
がんばる経営、応援します。 ───────────── 沼田商工会議所・沼田中小企業相談所  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

法律相談については当会館内で行われる群馬弁護士会の相談会をご利用下さい。  
（有料・毎週火曜日・受付予約電話番号０２７－２３４－９３２１）  

金 融 無 料 相 談 ＜会場：沼田商工会館＞  
［国民生活金融公庫］              ［信用保証協会］  
８/８ (金)・９/１２ (金)           ８/１４ (木)・９/１１(木) 
時 間：午前１０：００～午後３：００       時 間：午後１：３０～午後４：００  

 

発 行：沼田商工会議所  〒378-0042 群馬県沼田市西倉内町 669-1 
     TEL 0278(23)1137  http://www.numata-cci.or.jp 

 FAX 0278(24)0715  E-mail info@numata-cci.or.jp 
企画編集：広報委員会  

 

 

※沼田まつりの行事詳細は２ページ～４ページに記載しておりますのでご覧下さい。  

 当会議所青年部主催による“２００８ミス沼田コンテスト”が７月１３日（日）ディラン
において開催され。応募者３６名の中から下記３名が選出されました。ミス沼田に選出され
た３名の方には、沼田まつりや桜まつりを始めとする諸行事において、ビューティフルメッ
センジャーとして沼田のＰＲに尽力頂きます。 

左から 

 

本多 弘子さん 

（みなかみ町） 

職業：調理師 

 

 

笠原 裕子さん 

（片品村） 

職業：介護士 

 

 

高木 佑季子さん 

（みなかみ町） 

職業：会社員 

 

ほんだ ひろこ 

かさはら ゆうこ 

たかぎ   ゆきこ 
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事務局日誌  
[６／１９～７／１６] 
▼６月 
１９日・広報委員会 
   ・工業委員会 
   ・商業観光委員会 
   ・沼田市観光協会通常総会 
   ・沼田市観光協会青年部通常総会 
   ・群馬県商工会議所連合会平成２０年

度地域資源活用企業化コーディネー
ト活動支援事業に係る第１回合同会
議 

   ・群馬県青色申告会連合会通常代議員
総会 

２０日・沼田まつり千人おどり部会 
   ・金融税務委員会 
   ・青年部広報委員会 

新 入 会 員  
【保坂 均一】  
住 所 昭和村赤城原 1243-4  
事 業 内 容  電気工事 
【居酒屋つきじ】  
住 所 高橋場町 2152-4  
代表 者 戸丸 一雄   
事 業 内 容  居酒屋 
企 業 短 信  
代表者変更  
◇㈱サンポウ 
吉澤 伸二 → 平井 秀明 
◇㈱イヅミ工芸 
関口 正男 → 関口 素生 

 

  

          
㈲ハヤシサポートエンジニアリング 
 
 
◇ 住 所  沼田市石墨町 2045-9 
      （渋川市金井 730-1 渋川営業所） 
◇ Ｔ Ｅ Ｌ 22-1227  

（0279-24-7379 渋川営業所）   
◇ Ｆ Ａ Ｘ 22-1227 
      （0279-24-7893 渋川営業所）    
◇ 業 種 土木建築業  
 

 当社は土木建設業を営んでいますが、公共事業の減少
で経営がなりたたず、事業の転換にせばまれ、地球に優
しいエコ計画事業に取り組んでおります。 
 リフォーム時のエコ化の推進を通してＣＯ２の削減に
努力しています。「ひと手が足りない！！」「リフォー
ムしたいけど！！」なと、ちょっとした事もお役にたて
たら幸いです。    ＜＜紹介者 石橋商店さん＞＞ 
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２１日・群馬県商工会議所青年部連合会第６回全
国サッカー大会事前練習会並びに結団
式 

