
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 
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「商工ぬまた」は当所のホームページにて公開中です。カラー画像となっていますので是非ご覧下さい。 

     

 

・沼田花火大会イベント情報・・・・・・・・・・・ ２ 
・沼田花火大会駐車場情報・・・・・・・・・・・・ ３ 
・オータムフェスタ VOI．５開催！・・・・・・・・ ４ 
・ぬまた市産業展示即売会に出展しませんか 
・沼田ゑびす講開催・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 
・真田の里ふるさと市開催 
・商工ぬまたにチラシを折込しませんか 
 
 

・おかえりナイトバザール開催される・・・・・・・５ 
・当所役員・議員の改選について ・・・・・・・・ ６ 
・平成 28年後期技能検定について 
・検定試験のお知らせ 
・西北毛４商工会議所情報交流コーナー・・・・・・７ 
・会員リレー「やまびこ運送（有）」 
・事務局日誌・商工春秋            等々 

 
等々 

 
 

今月号の主な内容 

 

開 催 日 平成２８年９月１０日（土）沼田市運動公園（沼田市硯田町） 

イベント 午後２時～ ／ 打ち上げ時間 午後７時～ 

 

NHK 大河ドラマ「真田丸」の物語を花火で表現！乞うご期待！ 

第３６回 

稲（小松姫）による有名な逸話が登場！ 

「大 伏 の 別 れ」 

＜観覧入場券＞「当所会員特別入場券」事務局にあります。 

お問合せ ☎０２７８－２３－１１３７ 

利根沼田文化会館の大画面で「真田丸」を観ませんか？ 

《スペシャルゲスト来場》 
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事務局日誌 
【７／２０～８／２３】 
▼７月 

２０日・当所広報委員会 

   ・利根沼田暴力追放推進協議会 

理事会・総会 

   ・日商・夏季政策懇談会 

   ・ぐんま警察官友の会 

平成２８年度総会 

   ・第２回活力あるまちづくり委員会 

２１日・第 12 回国際経済・第 25 回中 

小企業・第 26 回地域活性化・ 

第 17 回エネルギー環境・第 29 

回運営合同委員会 

２２日・会頭会議 

   ・東和銀行との懇談会 

   ・沼田市準市民交流会実行委員会 

第 3 回会議 

   ・当所青年部親睦交流委員会 

２３日・関青連スクラム推進委員会 

２４日・環境社会（eco）検定試験 

２５日・マル経審査会 

   ・第３回沼田まつり実行委員会 

２６日・第２回沼田市総合計画審議会 

２７日・前橋女性会主催沼田方面視察会 

   ・私的財産権制度説明会 

   ・沼田まつり事務局会議 

   ・天狗みこし合同決起会 

２８日・沼田花火大会会場班会議 

・アクサベストウィズクラブ 

群馬県視察 

２９日・沼田市農産物ブランド化及び 

６次産業化推進協議会 

                                     

〔会員数８月末：１１６０会員〕 

 商工春秋 真田丸展入場者数が８万人にならんとしている。沼田の街中にこれだけの来訪者があるのは前代
未聞であろう。ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」の放送が予想以上に沼田を取り上げていること、又それをサポート
するようにＮＨＫでは「ブラタモリ沼田編」「鶴瓶の家族に乾杯」で沼田を紹介し、民放でも「２時間散歩道」で
紹介するなどマスコミにいる所の効果がでてきている。商店街連合会ではこの機会を活かすべくプロジェクトチ
ームを立ち上げ、観光客を引きつける企画を検討している。 
「真田丸」の次の活躍場所は花火大会である。毎日新聞の「愛好家お勧め花火大会全国２０カ所」で沼田花火

大会が紹介されている。「花火と音楽の連動を先駆的に始めた丸玉屋の大規模な花火ショーが堪能できる穴場の
大会。どんな演出が飛び出すか注目。」とある。大会のメインテーマは「真田丸―天空の城下町」のようである。
乞うご期待を。（油） 

◇代 表 者 名  小林 始 
◇住   所  石墨町２１１０－４ 
◇T E L  ２３－７２６４ 
◇F A X  ２３－７２４８ 
◇業   種  一般・産業廃棄物収集運搬業 
   
 当所は平成元年より原木運搬業を営み現在関東を中心に産業廃棄物収集運搬業許可を取得し木くず（枝葉・根・草
等）を特殊クレーンより収集し運搬もしております。業務拡大につき運転手さん募集しています。 

《紹介者 （株）リ・フォレストさん》 

 

