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新年のごあいさつ
また、10月23日（金）には、手島仁先生をお迎えし「楫
理事長

都丸

正樹

取素彦と花燃ゆ」と題して記念講演会を開催いたしまし
た。地域にお住まいの皆様をはじめ、組合員、従業員、

新年あけましておめでとうございます。

関係皆様に多数お越しいただき、盛大に開催することが

組合員皆様におかれましては、新春をご家族や社員の

できました。重ねて御礼申し上げます。
さらに、組合の50年の歩みをまとめるとともに、関係

方々とともにお健やかにお迎えのことと、心よりお慶び

機関の皆様を交えて組合の現状と将来像についてご議論

申し上げます。
また、平素より組合員・役員をはじめ、関係機関の皆

をいただいた座談会の模様を掲載した「創立50周年記念

様方には組合運営に対しまして格別なるご理解・ご協力、

誌」を発行することができました。先人達の苦労や組合

ご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

の歴史、今後の組合の目指すべき姿を伺い知ることがで

協同組合前橋問屋センターは、昭和40年７月に創立し

きますので、是非ご一読いただけたらと思います。
今後、人口減少社会、超高齢社会など難しい社会現象

て以来、昨年50年の節目の年を迎えることができました。
これもひとえに関係皆様の温かいご指導、ご支援の賜

が続くとともに、消費税の税率引き上げへの対応や円安
傾向がいつまで続くのか等、課題は尽きないわけですが、

物と厚く御礼申し上げます。
昨年10月16日（金）には、
記念式典及び祝賀会を開催し、

今年も組合員皆様の叡智を結集して、乗り越えて行きた

多くのご来賓の皆様にお越しいただきご祝辞等を頂戴す

いと考えておりますので、よろしくお願い申し上げ、年

るとともに、本組合に功績・功労のあった方々の表彰を

頭のごあいさつといたします。

行うことができました。

新年のごあいさつ
共栄会会長

森本

克哉

先の見えない中、少しでも景気が上向くように願うの
は皆さん同じではないでしょうか。

新年あけましておめでとうございます。

親組合も昨年５０周年の節目の年を迎えました。

前橋問屋センター共栄会員並びに組合員の皆様には、

共栄会も親組合と更なる連携を取りながら、活動を進

ご家族共々新しい年を健やかにお迎えのこととお慶び申

めて行きたいと思います。

し上げます。

本年も昨年に引き続き、組合員皆様の活力になるよう

昨年は、共栄会の各事業及び組合の委託事業に、会員

に共栄会の事業を予定しますので、更なるご支援、ご指

の皆様並びに加盟企業の従業員の皆様に、多大なるご協

導を賜りますようお願い申し上げ、新年の挨拶とさせて

力をいただきましたことに感謝申し上げます。

いただきます。

一昨年の４月に消費税率が改正され、その後落ち込ん
だ消費が回復しない中、税率10％引き上げることが決
定されました。
軽減税率が導入される予定ではありますが、内容に関
してはまだまだ決定していないことが多く、国民の消費
活動がさらに低下することが懸念され中小企業の経営は
大変厳しい環境になるものと思われます。
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年頭のごあいさつ
全国に例を見ない新たな価値の創造につながったのでは
前橋市長

山本

龍

新年あけましておめでとうございます。皆様におかれ

ましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上
げます。また、協同組合前橋問屋センターの組合員皆様
には、日頃から市政各般にわたり、ご理解、ご協力をい
ただき、厚くお礼を申し上げます。

昨年は、NHK大河ドラマ「花燃ゆ」の放送にはじまり、

市民ミュージカル「灰になった街」の公演や上泉伊勢守
の剣聖サミットなど、郷土の歴史を顕彰する集いが各地

で開催され、市民の手による「文化・芸術」の花が咲き、
先人たちの汗や努力によってつくられた「前橋の宝」を
つ

た

見つめ直し、全国へ発信える一年になりました。また、
市民の皆さんの手によって、さまざまなイベントが毎週
のように開催されました。とりわけ、秋の街中のイベン

ないかと感じております。

本年は、人口減少問題の解決に向け、「地方創生」「前

橋再生」への取り組みを本格化させ、まちなかに新たに
オープンした「前橋市創業センター」を拠点に起業家の
発掘、育成・支援、新たなビジネスの創出に取り組んで
いくほか、新たな就職支援施設「ジョブセンターまえば