   ・利根沼田鉄工業組合連合会・沼田溶接協
会通常総会 

２２日・日本商工会議所第１８３回珠算能力検定
試験 

２３日・沼田まつり町みこし部会 
２４日・群馬県商工会議所女性会連合会定期総会

及び記念講演会 
   ・沼田税務署管内青色申告会連合会通常総

会(～２５日) 
２５日・常議員会 
   ・通常議員総会 
   ・群馬県商工会議所青年部連合会役員会 
２６日・沼田まつり天狗みこし部会 
   ・青年部地産地消推進委員会 
   ・沼田市観光ガイド協会総会 
２７日・沼田まつりまんど部会 
２８日・全国商工会議所青年部連合会第６回全国

サッカー大会刈谷大会(～２９日) 
３０日・沼田まつり子供みこし部会 
   ・平成２０年度商工会議所第１回基礎研修

会 
▼７月 
 １日・青年部広報委員会 
   ・沼田市観光協会青年部イベント委員会 
 ２日・松井信一氏群馬県総合表彰受賞祝賀会 
 ４日・正副会頭会議 
   ・マル経審査会 
   ・女性会理事会 
   ・青年部てんぐ委員会 
 ８日・青年部本部会 
 ９日・群馬県商工会議所連合会総務委員会 
   ・群馬県商工会議所連合会繊維等地場産業

委員会 
   ・利根沼田職業安定協会正副会長会議・理

事会 
   ・沼田市観光協会理事会 
   ・青年部広報委員会 
 
  

〔会員数６月末：１３１６会員〕  

 商工春秋 
 アメリカのサブプライム問題に端を発した金融不安が日本にも波及し、さらに第３次オイルショックのような
状況が追い打ちをかけ日本の経済も赤信号が点灯しょうとしています。 
 地価の下落、消費支出の大幅減、景気回復の遅れ、政治の不安定、スダグフレーションという景気の停滞にも
かかわらず、一般物価水準が継続的に上昇している状態が続けば地方経済はどうなってしまうのでしょうか。 
 このような時代でも我々商工業者は生き延びて行かなくてはなりません。まずできることからやってみなくて
はなりません。「顧客との関係性を高める」ということに一つヒントがあるのかもしれません。お客様と話をして
商品の良さをわかってもらうということです、最小限の負担で最大限の効果がねらえます。お客様が求める要求
をどれだけ誠実に提供できるかが企業の勝負所です。安心・安全のためなら高くても十分な対価が企業に支払わ
れるというレポートを読みました。 
 商工会議所という組織を利用して生き延びていくためのヒントを見つけられれば幸いです、皆さんで商工会議
所の有効な活用方法をご提案下さい。（茶） 

１０日・群馬県商工会議所連合会金融税務委員会 
   ・群馬県商工会議所連合会工業委員会 
   ・群馬県信用保証協会金融相談会 
   ・第６回沼田市観光協会青年部親睦ゴルフ

大会 
１１日・国民生活金融公庫定例相談会 
   ・青年部太鼓練習会 
１３日・２００８ミス沼田コンテスト審査会 
   ・第２０回福祉住環境コーディネーター検

定試験 
１４日・群馬県商工会議所連合会地域開発・建設

委員会 
   ・群馬県商工会議所連合会商業観光委員会 
１５日・群馬県商工会議所連合会交通運輸委員会 
   ・群馬県商工会議所連合会労働委員会 
   ・青年部役員会 
   ・青年部太鼓練習会 
 

 

ミニ情報 
本町通り商店街では街なかに元
気を取り戻すために昔懐かしい
「六斎市」を開催いたします。
毎月第２土曜日１０時～１６時
まで中町須賀神社境内で開催し
ます。（１月～３月まで休み） 
野菜・農産物加工品や物産・下
田の干物・商店街などの出品 
【募集】 
◎「六斎市」出店者 
◎「六斎市」開催ボランティア 
◎「六斎市」の愛称 
問い合わせ先 
中島呉服店  ２２－２００５ 
秋永理容所  ２２－４６１０ 
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      場所 使用可能時間 駐車可能台数 

