央通り

参加賞 24 ゴトウ靴店 大空の星と聖書のことば 立川町

参加賞 2 ㈱東和銀行本店営業部 星に願いを ’14 本町通り

参加賞 1 青柳旅館 灯籠～夜のネオン～ 駅前通り

参加賞 25 Bar Colorful （バー　カラフル） ころとんの夢の木 立川町

参加賞 21 JUNK 牛と私 銀座一丁目

以上

  2014.7.10 → 7.13   前橋七夕まつり実施委員会

前橋七夕飾りコンクールの結果は、前橋商工会議所のホームページでもご覧いただくことができます。

第６４回前橋七夕まつり

飾りコンクール　結果一覧表

[商店街・個店の部]



賞 no. 商店名 作品名 設置場所

知事賞 11 ものづくり指南塾 Kissing Doll 中央通り

市長賞 40 千代田町三丁目青年会
富岡製糸場～前橋の七夕まつりから世
界へ発信～

弁天通り

会頭賞 59 前橋市立第一中学校美術部 はばたけるはずさ（未来へ・・・） 弁天通り

前橋観光コンベンション
協会理事長賞

10 厩橋町人會 千代田町二丁目の夕日 中央通り

市議会議長賞 65 前橋市立第三中学校美術部 ころとん　in Tokyo Olympic！ 弁天通り

群馬県観光物産国際
協会理事長賞

31 デイサービスセンターえいめい
ほほ笑む　ふきだす　大爆笑!!あふれる
笑顔が心を結ぶ♡

オリオン通り

群馬県商工会議所
連合会長賞

45 メディス総合介護センター中央前橋事業所デイサー
ビス

ぐんまちゃんの前橋四季めぐり 弁天通り

前橋市商店街
総連合会長賞

57 前橋市立第七中学校美術部 7月7日 弁天通り

前橋青年会議所
理事長賞

68 介護付有料老人ホーム　まえばし上泉の里
花さかじいさん～老後に花をさかせま
しょう～

弁天通り

前橋問屋センター
理事長賞

60 前橋市立大胡中学校美術部 七夕の風を感じて-自然との融合- 弁天通り

前橋商工会議所
青年部代表幹事賞

66 社会福祉法人前橋あそか会　やすらぎ園デイサービ
スセンター

群馬で最初の世界遺産！富岡製糸場 弁天通り

ＮＨＫ前橋放送局長賞 41 前橋中心商店街女性部　まゆの会 まゆ川柳メルヘンちょうちん祭り 弁天通り

上毛新聞社賞 46 社会福祉法人群馬厚生会　軽費老人ホーム寿楽園 楽しい夢 弁天通り

群馬テレビ賞 23 デイサービスセンターかまくら 「ぐんまチャンス！！」 オリオン通り

エフエム群馬賞 47 グループホームベルジ前橋たやの家 富岡製糸場 弁天通り

朝日新聞社賞 3 まちづくりサークル　えん 光り輝く再開の場所 駅前通り

毎日新聞前橋支局賞 24 社会福祉法人ほたか会  ケアハウス前橋 今年の主役は（午年）グンマちゃん オリオン通り

読売新聞社賞 63 前橋市立芳賀中学校美術部 宇宙の一夜の夢 弁天通り

産経新聞社賞 39 南橘すくすく子育て 元気に泳ぐぞ！すくすく大きくなあれ☆ 弁天通り

東京新聞賞 70 介護付き有料老人ホーム　サンヒルズ総社 星と風に願いをのせて 弁天通り

審査員特別賞 2 前橋市なかがわ児童クラブ 未来に届け！ぼく達わたし達の夢 八展通り

優秀賞 28 社会福祉法人ほたか会　あおなしデイサービスセン
ター

「トトロ」の七夕 オリオン通り

優秀賞 61 前橋市立鎌倉中学校創芸部 七夕船 弁天通り

優秀賞 53 JA群馬厚生連介護センターデイサービス 夜空の恋物語 弁天通り

優秀賞 56 前橋市立広瀬中学校美術部 たなころ～七夕ころとん～ 弁天通り

優秀賞 62 前橋市立第六中学校美術部 七夕のようせい 弁天通り

参加賞 64 群馬大学教育学部附属中学校美術部 富士山＠附士山！ 弁天通り

参加賞 52 桂萱地区地域づくり推進協議会 かいがやの輪（和） 弁天通り

参加賞 48 ぐんま農家支援プロジェクト ぐんまの農業の被災と復興 弁天通り

参加賞 49 社会福祉法人永寿会　前橋市ほのぼの荘デイサービ
スセンター

「赤城山　昔はよく登ったんだよ」 弁天通り

参加賞 13 ザスパつながり ひとつになって（みんなの七夕） 中央通り

参加賞 29 社会福祉法人ほたか会　グループホーム城東 モンスターズインク　マイクワゾースキー オリオン通り