し（仮称）
」を設置します。特に若者や子育て世代の女
性への就職を応援し、仕事を増やすことで、前橋で働く
環境を整えていきます。

どうか組合員皆様におかれましては、本年も商工業振

興をはじめとする前橋市政に対し、格別なるご支援、ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、皆様にとりまして、本年が実りある年となり

ますよう、心からお祈り申し上げ、新年のごあいさつと
させていただきます。

トは「前橋をいいまちにしたい」という思いが結び合い、

年頭のごあいさつ
前橋商工会議所
会頭 曽我 孝之

創生基本方針2015」を取りまとめ、地方への新しい人
の流れを創るための移住支援や、地方に仕事を作るため
の観光・農林水産業強化に向けた新たな仕組みなどを打
ち出してまいりました。

新年あけましておめでとうございます。

このような状況の中、前橋商工会議所では行政の施策

協同組合前橋問屋センターの皆様には、昨年に増して

を周知、活用しつつ、意欲ある中小・小規模事業者の経

し上げますとともに、前橋商工会議所の各般にわたる事

橋版「人口ビジョン」
「総合戦略」策定に向けて、産業

本年が輝かしい飛躍の年になりますよう心からお祈り申
業活動に際し、日頃より多大なるご理解とご協力を賜っ
ておりますことに厚くお礼申し上げます。

さて、昨年は20年にわたるデフレからの脱却という重

営を強力にサポートするとともに、前橋市が策定する前
界の代表として参画し、人口減少社会を見据えた前橋市
の活性化戦略策定に積極的に取り組んでまいりました。
本年も、事業者の皆様から頂いた貴重なご意見を生か

要な転換局面にあって、企業収益も改善し、将来に対し

しながら、関係諸機関と連携して、地域の活性化と中小・

今後経済の好循環を実現していくためには、我が国企業

ざいますので、旧年に倍しましてのご支援・ご協力をお

て明るい展望を持てるようになった年でありましたが、
数の大半を占める中小・小規模事業者が「設備投資」「人

材の確保・育成」「付加価値・生産性の向上」に積極果
敢に取り組み、潜在成長率を引き上げる事が不可欠と思
われます。

一方、わが国が直面する「人口急減」と「地方の疲弊」

小規模事業者支援に積極的に取り組んでまいる所存でご
願い申しあげる次第であります。

結びに、本市産業の発展を担われている協同組合前橋

問屋センター並びに組合員皆様の益々のご発展、ご多幸
を心からお祈り申し上げ新年のご挨拶といたします。

という大きな問題に対し、政府は「まち・ひと・しごと
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協同組合前橋問屋センター創立 50 周年記念事業

～ 手島仁先生講演会「楫取素彦と花燃ゆ」～

組合創立50周年記念事業として、前橋市文化観光スポーツ部参事の手島仁氏を講師にお迎えして講
演会「楫取素彦と花燃ゆ」を10月23日（金）午後６時から問屋センター会館２階龍の間を会場に開催
しました。
当日は、少し肌寒い陽気にもかかわらず、組合員及び従業員はもちろんのこと、地域の自治会の皆様、
市民の皆様、市役所や商工会議所の皆様など100名近くの皆様のご参加をいただきました。
ＮＨＫ大河ドラマの舞台が、先週（10月18日放送）位から山口県から群馬県に移って来たこともあり、
大変時機を得たものとなりました。
50周年記念式典実行委員会事業部会長である志塚常務理事の司会進行により始まり、都丸理事長の
挨拶の後、手島先生のプロフィール（前橋市で生まれ、県内の高校教諭や群馬県史編纂室、県立歴史博
物館専門員を経て平成25年４月から前橋市へ出向）が紹介され、引き続いて講演となりました。
手島先生のお話は、ＮＨＫ大河ドラマ「花燃ゆ」の制作秘話から始まり、楫取素彦が群馬県の県令と
なってからの群馬編における各放送回での見所等、大変興味深く拝聴いたしました。
また、明治維新後の昭和９年から昭和17年までの蚕糸業にかかる施設をはじめとした貴重な写真の
数々は、初めて見るものが多く、当時の産業や人々の暮らしぶりを伺い知ることが出来ました。
県令としての楫取素彦は、県民から「慈父・悲母」と慕われ、やる気のある県民の才能は伸ばし、弱
者には救いの手をさしのべたそうです。そのような治政を行った結果、楫取が群馬を離れるときには、
こうとく ひ