やまびこ運送（有） 

▼８月 

 １日・沼田まつり「神社みこし奉仕団」 

結団式 

 ２日・県連・政策決定会議・会頭会議 

 ３日・沼田まつり祇園祭（～３日） 

   ・下田市姉妹都市提携 50 周年 

記念事業・歓迎交流会 

 ４日・下田市姉妹都市提携 50 周年 

記念事業・記念植樹式 

 ９日・国交省花火大会交通警備説明会 

   ・交通警備打合せ・駐車場班会議 

１０日・玉原道路建設促進期成理事会 

   ・第３回沼田市総合計画審議会 

   ・沼田市交流移住促進協議会 

第２回全体会議 

   ・当所青年部本部会・役員会  

１１日・県知事沼田視察 

１２日・おかえりナイトバザール 

出店者説明会 

   ・第４回沼田花火大会正副委員長 

班長会議 

１４日・おかえりナイトバザール 

１６日・花火大会・ＮＴＴとの打合せ 

１７日・当所青年部まつり委員会 

１８日・沼田市秋の大感謝祭オータム 

フェスタ vol.5 第２回運営会議 

１９日・第４回沼田市総合計画審議会 

    ・当所女性会会員懇談会 
    ・花火大会飲食物産ブース出店者 

説明会 
２０日・ｻﾗﾀﾞﾊﾟｰｸぬまた指定管理者 

５周年記念 
    廣習作品寄贈式 
２１日・星野寛群馬県議会議長就任祝賀会 
２２日・正副会頭会議 
   ・関東ブロック準備委員会キャラバン 
    計画部会会議 
                                           

金融無料相談  
＜会場：沼田商工会館＞ 

［日本政策金融公庫］ 

９/２０(火)・１０/１８(火) 

時 間：午後１：００～午後３：００ 

※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・第２、４火曜日） 
受付予約電話番号 

☎０２７－２３４－９３２１ 

２３日・沼田まつり町みこし部会 
   ・沼田花火大会会場班会議 
    

 
               

会員へお誘いください 

現在当所では会員加入促進キャンペーン
を行っています。会員皆様の身近なお知り
合いで、最近事業を始めた方や、市内に移
転してきた方、事業を営んでいる方で非会
員の方がいらっしゃいましたら是非ご紹
介下さい。 

会員メリットの一例 

●融資相談などの経営相談 

●税務申告相談●労働保険の事務委託 

●割安な各種共済制度の加入など 

■会費年間 個人 6 千円以上  

      法人 9 千円以上 

(労働保険事務委託の場合は最低会費が 

変わります) 

連絡先 23-1137 まで 
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午後２時～ 物産飲食ブース 

       （サブグラウンド） 

 

地域の物産や特産物、飲食店が多
数出店。美味しい料理や商品をお楽
しみください。 

午後２時５分～ 地域交流イベント 
       （イベントステージ） 

 各団体のステージ発表を行います。
ダンスや太鼓演奏等盛りだくさんな
内容となっています。 

午後２時３０分～丸太切り体験「キコリンピック」 
 （イベントステージ） 

丸太切りを体験してみよう！ 
ゆるキャラ「小松姫」の焼き印を入れ
られます。 
 

戦隊ヒーローショー 
（野球グラウンド） 

第１回 午後２時３０分～ 
第２回 午後５時～    
 
子供達に大人気の、あのヒーロー
がやってくる！ 

午後３時～ ジャンボ上毛かるた大会 
  （野球グラウンド） 

群馬県民お馴染みの「上毛かるた」
のビックサイズ版です。奮ってご参
加ください。 

 大空に咲く大輪の花火を有料観覧席で観賞しません
か？沼田花火大会では大会当日（９月１０日）に有料観覧
席を販売致します。夏の最高の思い出に、特別な席で楽し
いひとときをお過ごしください。 
 
・販売開始午後２時より 会場販売特設コーナーにて。 
・いす席（１名定員）￥3，000（税込） 
 【★駐車場なし】 
 
※数に限りがありますので、ご購入でき 
 ない場合があります。 

＜参加方法＞ 

午後２時３０分より、野球グラウンドにて 

受付開始致します。小学校３年生以上が対象

となります。受付終了後、午後３時より競技

開始。 
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西北毛４商工会議所が広域連携し、会員の皆様に観光イベント・研修会などの情報をお知らせ致します。 

