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ポスト・ドーナッツ2019

　日頃は地域の商工会活動にご尽力下さいまして、誠にありがとうございます。
　昨今の周辺商店街を取り巻く経済環境は、依然として厳しい状況下にあります。少子高齢化社会のなか、後継者
不足等の事業所が多くみられ、商工会運営を束ねる役員様のご苦労をお察し申し上げます。
　この様な環境下で、商工会が地域の中で果たす役割はどう在るべきか。
　私たちが住む前橋の地域活性化を図るには、我々商工業者が元気で商工会活動に積極的に参加し、地域住民と
の交流を活発に行い、その存在を理解いただく事が大切と考えます。
　当会では、その実現の担い手となる商工会活動を、積極的に応援して参ります。
　なお、平成31年度から永年親しんできました当会の名称を「前橋商店街連合会」と改称させていただきます。
　また、今期で最終年度となる中期事業計画を完遂してまいりたいと考えています。来年度に予定される消費増
税について、研修会等を開催し会員の皆さまの理解を深めていきたいと思います。
　そして、キャッシュレス化をはじめ、インターネット販売の急伸、SNSの拡大などの大きな変化に対応すべく、HP
を活用したポータルサイト「とんとん商店街」の活用を強化して参ります。
　最後になりましたが、加盟商工会の発展と会員事業所及び従事者皆様のご活躍とご多幸を心よりご祈念申し上
げます。　

　昨年5月に当会会
長に就任致しました。
前橋で最も会員数の
多い商工会として、お
客様に選ばれる店づくり、地域づくりを
目指し精進していきたいと思います。多
くの諸先輩のご教示を頂きながら、会員
と共に魅力ある商工会を更に盛り上げ
てゆきたいと思います。
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平成３０年度新任商店街会長様紹介

前橋周辺商店街連絡協議会 会長  井上　治

会長挨拶

商工会事業の今後の在り方について

平成３０年度基本方針 平平成成３０年０年年度度基本基本方方針本方方針 平成３０年度基本方針 

（１）七夕、歳末感謝還元セールの強化
　・チラシサイズの拡大
　 （B4→B3）
　・クーポン券の掲載と活用
　・当選確率の向上
（２）ホームページの充実と活用
　・ポータルサイト「とんとん商店街」に

よる、参加店の販売力の強化

（１）チラシの制作と折込の見直し
　七夕うまいもの市等の、チラシと折
り込みの中止

　代替えとして、ホームページ、広報ま
えばし、商工まえばし、交通規制図
等の告知の徹底を図る

（２）販促セール時における印刷物の
　 ロスの削減

　はがきの発注数量等の見直し

ローコスト体制の構築

文天周辺商工会
会長  梅津 宏規

　平成30年度より広
瀬ファミリースタンプ
会の解散の後を受け
て、新たに朝・広・山
商店会として会長に就任いたしました。
今後も各会員の皆様と一緒に、商店街の
発展を目指して努力してまいります。引
き続きファミリースタンプ会同様に宜し
くお願いいたします。

朝・広・山 商店会
会長  水野 　實

　この度46六供町商
工会の会長に就任い
たしました堤です。
　諸先輩方のご指導
のもと、会員一丸となって、六供町の商業
振興に努めて行きたいと思います。今後
とも宜しくお願いいたします。

46六供町商工会
会長  堤　 一文

販売力の強化

（１）リニューアルされたHPを活用
 した効果的な販促事業を行う
（２）ポータルサイトの参加店の
 拡大
（３）キャシュレス化に対応した、
 販売体制

ＷＥＢ環境の充実と
ポータルサイトの拡充
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　山本前橋市長様をはじめ、前橋市産業経済部にぎわい商業課様、前橋商工会議所様他の多数のご来賓をお迎
えして盛大に平成30年度の通常総会が開催されました。
　五十嵐副会長の進行のもと、29年度事業と収支の結果報告、30年度の事業計画案、収支予算案が発表され両
案ともに承認されました。また、懸案だった当会名称変更の議案も「前橋商店街連合会」に決定し、平成31年度よ
りの実施で承認となりました。
　議事は各商店街会長様御協力のもと円滑に進行し、総会は無事終了。総会終了後の情報交換会では、各商店街
会長様をはじめ前橋市、商工会議所の来賓とともに友好的な交流が図れ、意義のある情報交換会となりました。