多くの市民が賛同して楫取の徳望を示す功徳碑が建てられたということです。
吉田松陰の教えである「至誠」については、前橋市民の心持ちに近いものがあり、そのことが県庁誘
致に繋がるとともに、戊辰戦争で荒廃した東北や九州にも養蚕の指導に無償で出向くなど、全国的に養
蚕を広めることに繋がったそうです。養蚕は当時のわが国の主要産業であり、維新後の日本経済の自立
に前橋市民が果たした役割は大変大きなものがあるとのこと。
ドラマの中で、「群馬から日本を変える」という言葉がたびたび出てくるように、過去に前橋から日
本を変えたということに誇りを持つとともに、これからも前橋から日本を変えていくという位の気概で
生きていくべきと感じました。
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ス

ク
組合トピッ

前橋市優良従業員表彰が行われる。
前橋市・前橋商工会議所・前橋東部商工会･富士見商
工会主催による「平成27年度前橋市技能功労者・優良従
業員表彰式」が去る11月25日（水）午前10時から前橋テ
ルサ２階ホールにおいて執り行われました。
式は、前橋市長、前橋商工会議所会頭、各商工会会長
のこれまでの尽力に対するお礼とお祝いの挨拶の後、各
該当者へ表彰状の授与が行われました。
表彰は、技能功労者表彰１名、企業貢献技術者等表彰
として10事業所13名、永年勤続従業員表彰は88事業所
269名が受賞しました。永年勤続表彰は勤務成績優秀で他の模範となる者で、同一事業所に30年（特別
表彰）、20年、10年勤務する者となっています。
本組合からは、永年勤続表彰を４社15名の方々が受賞されました。長年にわたり組合員企業へ就労
するとともに、その業務内容が他の模範であると高く評価され、所属企業から推薦を受け、今回の表彰
につながったものと思います。誠におめでとうございます。
これからも業務に励み、さらなる飛躍を期待して表彰を受けられた皆様へ組合から記念品を贈らせて
いただきました。
組合員企業で表彰を受けられたのは次の方々です。
永年勤続表彰

（敬称略）

特別表彰（30年） コンピュートロン（株）

久保

一般表彰（20年） ケービックス（株）
〃
（株）ホンダカーズ群馬

小菅 直文
本多 政美
鈴木 幹彦

（株）ホンダカーズ群馬
〃
〃

高橋 政幸
山下 良成
樵
穣

一般表彰（10年） 群馬ビーエス（株）
ケービックス（株）
〃
〃

須永 達弥
樋口美佐江
小野 郁子
藤巻 有未

（株）ホンダカーズ群馬
〃
〃
〃

高野 照政
深澤 良樹
川崎 直人
井上 将一

（敬称略）

貴之

平成28年組合新年会のお知らせ。
新年恒例の組合新年会を既にご案内しているとおり下記の日程で行います。
新年会は、組合員の賀詞交換や親睦を深めることはもちろんのこと、来賓や組合員との情報交換･交
流を通して組合運営へのご理解・ご協力をお願いするなどして、今後の組合運営に反映させていきたい
と考えておりますので、多くの組合員皆様のご出席をお待ちしております。
記
日

時

平成28年１月27日（水） 午後６時から

場

所

三翠楼「松し満」 前橋市千代田町３-９-10
―5―
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共栄会だより