 「チャレンジ・ザ・ドリーム～群馬の明日をひらく～」 

詳しくは http://gunma-cgc.or.jp/ まで 

創業・経営・再生「三つの支援」で企業の明日を積極サポート！ 

群馬県信用保証協会 

営業時間にご利用いただける窓口相談とご連絡いただければ当

協会担当職員が伺わせていただく出前金融・経営相談を無料で行

っています。是非ご活用ください。 

 【本店】 前橋市大手町３－３－１ 
℡０２７－２３１－８８１６  

ＦＭぐんまと創業応援番組を共同制作しております。 
放送は毎月第１木曜日 12:00～12:55（再放送は２日後の土曜日 8:00～8:55）
です。是非お聞きください。 

 相撲の元祖といわれる「野見宿禰
のみのすくね

」を祀る土師神社。秋祭りでは獅子舞・花馬・

流鏑馬が行われ、伝統行事を見ようと多くの人で賑わいます。流鏑馬では、武者姿

の射手が掛け声とともに的を射抜く姿は見るものを圧巻します。是非、お出かけく

ださい。（１０／２３（日）１２：３０～） 

 

問い合わせ先 本郷根岸花馬保存会 0274-23-3124 

 

そばの開花となる９月下旬から１０月上旬には、榛名山の麓から赤城山を望む行幸田(みゆきだ)の高台にそば
の花が広がります。その景観を眺めながら地場産のそばをお楽しみ頂ける「みゆきだそば祭り」が開催しま
す。そば祭りでは、手打ちそばの無料試食（1000 名様分）、生そば・そば粉などの販売や地場産野菜の直売
も行います。是非、この機会にそばの花をご覧に、そして手打ちそばをお召し上がりに「みゆきだそば祭り」
へお越しください。 
 

 期 日  平成２８年９月２５日（日）午前１０時４０分開始予定 

（手打ちそばの無料試食：午前１１時から予定） 

会 場  渋川市行幸田地区 南原そば畑（群馬県渋川市行幸田 1503番地） 

問い合せ先   渋川市役所農林課  電話０２７９－２２－２１１１ 

      JA北群渋川豊秋支所 電話０２７９－２３－２１５１ 

 

隔年で開催している富岡どんとまつりは、市内最大規模の祭りで、市街
地の夜を彩る祭りちょうちん、次から次ぎへと連なる勇壮で華やかな 21台
の山車、そして活気あふれるお囃子と約 2,000 人の踊り連の大競演や子
供みこしの渡御などが行われます。 富岡のまち全体が躍動するお祭りで
す。 是非お越しください。 

 ※お問い合わせ 富岡どんとまつり実行委員会事務局(富岡市観光協会) 

ＴＥＬ：０２７４－６２－６００１  

交通：上信電鉄上州富岡駅より徒歩 5分、富岡インターより 10分 
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NO. 場     所 
収容 
台数 

徒歩 
時間 

NO. 場     所 
収容 
台数 

徒歩 
時間 

B1 土木事務所管理河川敷駐車場 205 １０ G1 宇敷木材工業(株)清水町工場 150 ２２ 

B2 恩田バス停東側空き地 60 １７ G2 旧沼田保健所駐車場 100 ２３ 

C1 (有)三東メモリアルホールセリオ 270 １７ G3 沼田西中学校 70 ２５ 

C2 ゆに～く北側空き地 129 １３ G4 鈴木商店所有地 60 ２４ 

C3 利根川河川敷【夢の島】 463 １６ G5 利根沼田振興局駐車場 180 ２５ 

C4 土地改良事業団体連合会 60 １７ H1 奥利根水質浄化センター 170 ２１ 

C5 沼田製材協同組合 50 １４ H2 奥利根水質浄化センター東河川敷駐車場 50 ２２ 

D1 ヤマザキ産業(株) 43 ８ H3 (株)サンポウ資材置き場 30 １９ 

D2 薄根橋前駐車場 50 １１ H4 三国コカ・コーラボトリング(株)沼田支店 90 ２６ 

E1 利根郡信用金庫西支店 30 １４ H5 スポーツパーク川田 401 ２８ 

E2 沼田労働基準監督署 30 １７ I1 成孝院 40 １４ 

E3 公共職業安定所（ハローワーク） 35 １９ I2 勤労青少年ホーム駐車場 60 １７ 

E4 谷川ドライビングスクール（ＰＭ6:00 より開場） 646 １７ I3 ＪＡ薄根 60 ２４ 

F1 スーパーニチエィ跡地 200 １６ J1 高山運輸第二事務所 40 ２４ 

F2 利根沼田振興局薄根町駐車場 80 １５ J2 三栄実業(株)社員駐車場 80 ２０ 

F3 下町児童公園グランド内 170 １７ J3 月夜野ターミナル 120 ２６ 

F4 旧群馬タムラ製作所 50 １７ J4 パチンコ有楽駐車場 150 ２４ 

F5 旧ＪＡ利根沼田葬祭生活センター 60 １８ ３８    

F6 田代木材向かい空き地 60 １７ ３９     

 