①沼田公園グラウンド 
②グリーンベル２１立体駐車場 
③沼田小学校校庭 
④十王公園 
⑤利根沼田文化会館 
⑥ＪＡ利根沼田本所 
⑦保健福祉センター 
⑧市民体育館 
⑨市役所東原庁舎 
⑩裁判所 
⑪利根信本店 
⑫サンモール鍛治町第２駐車場 

１３：３０～２２：００ 
１３：３０～２２：００ 
１３：３０～２２：００ 
１３：３０～２２：００ 
１７；００～２２：００ 
１７：００～２２：００ 
１７：００～２２：００ 
１７：００～２２：００ 
１７：００～２２：００ 
１７：３０～２２：００ 
１８：００～２２：００ 
２０：００～２２：００ 

７５０ 
３９７ 
３４０ 
２５０ 
２００ 
８０ 
６０ 
６０ 
３０ 
４０ 
３０ 
５０ 

 

沼田まつり臨時無料駐車場のご案内 

※沼田小学校校庭、沼田公園グラウンド、グリーンベル２１立体駐車場付近は大変混雑が予
想されますので他の駐車場をご利用下さい。なお、駐車場内における事故・盗難等につい
ては責任を負いませんので、各自十分ご注意下さい。 

交通規制８月３日～５日 
午後１時半～午後１０時 

フィットネス器具，体力測定器具，水上器具， 
福祉関連器具，スポーツ備品， 
体育館関連器具等の製造、販売，保守・点検・修理 

本社 沼田市横塚町７２６ ＴＥＬ.（０２７８）２４-８１２１ 

沼田まつり祭典本部 

TEL ２３－８３３０ 

沼田警察署警備本部 

TEL ２３－８３３１ 
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   当所議員変更のお知らせ 

         当所の議員の職務を行う者の変更がありましたのでお知らせ致します。  
          議員 吉岡 正明 氏  【東京電力㈱沼田営業センター】 

旧） 荒川 宏則 氏 
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 群馬県総合表彰受賞祝賀会開催される 

  ６月号にてお知らせ致しましたが、全副会頭  松井  信一氏  
 の群馬県総合表彰受賞祝賀会が７月２日（水）ホテルヴィラ  
 ヴィータにおいて行われました。  
  誠におめでとうございます。 
         今後のご活躍をお祈り申し上げます。  

 

 
 

８月２４日（日） 
雨天決行 

「人と森林の共生」を目指す「２１世紀の森」で今年も野外音楽祭を開催します。
地元利根沼田地域の物産販売や、昼食等の販売も行われますのでご家族・お友達な
どお誘い合わせの上、足を運んでみては如何でしょうか！ 

