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・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 
・ぬまた市産業展示即売会・・・・・・・・・・・・ 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 
・同時開催「第２回上州沼田真田まつり」開催 
・武者行列参加者募集／城主の嫁取り主役募集 
・セミナーのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・６ 
 

・生方記念文庫企画展「浮世絵の中の役者達」 
・検定試験のお知らせ 
・奥利根水質浄化センター施設見学会のお知らせ 
・上州真田武将隊が街なか屋に出店 
・西北毛４商工会議所情報交流コーナー・・・・・・ ７ 
・会員リレー「(有)小松屋」・・・・・・・・・・・・８ 
・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２９年９月９日（土） 
場       所 沼田市運動公園 
会場イベント  午後２時～ 
打 上 時 間 午後７時～午後７時４５分 
 

お問合せ先 

沼田花火大会実行委員会事務局 

   沼田市役所観光交流課    ℡２３－２１１１ 

沼田商工会議所         ℡２３－１１３７ 

開催本部（当日のみ）    ℡２３－７１４４ 

警備本部（当日のみ）    ℡２３－７１４５ 
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事務局日誌 
【７／１４～８／２０】 
▼７月 

１４日・当所広報委員会 

   ・県連商業物流委員会・交通・ 

観光委員会 

   ・当所青年部関東ブロック経済研修会 

   ・当所青年部関東ブロック大会 

実行委員会総務渉外部会 

   ・沼田まつり天狗山車太鼓練習会 

   ・沼田花火大会広報班会議 

１８日・県連地域開発建設委員会・ 

金融税務委員会 

   ・当所商業部会 

   ・沼田花火大会会場班会議 

   ・沼田花火大会出店希望者説明会 

   ・沼田まつり天狗山車太鼓練習会 

   ・県青連役員会 

１９日・当所青年部関東ブロック大会実

行委員会物産展 OB サロン部会 

   ・当所青年部関東ブロック大会 

実行委員会懇親会部会 

   ・当所青年部さくら親睦委員会 

   ・FM OZE 放送 

２０日・沼田花火大会正副委員長班長会議 

   ・相談所会議 

２１日・沼田まつり天狗山車太鼓練習会 

２２日・ぬまた起業塾第 1 回講義 

２４日・沼田まつり第 2 回実行委員会 

 
 
                                                                   

〔会員数８月末：１１３３会員〕 

 商工春秋 沼田まつりも無事に終わり、９月９日は第５回沼田花火大会が開催されます。今年はどんな演出がさ

れるのでしょうか。 

さて、今年は梅雨は明けたものの雨の日が多く例年に比べ涼しく過ごしやすい日が多いです。農作物にとっては深刻

な話で、例えばお隣の新潟県では豪雨の影響はあったものの天候による農作物への影響は少ないと思われるが、特に西

瓜はとても甘く美味しいのだが首都圏が涼しいため需要が少なく価格が暴落しています。また、東北地方など太平洋側

では「やませ」が吹き、お米など農作物の生育に影響が出ています。 

沼田の商人は農家さんが潤ってくれないと大変であります。例年並みの天候に戻っていただき少しでも影響がでない

ようにと切に願います。（幸） 

  

 

２４日・当所経費削減プロジェクト会議 

   ・まちづくり研修会 

   ・当所青年部関東ブロック大会 

実行委員会全体会議 

２５日・沼田まつり第 2 回事務局会議 

   ・沼田まつり天狗山車太鼓練習会 

   ・指導員応用研修会 

２６日・当所青年部夏の家族会 

   ・沼田観光親善大使研修会 

   ・FM OZE 放送 

２７日・県連会頭会議 

   ・マル経審査会 

▼８月 

１日・神社みこし結団式 

２日・FM OZE 放送 

３日・沼田まつり(～５日) 

７日・県連政策決定会議 

  ・当所正副会頭会議 

・青年部関東ブロック大会実行委 

員会総務渉外部会 

 ８日・関青連日本 YEG 業種別部会・ 

    年代別交流会 

   ・沼田花火大会会場班会議 

   ・当所青年部次年度推薦委員会 

   ・群馬県溶接協会役員会 

 ９日・FM OZE 放送 

１０日・当所青年部本部会・役員会 

   ・青年部関東ブロック大会ぐんま 

沼田大会説明会 

   ・当所商業観光委員会 

   ・当所女性会理事会 

１７日・ぬまた市産業展示即売会第２回 

    運営会議 

   ・沼田花火大会正副委員長班長会議 

１８日・第５回沼田花火大会出店希望者 

    事前説明会 

 
                                                         

金融無料相談  
＜会場：沼田商工会館＞ 

［日本政策金融公庫］ 

９/１９(火)・１０/１７(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 

君 河 原 橋 

  