商店街会長の力をひとつに！目指すは、元気な商店街の創出!!
平成30年度前橋周辺商店街連絡協議会 通常総会

開催日：平成 30 年 5 月 25 日（金） 午後 6 時～・会場：前橋商工会議所 リリー・出席者：46 名

　昨年、一昨年と荒天により2年連続中止となったふれあ
いバザールが、今年度3年ぶりの開催となりました。待ちか
ねた多くのお客様にご来場いただきました。
　つぎつぎと繰出されるステージパフォーマンスや、にぎやかな商店街の模擬店、大人気の射的で長蛇の列の子
どもコーナー、そして県内最大級を誇る70区画のフリーマーケットなど、またディズニーランドの入場券が当た
る抽選会場も、終日長蛇の列が絶えないほどに大好評でした。
　開催にあたっては多くの関係者の皆様にご協力頂きありがとうございました。来年度も更に充実した企画で開
催出来ます様努めてまいりますので、引き続きのご支援ご協力を宜しくお願いいたします。

満を持しての3年ぶりの開催に、来場者3,500人が大集合!!
第27回前橋周辺商店街 ふれあいバザール

開催日：平成30年9月9日（日） 午前9時20分～午後3時
会場：敷島公園　松林・参加者：12商店街、フリーマーケット 70区画
総員350名

大人気のステージパフォーマンス 県内最大級のフリーマーケット

　平成26年にスタートした、当イベントも今年で5回
を重ね、しっかり地域に溶けこんだイベントに成長い
たしました。これもひとえに地域の方々はもとより、自
治会連合会様や第2コミュニティセンターの皆様のご
協力と心より感謝申し上げます。今後も前橋市の貴重
な建造物であるれんが蔵を通じて、地域みなさまと
の交流を深め、活力ある中川地区の発展に寄与して
行きたいと思います。

開催日：平成30年 10月 28日（日） ・会場：前橋市芸術文化れんが蔵・主催：前橋周辺商店街連絡協議会
共催：中川地区自治会連合会、前橋第二コミュニティセンター
内容：①地域商店の出店、②子供対象のイベント（中川かるた大会、射的）、③ステージパフォーマンス、④大抽選会

第5回前橋市芸術文化れんが蔵　ふれあいフェア

中川地区の総力を結集して！ふれあいフェアが堂々開催！

大盛り上がりの中川かるた大会ステージ会場の満員の来場者

前橋３大まつりへ積極的に参加！前橋３大まつりへの参加

開催日：平成30年10月6日（土） ～7日（日）
会場：前橋まつり、文化交流広場（ニコニコパーキング）
参加店：6店舗

開催日：平成30年7月7日（土） ～8日（日）
会場：前橋プラザ元気２１  １階  情報発信コーナー
参加店：12店舗

開催日：平成31年1月9日（水） 
会場：前橋プラザ元気２１  １階  情報発信コーナー、テラス
参加店：13店舗

第３回前橋まつり グルメフェア 第２回前橋七夕まつり うまいもの市 第７回前橋初市まつり 新春うまいもの市
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最重点事業  七夕まつり、歳末還元セールの実施状況と今後の取り組み
七夕、歳末セール

実施日：平成30年 4月～31年 3月・目標参加者：1,300人（年間16回開催）
実施内容：ハイキング参加者の参加回数に応じて周辺協お買物券をプレゼント
５回～９回…５００円、１０回～１５回…１,０００円、１６回…特製記念品

上電ハイキングポイント

上毛電気鉄道様とともに、健康前橋への貢献！

　恒例のチャリティーゴルフ大会は、10組36人が参加して和やかな中で開催され、
結果は昨年度に続き下川渕商工会が団体優勝の栄冠に輝きました！後日井上会長と
事務局にてチャリティー金2万4千3百円を前橋社会福祉協議会にお届けしました。

永年のチャリティー金に、前橋社会福祉協議会様より
感謝状を贈呈されました。

第24回商店街対抗チャリティーゴルフ大会

開催日：平成30年5月9日（水）・会場：前橋ゴルフ場・出場数：10商店街・参加者：36名

団体戦 〈優　勝〉 下川渕商工会　〈準優勝〉 大利根周辺商工会　〈第３位〉 芳賀商工振興会

個人戦 〈優　勝〉 鈴木隆様（大利根周辺商工会）　〈準優勝〉 茂木貫太郎様（下川渕商工会）
〈第３位〉 今泉明夫様（大利根周辺商工会）

井上会長（右）前橋社会福祉協議会
会長　塚田　昌志様（左）

団体戦優勝の下川渕商工会チーム

みんなで元気に行ってきま～す！

　平成30年4月にホームページのリニューアルを行い、新たにポータルサイト「とんとん商店街」をスタートいた
しました。スマートフォンにも対応して見やすさも格段にアップ、「とんとん商店街」では、商店街の紹介はもとよ
り、会員各店の営業内容や、地図も含めて詳しい情報の発信が可能です。また各店独自のクーポンやセールのご
案内もＯＫです。是非お店のPRにご活用ください！
　皆様の登録をお待ちしています。尚　費用は周辺協会員に限っ
て、登録から通常の管理もふくめて費用は一切かかりません。是非
皆様の登録をお待ちしています。
　登録に関するお問い合わせは、周辺協事務局までご連絡下さい。