【開演】１１：００（１０：００開場／終演１６：００）雨天決行 
【開場】群馬県立森林公園「２１世紀の森」（沼田市・川場村） 
【時間】第１部１１：００  

○須藤恵、大小原ユウキ、山埼ジュリ、ＹＵＫＡ 
リラックスタイム 
「ものまねバトル」にしおかすみっこ、まっちゃま、まねだ聖子 

    第２部１４：００  
○宇崎竜童、カノン、由紀さおり・安田祥子 

【チケット】前売券 ３，０００円（税込） 
      当日券 ３，５００円（税込）※中学生以下は無料 
 

チケットの販売はＦＭ OZE・沼田ふるさと館 
（グリーンベル２１・５階）他 

【お問い合せ】野外音楽祭実行委員事務局（ＦＭ ＯＺＥ） 
             ＴＥＬ ２２－１６００ まで 

【松井信一、共子ご夫妻】 
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オープニング 

セレモニー 

13:10-13:30  市役所広場 

             沼小マーチングバンド「フレッシュウィンズ」 

オープニング 

パレード 

13:30-14:30  市役所～倉内通り～キネマ通り～本町通り～材木町通り～倉内通り～市役所 

須賀神社みこし  8:30-11:30  氏子町内渡御（お旅所：下之町 湊屋銃砲店東側） 

榛名神社みこし  8:00-15:00  車両にて氏子町内渡御 

15:30-18:00  柳町会館～倉内通り～回生堂医院前交差点（16:00榛名神社氏子５町山車による奉迎）

～キネマ通り～本町通り～中央線沼高前通り ～東原新町茂木カメラ店前折返し～材

木町通り～倉内通り～お仮屋（東倉内町市役所公用車駐車場） 

各町子供みこし 13:30-22:00  自主渡御 

各町まんど 13:30-22:00  自主運行 

   14:00- 須賀神社氏子５町山車 巡行安全祈願祭（下之町お旅所前） 

   16:00- 榛名神社氏子５町山車 御輿巡幸縣社会奉迎（回生堂医院前交差点） 

各町まんど共演 19:15-19:30 市役所広場（勢揃い） 

まんど行列 

 

     

19:30-    市役所広場出発 

             ◆Ａグループ：市役所～倉内通り～材木町通り～材木町ホテルベラヴィータ前交差点

付近解散 

        ◎高橋場町、材木町、西原新町、東倉内町、上之町 

       ◆Ｂグループ：市役所～倉内通り～キネマ通り～本町通り～中の会駐車場付近解散 

               ◎下之町、鍛冶町、坊新田町、中町、西倉内町 

大天狗祈願祭 17:30-18:00  市役所広場 

天狗みこし 18:30-21:30  市役所～倉内通り～キネマ通り～本町通り～中央線沼高前通り～東原新町茂木カメ

ラ店前折返し～中央線沼高前通り～材木町通り～倉内通り～市役所 

町みこし 

 

自主渡御 

18:00-22:00  出世みこし、貳石會みこし、凰燕會みこし、不雲睦会みこし 

19:00-22:00  柳町みこし 

千人おどり 19:15-20:15  下之町イシザワ前交差点～本町通り～中央線沼高前通り～沼田高校前 
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３日（日） 

４日（月） 
各町子供みこし 13:30-22:00  自主渡御 

子供みこし行列 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:00-16:00  ◆東ブロック：利根信本店前～中央線沼高前通り～材木町通り～倉内通り～市役所 
        ◎柳町(2)、東原新町、高橋場町、上原町(2)、西原新町、桜町、         

東倉内町                    ・・・・・・・・・・９基 
       ◆西ブロック：下之町笹屋ホテル前～本町通り～材木町通り～倉             

内通り～市役所 
        ◎硯田町、薄根町、材木町、戸鹿野町、榛名町、清水町 
                        ・・・・・・・・・・６基 
       ※材木町通りで合流・休憩後、東ブロックが先行して、倉内通り～市役所広場 

（到着15:45、解散16:00） 
各町まんど 
 
 

13:30-22:00  自主運行 
   18:40- 須賀神社氏子５町山車 籤取り式  （上之町交差点） 
   19:10-      〃      籤改め    （中町高札前） 
   19:40-      〃      天王石参り（下之町天王石） 

14:30-15:30  下之町イシザワ前及び御馬出し通り（10町10台）集合出発 
（行列)    下之町イシザワ前交差点～本町通り～上之町天狗プラザ    

沼田祇園囃子競演会 
 (まんど行列) 
 
 
 

14:30-     審 査：中町 中の会駐車場前 
15:30-       表彰式：上之町 天狗プラザ 
        競演会表彰式終了後、榛名神社みこしお仮屋（東倉内町）前にて縣社会合同奉納

（榛名神社氏子５町） 
町みこし 
 
 
 

自主渡御 
17:00-22:00 大聖みこし、高橋場町みこし 
17:30-22:00 東原は組みこし、薄根町みこし、下川田町みこし 
18:00-21:30 恩田町みこし 
18:00-22:00  出世みこし、沼田姫纏、貳石會みこし、凰燕會みこし、不雲睦会みこし 
18:30-22:00  上原町みこし、東倉内町みこし 
19:00-22:00  柳町みこし、桜町みこし、馬喰町みこし 