ほっとタイム７６５ 
毎週水曜日 １８：３０～ 

沼田商工会議所コーナー 

いせいがいいじゃねん！ 
出演予定者 

9／6  テーマ：利根実業高校えだまメンチと 
そば打ちの紹介 

（水） 出演者：利根実生と先生 

9／13  テーマ：南中生徒さん気仙沼 
交流を終えて 

（水） 出演者：南中生徒・小池育成会長 

9／20  テーマ：ぬまた市産業展示即売会 
（水） 出演者：実行委員会役員 

9／27  テーマ：視察研修を終えて 
（水） 出演者：諸業部会正副部会長 

 

◇代表者名 今井 幸吉 
◇住    所 東倉内町４８４－２ 
◇T E L ２２－１０２９ 
◇F A X ２２－５５０９ 
 

(有)小松屋 

 スーパーこまつやはお客様に安全で安心して食べて頂ける食品を販売する事をモットーに運営しております。
弊社は担当者が毎朝市場に行って青果・鮮魚を自分達の目で見て仕入れて来ます。元々が業務卸専門店でしたの
で店内はケース売りや業務用商品がありますが、業者のお客様だけでなく皆様に愛されるスーパーを目指してお
ります。少量で欲しいときはご要望にそえる様に努力致しますので、お気軽にお近くのスタッフに声をかけて下
さい。笑顔の素敵なスタッフがお客様のご来店を心よりお待ち申し上げております。 

≪紹介者 利根西部運送(株)さん≫ 



平成２９年９月１日発行          沼田商工会議所だより               第４６８号 

  

－２－ 

お

買

い

物

は

地

元

商

店

で 

 

１４：００～ 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。 

１４：００～ 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。 

１４：３０～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。 
 
１５：００～ ジャンボ沼田かるた大会 

  （野球グラウンド） 

沼田市民お馴染みの「沼田かるた」のビックサイ
ズ版です。景品もご用意しております。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９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下さい。 
 
【販売開始１４時より】  
会場販売特設コーナーにて。 
テーブル席（５名定員）￥１５，０００（税込） 
イス席  （１名定員）￥   3，０００（税込） 
【当日販売はテーブル、いす席共に駐車場なし】 
 
※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。 

 沼田花火大会では、大会運営にご協力頂けるボ
ランティアスタッフを大募集しております。ボラ
ンティア未経験の方も大歓迎です。皆様のご協力
をお待ちしております。 
 
【日 時】 ９月 ８日（金）【準備日】 

９日（土）【大会日】 
１０日（日）【片付け】 

※３日の内、いずれかの１日でも可。 
 
【内 容】 会場設営・イベントアシスタント 

ゴミ拾い・トイレ清掃 等々 

お問い合わせ先 
 

沼田花火大会実行委員会事務局 
沼田市観光交流課  ☎２３－２１１１ 
沼田商工会議所   ☎２３－１１３７ 

 

１８：５０～ ５周年記念イベント 
（予定） 
 沼田公園であの感動が再び・・・！ 
さらに運動公園には、光輝く幻想的な沼田城が出
現！？（沼田公園内規制については折込チラシを
ご覧ください） 
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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。 

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。 
 
開催期日 平成 29年９月 30日（土）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 渋川市役所農林課（電話０２７９・２２・２５９３）  

JA北群渋川豊秋支所（電話０２７９・２３・２１５１） 
 
 

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「陰陽

いんよう

射
い

」という掛け声とともに的を射抜く姿は
見るものを圧倒します。是非、お出かけください。 

 
日 時：１０月２２日（日）１２時３０分～ 
場 所：土師神社（藤岡市本郷１６４） 
 
※問い合せ先：本郷根岸花馬保存会 ℡０２７４－２３－９３７３ 

  
≪10月 7日（土）から≫ 
◇イオンシネマ高崎 
（高崎市棟高 1400イオンモール高崎 3階 ＴＥＬ027-310-9702） 
◇ユナイテッド・シネマ前橋 
（前橋市文京町 2-1-1けやきウォーク前橋 2階 ＴＥＬ0570-783-727） 
≪12月 2日（土）～14日（木）≫ 
◇渋谷シネマパレス （東京都渋谷区宇田川町 20-11 ＴＥＬ03-3461-3534） 
※上映期間、上映時間については、各映画館が決定しますので、事前にご確認の上、 
お出掛けください。 