秋の日帰りバスツアーを実施

恒例となりました、共栄会秋のバス旅行「上高地」を10月25日に参加人数24名にて開催いたしました。
前夜、気象庁発表の「木枯らし１号」となる強風が吹き、当日の天気を心配していましたが、明るくな
り始める出発時間の５時半には風も弱く、素晴らしい青空となり、まずは安心しました。
バスは渋滞もなく順調に進み、上高地の入口となる釜トンネルを通りしばらく行くと、絵葉書のよう
な穂高連峰・焼岳に出迎えられ予定より早く大正池近くにて降車。その先のバスターミナルで降りたい
方もおり、各自の自由行動の目的に応じて降車場所を変えさせていただきました。
今年の紅葉はどこも早いと言われていましたので、若干時期が遅めかとも思われましたが、シーズン
の終わりを演出するカラマツは黄金色に染まり、河畔からの眺めは非常に美しく感じられました。
天候には非常に恵まれ、冬支度ではありましたが、気温は少し寒い程度で、ウォーキングするにはちょ
うどよく、大正池から河童橋までのおよそ3.5ｋｍを、梓
川の岸の遊歩道をゆっくりと散策する方、その先３ｋｍに
ある明神池まで向かう健脚の方等、それぞれの力量に応じ
思い思いの時間を過ごされたかと思われます。余談です
が、バスターミナルに向かう道中、野生の猿４匹に挟み撃
ちに会いましたが人に慣れているのか、特に襲撃を受ける
こともなく静かに通り過ごすことができました。
帰りは、藤岡ジャンクションにて渋滞のため若干行程
の変更がありましたが、ほぼ時間通り前橋まで戻ってく
ることができました。
（Ｔ・Ａ）

共栄会忘年会・忘年ゴルフコンペを実施しました。
（協）前橋問屋センター共栄会の恒例となっている忘年会・忘年ゴルフコンペが11月28日（土）～ 29
日（日）にかけて実施されました。
忘年会は、11月29日（土）に伊香保温泉「如心の里 ひびき野」で行われました。
森本会長からは、本年の各種行事開催にあたっての担当幹事さんのご苦労に対する感謝とお礼、そして
残すところの本年度行事についても引き続きよろしくお願いしたいとの挨拶がありました。続いて、祝
宴に入り、参加者による近況や業界情勢等を語り合うなど、普段なかなか顔を合わせる機会が少ない中
で、有意義な懇親が夜が更けるまで行われました。
（Ｊ・Ｆ）
忘年ゴルフコンペは、忘年会の翌日である11月29日（日）伊香保国際カンツリークラブで開催され
ました。当日は朝は少し冷え込みましたが、晴天で冬期としてはまずまずのコースコンディションでし
た。何年かぶりかでコースに出た人、今月は４回目だという人など様々でしたが、一日楽しくプレイで
きました。また、プレイ中にも家族の話に花が咲くなど、心身共にリフレッシュでき、有意義な一日を
堪能しました。（Ｊ・Ａ）

共栄会新年会のお知らせ
共栄会新年会が既にご案内しているとおり下記日程で開催されます。多くの会員皆様のご参加をお待
ちしております。
日 時
平成28年１月15日（金） 午後６時30分～
場 所 「料亭 金光」 前橋市千代田町3-8-1 TEL 027-231-7535
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ボウリング大会のお知らせ
例年のとおり組合員･従業員企業対抗のボウリング大会を開催します。
このボウリング大会は、(株)スワンが平成22，23，24，25年と４連覇し、平成26年は(株)藤田が初優勝
しました。チームは３人編成となりますが、同一企業内で編成できない場合は、他の企業の仲間との合
同チームでも参加できます。
日 時
平成28年２月４日（木） 午後６時30分から
場 所
前橋市国領町「エメラルドボウル」
（毎年行っているボウリング場です）
※詳細につきましては、別途、会員宛にご案内をさせていただきます。

新しい“ヒロタツールボックス西店 ”がオープンしました。

新しい“ヒロタツールボックス西店”が、12月17日（木）にオープンしましたので、
（株）ヒロタの廣
田哲也社長にお話を伺いました。
今年９月に開通した西毛広域幹線道路の歩道部分が今後拡幅されることに伴い、旧店舗の建物の一部
が当たるとともに駐車場も含め全体として手狭になるため、新たに問屋団地の中心部（
（旧）田新商店・
齋藤利二商店跡地）に移転。
新店舗は、全体面積は2,712㎡、駐車台数は32台、店舗面積は999㎡、陳列商品数は、約30,000アイテ
ム。旧店舗と比べて奥行きはあまり変わりませんが、間口が広くなったので全体として店舗面積は若干
広くなった。また、下野も広く取れたので、今まで置けなかった「長物」や「がさばる物」も置けるよ
うになったとのことです。
営業時間は、平日は午前８時から午後７時、土日は午前９時から午後６時までであり、旧店舗と比べ
て変わっていないが、もともと現場に向かう職人さん等の声を反映して朝早くから営業している。店内
は、自然光を最大限に取り入れるため天井を高くするなどして明るさを十分に確保して商品を見やする
するとともに、レジスペースも広くしたので会計時間の短縮が図れると思うとのこと。
建物の外観は、明るい黄色を基調としている。社章はオレンジ色だが、以前、ＣＩを行った時以来、建
物の外観やデザイン的には黄色を積極的に取り入れていて、黄色をシンボルカラー的な扱いにしている。
新店舗は、社訓である「信用第一」を基本にしつつ“ツールボックス”の名前の通り、お客様の工具箱
として、一般的なホームセンターとはひと味違うプロの方も満足できる良質な品物を取り揃え、顧客満
足度を高めていきたいと考えているので、是非皆様のご来店をお待ち申し上げているとのことでした。
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11月25日 前橋市優良従業員表彰式、全国商団連の調