町みこし共演 市役所広場 
19:45-20:00  柳町、東原は組、桜町、高橋場町        ・・・・・・・・４基 
20:05-20:20  大聖、上原町、恩田町、東倉内町、馬喰町・・・・・・・・５基 
20:25-20:45  薄根町、凰燕會、不雲睦会、下川田町  ・・・・・・・・４基 
20:50-21:10  出世、沼田姫纏、貳石會         ・・・・・・・・３基 

薄根ふるさと太鼓 17:00-17:40  市役所広場 
18:45-19:30   〃 

沼田バカ面踊り 13:30-22:00 歩行者天国内 

沼田だんべえ踊り 17:45-18:40 市役所広場 
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－会社設立についてお聞かせ下さい。 
商売を始めたのは明治時代からで、最初は傘
や提灯に字を書いて生活していたのが始まりで
す。それから、節句人形は子供向けなので、段々
とおもちゃも置くようになり、それから現在ま
で３０年ぐらいおもちゃ屋を主にやっていま
す。この建物は、おもちゃ屋を始めるちょっと
前からなので、築４０年になります。 
－提灯を扱うお店は少ないですか。 
 提灯を扱っているお店はずいぶん少なくなっ
てしまいました。やまきやさんと当社くらいで
す。渋川も少なくなってしまったので、中之条か
ら注文がくることも増えてきています。最近は、
提灯に絵を入れて下さいという注文もありまし
た。いろんな面で変わってきている様です。 
－今、心掛けている事はなんですか。 
 子供が気軽に遊びに来られるようにしていま
す。沼田は、児童館とかが無いので子供達が安
心して行けるところが少ない様な気がします。
友達の家に行くとか、公園に行くとか、それと
同じような、そういう場所になってくれたら嬉
しいなと思います。当店はお金を持ってこなく
ても、無料でテレビゲームができるし、カード
があれば、ずっとカードゲームができるし、こ
こに来ればみんなが集まっているし、という“安
心感”と“楽しめる”という場所になるように
心掛けています。 
－閉店時間を土曜日だけ夜１０時までにしたの
は、何故ですか。 
 よく来てくれるのは、もちろん子供達が多い
ですが、最近店内にカードゲームができる場所
を設けました。そうしたら、カードゲームをす
る、高校生が学校帰りに寄ってくれるようにな
りました。それに、２０代～３０代の大人の方
もカードゲームをやりに来てくれるようになり
ました。仕事が終わってからとか、同じ趣味の
人が集まるから同じ場所でずっと何時間もやり
たいという要望もあって大人の為に土曜日だけ
夜１０時まで営業することにしました。 
 

【２階の提灯コーナーは落ち
着いた雰囲気】 

【社長の片山晃一さん 
２階で提灯作り】 

 おもちゃの 

【子供から大人までがカードゲーム

を楽しんでいます】 

  
 

カタヤマ ㈲片山商店 
今回は、上之町の「カタヤマ」さんを訪問。 
社長の片山 晃一さんと娘さんの美智子さんか 
らお話しを伺いました。 
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【会社概要】  
 
事業所名 ㈲片山商店（カタヤマ）      
代 表 者  片山 晃一 
住  所 上之町 843  
T E L ２４－８８３３  
営業時間 日～金 10:00～19:00 

土だけ 10:00～22:00 
休 日 水曜日  

－お店でイベントは良くやっているのですか？ 
  いろいろなイベントを常に考えています。大
人が何かを開催してあげると子供は自分達で
はやりたくても出来ない事だからすごく楽し
んでくれます。大変ですが、子供達にそういう
機会を増やしてあげたいと思っています。  
 
○夏休みのイベント 
沼田まつり３日間は店頭にて、お得なおもちゃ
くじをやります。 
１回３００円 例え、はずれても３００円以下
のものは無いので損はしません。 
○夏休み対戦キャンペーン 
ポケモンのカードゲームを夏休みにお店で対
戦すると、ポイントが貯まってレアカードがも
らえます。 
○８／１２ １４：００～ 
 Ｗｉｉのゲーム スマブラ大会  
○８／２１ １４：００～ 
 女の子向けのアクアビーズアート体験会 
 