※問い合わせ先  富岡商工会議所 ０２７４－６２―４１５１ 
 

富岡製糸場の価値を後世に伝え残していくために制作された「紅い襷～富岡製糸場物語」。日本人とフ
ランス人の女性がともに、時代を切り開いた証しとなる富岡製糸場を舞台にした映画の劇場公開が下記
のとおり決定しました。尚、お得な前売券を富岡商工会議所で販売しておりまので、ご希望の方は、ご
連絡をお願いします。（前売券 １，０００円） 
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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 F6 田代木材向かい空き地 60 17 

B2 恩田バス停東側空き地 60 18 G1 宇敷木材工業(株)清水町工場 150 22 

B3 高山運輸第二事務所 40 24 G2 旧沼田保健所駐車場 40 23 

B4 (株)フジモク 25 17 G3 沼田西中学校駐車場（※２） 70  25 

C1 利根川河川広場 480 13 G4 鈴木商店所有地 60 24 

C2 土地改良事業団体連合会 60 17 G5 利根沼田振興局駐車場 180  25 

C3 沼田製材業協同組合 50 14 H1 奥利根水質浄化センター 170  21 

D1 ヤマザキ産業(株) 43 8 H2 奥利根水質浄化センター東河川敷駐車場 50 22 

D2 薄根橋前駐車場 50 11 H3 (株)サンポウ資材置き場 30 19 

E1 利根郡信用金庫西支店 30 14 H4 ｺｶ･ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ (株)沼田ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ 90 26 

E2 沼田労働基準監督署 30  17 H5 スポーツパーク川田 401 28 

E3 公共職業安定所（ハローワーク） 35 19 I1 成孝院 40 14 

E4 谷川ドライビングスクール（※１） 646  17 I2 勤労青少年ホーム駐車場 60 17 

F1 スーパーニチエー跡地 200  16 I3 やさいの杜（旧 JA薄根）（※３） 60 24 

F2 利根沼田振興局薄根町駐車場 80 15 J1 三栄実業(株) 80 20 

F3 下町児童公園グラウンド内 170  17 J2 月夜野ターミナル 120 26 

F4 旧群馬タムラ製作所 50 17 J3 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    

    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。 

  
  

※２の沼田西中学校駐車場は１７:３０より開場です。 

※１の谷川ドライビングスクール駐車場、 

※３のやさいの杜駐車場は１８：００より開場です。 
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講 師  上江 誠  氏  氏 

日 時 平成２９年１０月１１日（水） 

14:00 ～ 16:00 

場 所 沼田商工会館 二階大ホール 

定 員 ５０名（受講料無料） 
  

●詳細は折込チラシをご覧下さい。● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１４７回 日商・簿記検定試験 

施行期日 平成２９年１１月１９日（日） 
受付期間 平成２９年 ９月１１日（月）～ 

平成２９年１０月２０日（金） 
場  所 沼田商工会館 

 

第３９回 東商・福祉住環境コーディネーター検定試験 

施行期日 平成２９年１１月２６日（日） 
受付期間 個人 平成２９年 ９月１２日（火）～ 

平成２９年１０月１３日（金） 
団体  平成２９年 ９月１２日（火）～ 

       平成２９年１０月１１日（水） 

場  所 後日発送される受験票にてご案内します。 

 

日本商工会議所検定のお問い合わせは・・・ 
沼田商工会議所 ☎２３－１１３７まで 

９月～１１月施行の日商・東商の検定です。チャレンジしてみませんか？ 

  第２１１回 日商・珠算能力検定試験 

施行期日 平成２９年１０月２２日（日） 
受付期間 平成２９年 ９月２１日（木）まで 
場  所 沼田商工会館 

 

 下水道施設の仕組みを説明後に施設内をご案内頂きます。

また、記念品配布もございます。 

 当日は第５回沼田花火大会の駐車場になっていますので花

火大会前に下水道施設の見学はいかがでしょうか。 

 

日  時 平成２９年９月９日（土）１６時～１７時まで 

場  所 奥利根水質浄化センター 

（沼田市下川田町宮塚１３０３） 

申込方法 平成２９年９月８日（金）までにお電話にて 

承ります。当日の参加も可。 

問合わせ 奥利根水質浄化センター  

TEL２４－５２６１ 

 

生方家が所蔵していたおよそ 130 点以上の浮世
絵は、歌川国貞（三代豊国）の作品が一番多く、他
にも歌川一派の作品があります。 
 この企画展では、主に役者絵を展示、また、歌川
国貞画、柳亭種彦（りゅうていたねひこ）作の江戸
時代のベストセラー草紙（小説）『偽紫田舎源氏（に
せむらさきいなかげんじ）』を展示しています。 

期  間 平成２９年９月１２日（火）まで 
時  間 午前９時３０分～午後５時まで 
休館日 毎週水曜日 
観覧料 大人３２０円、小中学生１６０円 
会 場 生方記念文庫（上之町１９９－１） 
主 催 沼田市教育委員会 
問合せ 生方記念文庫 TEL２２－３１１０ 