〇交通規制のご案内〇 
 沼田花火大会当日は、以下の通り車両の通行を規制致します。

臨時駐車場に隣接する地域では混雑が予想されます。大変ご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。 

 
〇交通規制区域〇 

沼田バイパス国道 17 号 
      新薄根橋交差点 

（ミニストップ沼田バイパス店） 

～  
恩田西交差点（高山運輸倉庫） 

 
〇交通規制時間〇 

１８：００～２１：００ 
までの間、交通規制が行われます。 

※旧国道 17 号と国道 17 号の車両進入に制限があります。ご

迷惑をおかけしますが、現場警備係員の指示に従って下さい。 

※国道２９１号線（旧 17 号）は迂回路に利用されるため大変

混雑が予想されます。 

  

  ★お車でお出掛けの方へ 
 会場付近が一部交通規制となりますのでお早めにお越しくだ
さい。駐車禁止区域では緊急車両の妨げとなりますので駐車はご
遠慮下さい。 
★立入り禁止区域は危険ですので絶対に入らないでください！ 

 身の危険だけでなく、花火の打上が滞る事もございますので絶
にお守りください。 
★運動場フィールド内他イベント会場となる場合がございます

ので、事前(当日も含む)の場所取りはご遠慮下さい。 
★清掃ボランティア大募集 

 ９月１１日(日)午前７時より会場の全面清掃を実施します。 
是非ご協力下さい。(集合場所／沼田市運動公園) 
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フランスベット販売／介護用品の販売・レンタル 

クリーンサービス：草むしり・掃除・生前整理 等 

 

 

 

〒 378-0054 沼田市西原新町 1372-5 

℡ 0278-24-3166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｚ 

  

 

 

  

■出願期間等 10月 3日(月)～14日(金)に職業能力開発協会にて受付 

■試験会場・受検資格・受検手数料 受検する級や職種によって異なります。 

■出願用紙配布・問い合わせ先 職業能力開発協会（伊勢崎市宮子町 ☎0270-23-7761）、 

県庁産業人材育成課（☎027-226-3414） 

■技能検定合格のメリット 

 技能士であることが高い技術力を持つ証明となり、顧客から信頼を得られることが期待されます。 

 

第１４４回 簿記検定試験 

施工期日 平成２８年１１月２０日（日） 
受付期間 平成２８年 ９月１２日（月）～ 

平成２８年１０月２１日（金） 

 

 
第４０回 ビジネス実務法務検定試験 

施工期日 平成２８年１２月１１日（日） 
受付期間 個人 平成２８年 ９月２７日（月）～ 

平成２８年１０月２８日（金） 
団体  平成２８年 ９月２７日（火）～ 
   平成２８年１０月２６日（水） 

 

 

第３７回 福祉住環境コーディネーター検定試験 

施工期日 平成２８年１１月２７日（日） 
受付期間 個人 平成２８年 ９月１３日（火）～ 

平成２８年１０月１４日（金） 
団体  平成２８年 ９月１３日（火）～ 
   平成２８年１０月１２日（水） 

 

 各種検定のお問い合わせは・・・ 

沼田商工会議所 ☎２３－１１３７まで 

９月～１１月施工の検定です。チャレンジしてみませんか？ 

 当商工会議所役員並びに議員は、平成 28

年 10 月 31 日をもって任期が満了となり、改
選となりますが、議員選挙日程について別記
のとおり総会にて決定しておりますのでお
知らせします。 

 商工会議所の議員は、会員企業と特定商工
業者の代表であり、最高の意思決定機関であ
る議員総会に参画するとともに、各事業の推
進役となって地域における商工業の振興と
地域社会発展にご尽力を頂く重要な役割を
担っております。 

 なお、会員の皆様がそれぞれの業態によっ
て所属する部会の会議につきましては、改め
てご案内させて頂きますので、大勢の会員皆
様のご出席をお待ち申し上げます。 

 

株式会社リンサン介護福祉サービス 

総合建設業 

萬屋建設株式会社 

本社 群馬県沼田市上原町１７５６-２ 

     電話（０２７８）２３-４６４８（代表） 
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 沼田市の特産品を一堂に集めて市民の方々や県内外
の方々に沼田市を知って頂くため開催します。 
是非、お越しください。 