会

査研究事業に協力

■12月14日（月）午後４時から当会館２階「竹･梅の間」

11月28日～ 29日 共栄会忘年会（渋川市伊香保町）

で開催され、平成27年度組合中間決算について審議・

11月29日 共栄会・組合忘年ゴルフコンペ

承認された。報告事項として①50周年記念事業の決

（伊香保国際カンツリークラブ）

算について②組合新年会について③組合年末年始休業

12月４日 大友町交番連絡協議会

他について報告された。

12月10日 群馬県中央会事務局長会（高崎市）

常

務

理

事

12月11日 電気設備定期点検

会

12月13日 花燃ゆ最終話鑑賞会・真田丸への引き継ぎ式

■11月12日（木）正午から当会館１階会議室で開催

12月14日 常務理事会・理事会・組合役員年末懇親会

され①理事会の開催について②事務局職員の年末賞与

12月17日 環境交通委員会・忘年会

支給について 審議･承認された。その他７件の報告事

12月28日 広報特別委員会忘年会

項があり承認された。

12月29日 仕事納め

■12月14日（月）午後３時から当会館１階会議室で

編

開催され①50周年記念事業の決算について②理事会

集

後

記

の提出議案について③特殊建築物定期検査の指摘事項

秋から冬にかけて天候の具合が宜しくない。例年通

について審議・承認された。その他９件の報告事項が

り寒くならない。11月に入ってから冷え込みが少なく、

あり承認された。

樹木の紅葉が進まないまま葉が散っていく。12月に

委

員

会

報

入っても山に雪は少なく、例年通りの雪景色が見られ

告

ない。このまま暖かな冬を向えるのか … 前橋に大雪

■広報特別委員会

が来なければ良いと願うばかりである。

・11月11日（水）正午から当会館１階会議室で開催され、
前橋問屋センターニュース第275号（Ｈ28 ／１／１発

新年あけましておめでとうございます。今年も問屋
センターニュースを宜しくお願い致します。

行）について、執筆者及び紙面の割付について協議し、

（Ｙ・Ｈ）

８面とすることで決定した。
次回は、平成28年１月13日（水）正午からと決定され
た。
■環境交通委員会
・10月29日（木）午前11時30分から当会館１階会議室
で開催し、参加委員、事務局で路上駐車状況・指導及
び環境衛生状況について団地内を巡視、指導した。
違反駐車の状況
東巡視班
西巡視班

駐車できない場所への駐車 １台
保管場所法違反

１台

保管場所法違反

２台

・12月17日（木）午前11時30分から当会館１階会議室
で開催し、参加委員、事務局で団地内を巡視、指導した。
違反駐車の状況
東巡視班

駐車できない場所への駐車 ３台

西巡視班

交差点内駐車

１台

歩道への乗り上げ駐車

３台

駐車できない場所への駐車 ４台

事

務

局

だ

よ

り

11月１日 前橋問屋センターニュース第274号発行
11月11日 広報特別委員会
11月12日 常務理事会
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前橋問屋センター会館利用のご案内
（駐車場完備）
会 議・ 講 習 会・ 研 修 会・ 展 示 会 等 に 是 非
ご利用ください。
申込み問い合わせ
協同組合 前橋問屋センター
TEL （０２７）２５１－１１７５㈹
◇空 室状況、利用料金表等の詳細は下記ホー
ムページを検索ください。
http://www.maebashi-tc. jp