東京商工会議所検定のお問い合わせは・・・ 
☎０３－３９８９－０７７７または 

http://www.kentei.org/をご覧ください。 

８月３～５日の沼田まつり
期間中に、街なか屋１号店へ
上州真田武将隊が出店いたし
ました。 
 六文銭ストラップや手裏剣
型ハンドスピナーの製作体験
や手裏剣投げのアトラクショ
ンが好評で、大人も子供も沼
田まつりの良い思い出となり
ました。県外からも武将隊出
店を聞きつけたお客さんがお

 

り、３日間の出店は盛況に終わりました。 
 また、街なか屋での出店者を引き続き募集しており
ます。詳細は当所へお問い合わせください。 

（沼田商工会議所 TEL２３－１１３７） 

 

【
武
将
隊
角
田
氏
の
様
子
】 

 

従業員の仕事へのやりがいを高めることで、就業継続
による従業員の資質向上・離職率低下につながり、外部
から見ても活気のある職場として雇用の面でも好影響を
与えます。本講演会では働き方の見直しを経営戦略とし
てどう考えるべきか分かりやすく解説いただきます。 
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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。下記の
通り沢山のイベントを企画しております。皆様お誘いあわせの上、ぜひご来場ください。 

お問い合わせ先 

沼田市産業振興課 ☎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」に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。 

出展参加料  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 

＜駐車場情報＞ 

・沼田小学校校庭  ：１６０台（9:30～16:00） 

・沼田公園グラウンド：２００台（9:30～16:00） 

 

 

＜主なイベント＞ 

・地場産品展示・販売、福引コーナー、ぐんまの名産品コーナー、 
「創作コマ回し」体験、模擬衝突体験機（７日のみ）、ミニ消防、 
ミニ電車、産業振興 PRコーナー、牛乳プレゼント、 
パンジーの苗プレゼント、巨大こんにゃくの切り分けプレゼント 

（８日のみ） 

＜焼きまんじゅうサミット（７日のみ）＞ 

・県内有名店多数集合、体験やきまんじゅう、 
巨大六文銭焼きまんじゅうの切り分けプレゼント 

 

沼田で一番元気な店を目指します!! 

朝９：００～夕方７：００まで営業（日曜定休） 

(有)小松屋 
所在地：東倉内町４８４－２ 

電 話：０２７８－２２－４２２２（代） 
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   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２９年１１月１１日（土）～１２日（日） 

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、当所までお問い合わせ下さい。 

【
昨
年
の
ゑ
び
す
講
の
様
子
】 

 

同時開催で「上州沼田真田まつり」を開催します。（１１月１２日のみ）当日は下記の通り、様々な真田
に関係するイベントを行いますので皆様のご来場をお待ちしております。 

＜主なイベント＞ 

・武者行列        ：甲冑をまとった武士達が闊歩します。 

・城主の嫁取り      ：戦国時代を彷彿させる甲冑姿での結婚式。 

・信州真田鉄砲隊による演舞：迫力満点！目の前で繰り広げられる火縄銃の 

真田の時代に触れよう！ 

第２回上州沼田真田まつりで行われます、「武者行
列」の参加者及び参加団体を募集します。無料衣装貸
し出し（30名）も行っておりますので、ぜひご参加く
ださい。 

開 催 日 平成２９年１１月１２日（日） 
      午前１１時～午後３時（予定） 
行列行程  上之町天狗プラザ（出発）→本町通り→ 
     須賀神社（城主の嫁取りに参加）→本町通り 
     →お馬出し通り→沼田小学校（真田鉄砲隊演舞見学） 
       →お馬出し通り→本町通り→上之町天狗プラザ 
                       （到着） 
 
 

沼田城主初代城主「真田信之」とその妻「小松
姫」になりきってみませんか。１１月１２日（日）
に行われるイベント「城主の嫁取り」の主役とな
るカップルを募集します。衣装、着付け等は実行
委員会で準備・負担します。 
. 
 ＜募集要項＞ 
・１年以内に結婚した方、又は結婚する方 
・甲冑を着て神社で挙式をしてみたい方 
・コスプレが好きな方 
・おもてなしが好きな方、興味を持った方 
      

お問合せ 応募に関するお問合せは FMOZEまでご連絡下さい。
（TEL２２－１６００） 

 

 
沼田市坊新田町１０２６ 

TEL ２２－２７４３ 

お問合せ 第２回上州沼田真田まつりに関するお問合せは 
沼田市役所観光交流課までご連絡下さい。（TEL２３－２１１１） 

 