お問い合わせ先 

沼田市商工振興係 

☎２３－２１１１ 

 当所木工業部会（宇敷正部会長）と工業部会（永井寛之部会長）は昨年に引き続き「ぬまた市産業展示即売会」
の沼田商工会議所コーナーを出店する事を決定しました。１社１技術を有する企業の他に、ユニークな素材や技術
を誇る事業所が対象です。自薦他薦は問いませんので、参加を希望する事業所は事務局までご連絡ください。たく
さんの来場者が見込まれるイベントですので、御社の商品・技術を広く紹介する機会としてご活用ください。 

出店参加料  無料（当所会員事業所に限り参加できます。） 
注意・その他 準備では事前に展示品をお預かりさせて頂きます。   
       また、展示品や資料に関してサイズの大きい製品や貴重品 
       の場合、責任を負えませんのでお断りする場合があります。 
       ご了承ください。 

お申し込み・お問い合わせ先 沼田商工会議所 ☎２３－１１３７ 

 

 

★焼まんじゅうサミット（８日のみ） 
 県内有名店が多数出展。 
巨大六文銭焼まんじゅうの切り分けプレゼント！ 
 
☆巨大こんにゃく切り分けプレゼント（９日のみ） 
 

沼田小学校臨時駐車場・沼田公園野球グラウンド 

 
※台数に限りがございますので、乗り合わせのご
協力をお願い致します。 

 「商工ぬまた」に広告欄をご利用下さい！ 

一枠：４㎝×８㎝ 料金：10,000円（税込） 

★掲載希望、ご相談は沼田商工会議所へご連絡下さい！    

沼田商工会議所☎２３－１１３７ 
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 「真田ふるさと市」を開催致します。地元特産品を中
心とした露店販売をはじめ、多数のイベントも計画中で
す。皆様、お誘い合わせの上ぜひご来場ください。 

開 催 日 ９月１８日（日）１０時～１６時 

開催場所 中町「六斎広場」 

＜実施予定イベント＞ 

・各種露店販売 

・福引き大会 

・カラオケ発表会 

・朝取り野菜の即売会 
小松姫 

御社のチラシを「商工ぬまた」に同封し、全会員事
業所の皆様へ情報発信できるサービスです。（有
料）料金は下記の通りになります。ぜひご利用くだ
さい。 
 
【料  金】会 員：１部１０円（チラシ持込み） 
      非会員：１部４０円（   〃   ） 
【配布件数】およそ１２００部。 
     ＋関係機関折込希望の場合１２５０部。 
 
その他、当所にて印刷も承っております。（白黒の
み）ぜひご相談ください。内容によって折込不可の
ものもありますのでご了承ください。 
 
      沼田商工会議所 ☎２３－１１３７ 

 今年も毎年恒例の沼田ゑびす講を開催致します。商店街では様々なイベントを開催して皆様のお越
しをお待ちしております。ご家族・ご友人をお誘い合わせの上、是非おこしください。 

と  き 平成２８年 11月 12日（土）～13日（日）予定 

露店出店 午前１０時～午後５時３０分まで 予定 

交通規制 午前１０時～午後６時まで 予定 

と こ ろ 本町通り（歩行者天国） 

問 合 せ 沼田商工会議所 ☎２３－１１３７ 

出店者募集 

（当所会員様対象） 

ゑびす講の露店出店を募集しています。 

出店を希望される方は、沼田商工会議所までお

問い合わせください。 

お盆に合わせた「第 2 回おかえりナイトバザール」が、上

之町の旧丸三証券跡地広場にて開催されました。飲食物・

物産品の販売や日本酒の試飲など合わせて 9 店の出店をい

ただきました。またミニ消防車や手持ち花火の開催により、

お盆で帰省された方や旅行で立ち寄られた方にも楽しんで

頂けたようです。 

【← 当日の様子】 

 

角 屋 工 業 株 式 会 社 

本 社 ： 栄町５９－４  （２３）５３２１ 
 
ﾎﾋﾞｰｽﾀｲﾙ沼田工房：ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾎﾃﾙ 1F（60）1561 

www.hobbystyle-kadoya.jp/ 

 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟ 
か な い や 

 

太平洋セメント株式会社代理店 

鋼材･セメント･水道資材･カラートタン板・機械工具 

株式 
会社 

代表取締役社長 金 井 俊 介 

沼 田 市 中 町  TEL （０２７８） ２２－３０７６ 

建材部 沼田市上原町  TEL（０２７８） 23-4331～9 

            FAX （０２７８） ２４－１７１１ 

株式 
会社 