※大会・体験会はすべて無料、土、日は何か必ず
大会をやっているので、お出掛けください。               

 
取材を終えて・・・ 
 大型店にはできないサービスで生き残りを計
り、少子化にも子供達のコミュニティを作り、安
心・安全なお店をめざし対応しているお店でし
た。親子のステキな笑顔が印象にのこり、おもち
ゃ屋さんとして次世代までつづけてほしいと思
いました。 〈聞き手 広報委員 矢島委員長〉 
 

【娘の美智子さん 
１階のおもちゃ屋を担当】 

 

カタヤマ  

上之町 １２０号線 

サッシ・ガラス・建材 販売施工 

株式会社 
本社・展示場 群馬県沼田市東原新町 1543－4 

〒 378-0053 TEL 

          FAX 

事務所・工場 群馬県沼田市沼須町 216－2 

〒 378-0012 TEL ０２７８（２３）３５２１(代) 
          FAX ０２７８（２３）３６３９ 

０２７８（２３）７０１８ 

家電販売・電気工事 

㈲ 市 原 電 機 
〒378-0011沼田市上沼須町６７８－３ 

TEL ０２７８－２２－４２９１ 
FAX ０２７８－２２－６８０５ 
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地域安全･交通安全 

パレード 

13:40-14:00 出発式 

14:00-15:00  市役所～倉内通り～キネマ通り～本町通り～材木町通り～倉内通り～市役所 

各町子供みこし 13:30-22:00  自主渡御 

各町まんど 13:30-22:00  自主運行 

  （19:45‐20:30 三カ町お囃子対決（須賀神社参道入口交差点））  

天狗みこし 18:30-21:30  市役所～倉内通り～キネマ通り～本町通り～中央線沼高前通り～東原新町茂木カメラ店前折返し～中

央線沼高前通り～材木町通り～倉内通り～市役所                

須賀神社みこし 17:00-22:00  下之町（お旅所）～本町通り～坊新田通り～愛宕神社前折返し～本町通り～中央線沼高前通り～東原新町

茂木カメラ店前折返し～本町通り～下之町グリーンベル21前折返し～御馬出し通り～市役所（20:00榛名

神社みこしと共演）～倉内通り～材木町通り～本町通り～下之町折返し～須賀神社 

榛名神社みこし 17:00-22:00  東倉内町（お仮屋）～倉内通り～キネマ通り～本町通り～中央線沼高前通り～東原新町茂木カメラ店前折

返し～材木町通り～倉内通り～市役所（20:00須賀神社みこしと共演）～倉内通り～榛名神社 

須賀・榛名神社 

みこしと祭ばや 

し共演 

20:00-20:15  市役所広場 

       （榛名神社氏子５町山車）  

須賀神社みこし 

と祭ばやし共演 

22:00-23:00  須賀神社境内 

             （須賀神社氏子５町山車） 
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５日（火） 

※各行事・経路については予定です。変更される場合があります。 

行  事  名 期日（8月） 時 間 会  場 

準市民交流会 ４日 17:00～19:00 ホテルベラヴィータ・２階 

下田市 姉妹都市交歓絵画展 １日～７日  8:30～17:00 中央公民館 

沼田ふるさと館まつり ３日～５日 10:00～19:00 グリーンベル２１・５階 

坊新田町ふるさと祭り ４日 18:30～21:00 坊新田通り 

第５０回記念 利根沼田書道展 ３日～５日  9:00～18:00 沼小屋内運動場 

 月  日 内  容 時  間 

８月１７日（日） 群馬テレビ放映 ２０：００～２１：００ 

  ２８日（木）      〃       （再） １４：００～１５：００ 

８月３日・４日・  
５日 

ＦＭ ＯＺＥ公開生放送 
（ミニコンサートもあります） 
 上之町天狗プラザ 

１６：００～２１：００ 

          