参加賞 20 渋川市心身障害(児)者デイサービスセンター  あじさ
いの家

未来へ遺そう世界遺産 オリオン通り

参加賞 32 医療法人富士たちばなクリニックケアセンターゆめさき 群馬を未来へ オリオン通り

参加賞 9 社会福祉法人  ふたば会　（ふたば保育園） わんぱく団の恐竜探検 中央通り

[一般の部]
前橋七夕まつり実施委員会

飾りコンクール　結果一覧表



賞 no. 商店名 作品名 設置場所

参加賞 67 社会福祉法人育恵会　宮城の里デイサービスセン
ター

夜空で出会う織姫と彦星 弁天通り

参加賞 4 馬場川通り親交会　青年部
～The　Star　Festival～「馬場川星まつ
り」

馬場川通り

参加賞 33 医療法人富士たちばなクリニック　小規模多機能ホー
ム、グループホーム春らんらん

希望・夢・未来　みんなの故郷群馬県
～今この場所から、未来へつなぐ大切
な絆～

オリオン通り

参加賞 58 前橋市立富士見中学校美術部 七夕の夜に・・・ 弁天通り

参加賞 43 天川地区地域づくり協議会 石絵で作ろう「天の川」 弁天通り

参加賞 44 デイサービスセンター愛（まな）の家 いざ！世界へ 弁天通り

参加賞 50 群馬医療福祉大学　2班 行こう！ぐんまの観光名所 弁天通り

参加賞 42 前橋市市民活動支援センター つなぐ・交わる・広がる 弁天通り

参加賞 34 医療法人富士たちばなクリニック　グループホーム朱
咲の家

みんなと七夕 オリオン通り

参加賞 12 前橋協立病院　通所リハビリテーションさくらんぼ 夏物語 中央通り

参加賞 35 SIEN2（シエンツー） 天の川 オリオン通り

参加賞 36 富士見地区地域づくり協議会 すきです、ふじみ 弁天通り

参加賞 8 社会福祉法人　徳育会（相愛館保育園） 夢をのせて 中央通り

参加賞 17 社会福祉法人清栄会清里荘きよさとデイサービスセ
ンター

ぐんまちゃんとお祝いしよう　世界遺産
登録

オリオン通り

参加賞 54 特別養護老人ホーム第二明光園 願いをかなえる天の川 弁天通り

参加賞 19 社会福祉法人上毛愛隣社岩神デイサービスセンター ぐんまちゃんところとんの七夕 オリオン通り

参加賞 51 群馬医療福祉大学　1班 昼でも見られる七夕花火 弁天通り

参加賞 55 前橋ケアセンターひまわり ひまわり畑のぐんまちゃん 弁天通り

参加賞 27 クレール前橋敷島デイサービス 前橋花火 オリオン通り

参加賞 1 中島正泰 ちょうちん 弁天通り

参加賞 38 きょうだいの会　ぱずる 夏空に輝く光沢の銀河 弁天通り

参加賞 37 ガールスカウト群馬県第24団 キラキラ　とどけ　私の願い 弁天通り

参加賞 25 陽光苑 ぐんまちゃんに願いを オリオン通り

参加賞 7 シェアフラット馬場川 馬場の川 中央通り

参加賞 18 総社デイサービスセンター つるうま総子ちゃん オリオン通り

参加賞 5 前橋中央通り商店街(振)青年部 たのしい七夕まつり 中央通り

参加賞 69 デイサービスまなか サッカーワールドカップ 弁天通り

参加賞 14 群馬県地球温暖化防止活動推進センター
地球温暖化防止活動推進センターは前
橋にあります！

オリオン通り

参加賞 6 介護老人保健施設　一羊館 輝け☆一羊館 中央通り

参加賞 30 田中病院デイナイトケア　ねむの木 楽しい七夕祭りの始まり オリオン通り

参加賞 26 デイサービスセンター前橋セジュールの丘たぐち セジュールの丘たぐち オリオン通り

参加賞 21 ふじみ第2デイサービスセンター 花火大会 オリオン通り

参加賞 22 イモリ・プロダクション 日常の“望み”と“野望” オリオン通り

参加賞 15 JA群馬厚生連介護センターショートステイ それいけ！ころとん！！ オリオン通り

参加賞 16 有料老人ホームロングライフ前橋クリスタル館　デイ
サービスセンタークリスタル下沖

ゆるキャラと一緒に願いごと オリオン通り

以上

前橋七夕飾りコンクールの結果は、前橋商工会議所のホームページでもご覧いただくことができます。