前橋周辺協　ホームページリニューアル!!

http://m-tonton.jp

　30年度6,813千円
の事業費予算で54.0％
の構成比を占め、補助
金を2,750千円同構成
比41.4％を投入して実
施している七夕、歳末
セールの実施状況の推
移は右記の状況となっ
ています。前橋市より運
営を移管された21年度
以降も、毎年実施内容
の改革を図ってきまし
たが、厳しい状況が続い
ています。現状打開の為
31年度では重点施策と
して、ゼロベースでの事
業の見直しを図って行
きます。

参加商店街数

参加店数
38 37 32 37 35 34 34 32 30 30

385 345 352 421 403 356 322 333 306 261

21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

七夕まつり感謝還元セール

参加商店街数

参加店数
40 40 41 40 40 37 40 40 35

428 397 454 443 410 342 385 356 306

21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年

歳末感謝還元セール

販売促進セールの推移 ～新しい販促企画へのチャレンジの軌跡～

ドラマ館チケットプレゼント
プレミアム付商品券連動

七夕まつりセール 歳末セール

参加負担金4,000円に減額
チラシ制作73,000部
ティッシュデザイン変更
はがき仕様変更

ザスパペアチケット
プレゼント

ティッシュ企画変更
A賞銘品セット導入

チラシサイズ拡大
クーポン券掲載

お買物券導入
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平成30年度前橋市商店街総連合会事業（前橋周辺商店街連絡協議会+前橋中心商店街協同組合）

前橋市商店街総連合会の解散について
　平成２年の創設以来、前橋全市の商店街活動の向上と振興を目指し活動を行って来ましたが、各商店街
の実情と、昨今の急激な社会情勢の変化に対し、中心協、周辺協ともに過去にとらわれない革新的な組織
運営を迫られるなか、誠に残念ではありますが、30年度をもって当会を解散する次第となりました。
　今日まで、献身的に会の運営あたって頂きました多くの諸先輩様に対しましては、何卒ご理解いただき、
今後とも中心協、周辺協へのご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。
　尚、今後も中心協様と当会との友好な関係を維持しつつ、お互いの情報交換を密に保ち、それぞれに前
橋市の商業発展に努めて参ります。
　当会の解散にあたっての、収支決算等の精算関連の報告は平成31年3月以降に改めて各商店街会長様
宛にご報告させていただきます。
　関係各位の永きにわたる当会へのご指導ご鞭撻に重ねて御礼申し上げます。
　ありがとうございました。

　以上　

前橋市商店街総連合会　会　長　井上　　治　
　同　　　　　副会長　植木　　修　

　昭和49年の設立以来、永年親しんできた団体名ですが、従来から改称
の必要性が検討されて参りましたが、平成30年度総会において承認され、
この度の改称に至りました。
　新名称とともに心機一転、新たな気持ちで事業に取り組んでまいります。

　山本前橋市長様はじめ、前橋商工会議所様など多くのご来賓を迎え、北海亭にて平成30年度通常総会
を開催いたしました。
　29年度の事業結果報告のあと、30年度の事業計画と役員改選の議案に進み、30年度をもって解散の
議案について提議いたしました。各議案について慎重審議の結果、各案とも承認となり30年度での当会
の解散が決定いたしました。

◇平成 30年度前橋市商店街総連合会　通常総会
開催日：平成30年 7月 25日（水）・会　場：北海亭　前橋シティーホール・出席者：33商店街　41名

前橋周辺商店街連絡協議会名称の変更について

平成31年度より「前橋商店街連合会」に名称を改めます

◇第７回オールまえばし　にぎわい市　

開催日：平成30年 4月 8日（日）
会　場：グリーンドーム前橋　メインイベントエリア
出店者数：周辺協21店　中心協7店　フリーマーケット69店　
　　　　　合計97店・来場者数：3,000人
前橋市現業労組「現場ではたらく人たち展」同時開催

市内の和洋菓子店が大集合 大人気のフリーマーケット

開催日：平成31年 1月 9日（水）
会　場：前橋プラザ元気21　1階　特設会場
出店者数：うまいもの市11店　ＴＯＮＴＯＮコーナー2店　
合計13店・来場者数：2,500人

◇第７回オールまえばし　新春うまいもの市

朝からたくさんのお客様に
ご来場いただきました

国道側テラスでの販売　
牛串が大好評！