 

協賛行事と放送予定 

（社）沼田青年会議所（理事長 小池岳仁）では特別委員会（委員長 小野里雅広）を
設置し、広く一般より協賛金を募り、老朽化の進んだ諸願成就大天狗面（昭和５８年
製作）の補修を行い、今年度のまつりより新装大天狗面が登場致します。 
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尾瀬自然観察調査会を実施 
  
 
 
 
７月１９日（土）は夏休みと３連休が重なり、多くの入山者で賑わった 
尾瀬に当所諸業部会（部会長 舩越和夫）主管で、「尾瀬自然観察会」を 
開催（３２名参加） 
  当日は早朝の５時３０分に沼田を出発し、７時に鳩待峠を尾瀬湿原に向 
け出発、８時３０分より、尾瀬鼻の山ビジターセンター（尾瀬保護財団） 
尾瀬の歴史・自然・動植物などスライドで研修を行い、その後植物研究見 
本園で研修を行い、後尾瀬ヶ原で尾瀬の自然を満喫してきました。特に日 
光キスゲが湿原狭しと咲き誇っておりました。 
  尾瀬の自然も時代の流れの中で動いている部分もありましたが、今後も 
残していきたい自然環境と心新たにし、環境や自然について再認識してい 
く良い機会となりました。 
  前夜は大雨で湿原にもその痕跡がありましたが、当日は晴れわたり暑い 
一日でしたがそよ吹く風の気持ちよさは格別でした。 

 

 
 
 
 
 

 

平成２０年度温暖化対策「１村１品知恵の環づくり」事業 
ＣＯ２ＣＯ２（コツコツ）減らして 広げよう循環型社会！ 

 
事業の趣旨  今、私たちの生活しているこの地球は温暖化に向かって突き進んでいます。自然破壊、

異常気象など温暖化によっておこるといわれている問題は私たちの身近にせまってきてお
り、いまや温暖化対策は人類の大きな課題となっています。 

       そこで、平成２０年度環境省の温暖化対策「１村１品知恵の環づくり」事業を受け、こ
の度以下のとおり個人、企業、団体、地域、自治体等で行っている温暖化対策を公募しま
す。審査により決定された群馬県代表は、２月東京で行われる全国大会へ出場していただ
きます。 

 
公募内容  個人、企業、団体、地域、自治体等で行っている地球温暖化対策で地域への広がりのある

取組。（ＣＯ２の排出削減効果のあるもの） 
 
公募期間  平成２０年６月２５日～９月２０日（消印有効） 
 
対  象  個人、企業、団体、地域、自治体等 
 
応募書類の送付・お問い合わせ先 
 
      群馬県地球温暖化防止活動推進センター（ＮＰＯ法人地球温暖化防止ぐんま県民会議） 
      
〒３７１－００１６ 
      群馬県前橋市城東町２丁目３番８号 TEL/FAX０２７－２３７－１１０３ 
        E-mail  ccca-gunma@dan.wind.ne.jp 

        

 
 
 
期日 ９月６日（土）・７日（日）  
時間 ＡＭ９時～ＰＭ７時（７日はＰＭ５時まで）  
 

特設 沼田市下之町１００８  
会場 ＴＥＬ２２－３１１２ ＦＡＸ２４－８３６９ 会場  菊屋紙店

 

書 道 用 品 展 示 即 売 会 
４０％～２０％ＯＦＦ 

 
 
   

代表取締役 桑原  滋 
 
材 木 町 本 店 沼田市材木町 212 TEL22-2010 FAX23-0210 
月 夜 野 ベ イ シ ア 店 みなかみ町下牧 482ベイシア月夜野店内 TEL62-2333 
不二家月夜野ベイシア店 みなかみ町下牧 482ベイシア月夜野店内 TEL62-2088 
不二家富岡ベイシア店 富岡市黒川中才650ベイシア富岡店内 TEL0274-64- 4776  

ＣＯ２で削減「１村１品」プロジェクト 


