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環境交通委員会の活動状況報告

協同組合前橋問屋センターの環境交通委員会は、基本的に奇数月（年６回）に団地内の巡視を行い、

駐車違反等の車両に注意喚起することにより良好な路上環境を確保するとともに、空き缶、紙くず、タ
バコの吸い殻などを回収することにより、地域の環境美化に努めています。

平成27年の実績として委員会を６回開催し、43台の車に注意喚起のビラを貼付しました。注意喚起

の内容は次のとおりです。
保管場所違反

歩道乗り上げ駐車違反

８台

22台

駐車できない場所違反
交差点内駐車

12台

１台

主な違反場所は、東西の主要な道路よりも、南北の道路が多い状況です。

計43台

また、本年１月14日に行った巡視には、大友町交番所長である前橋警察署の小野警部補にもパトカー

で同行していただき、プロの目線で見ていただきました。パトカーに回ってもらうことにより、違法駐
車の抑止力の向上に繋がったものと考えます。そして今後も適宜同行していただける予定です。

また、問屋町公園の樹木の枝が電線に当たっていることから、自治会と協力して市に剪定を依頼した

ところ、年末と年明けの２回に分けて切っていだきました。大分すっきりしましたが、枝はすぐに伸び
ますので、良かったと思います。

さらに、西毛広域幹線道路の開通に伴い、団地内の交通量が増えてきていることもあり、交通安全の

ため、団地内の薄くなっている「止まれ」の道路表示について、市役所と警察署に相談したところ、両
者が連携を取ってくださり新年度には対応してもらえることとなりました。

このように、環境交通委員会では、団地内の環境面と交通面のより良い状態を確保するため、組合員

企業の営業活動が円滑にできるように努めてまいる所存ですので、今後ともご協力のほどよろしくお願
いいたします。

（協）前橋問屋センター第51回通常総会日程のお知らせ
㈿前橋問屋センター「第51回通常総会」の日程が、２月８日（月）開催の常務理事会において協議・

検討され、次のとおり決まりましたので、お知らせいたします。

業務等日程調整を行っていただき、多くの組合員の皆様の出席をお願いいたします。
１
２

日
場

時
所

記

平成28年５月25日（水）午後４時から
前橋市問屋町二丁目２番地

前橋問屋センター会館２階「龍の間」

 なお、総会終了後、来賓をお招きして組合員交流会を開催しますので、併せてご出席のほどよろし
くお願いいたします。
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クス

組合トピッ

組合新年会を開催
組合新年会は１月27日（水）
、三翠楼「松

し満」で開催されました。

当日は、年初の大変お忙しい中にもかかわ

らず来賓として、前橋市長、前橋商工会議所
会頭、群馬銀行本店営業部副部長、しののめ

信用金庫前橋西支店長をお迎えするとともに、
多くの組合員が出席し、大変賑やかに行うこ
とができました。

はじめに、主催者として都丸理事長から、今年の干支である申年は大きな変化が起こると言われてい

るが、出席の皆様の叡智を結集して組合としてさらなる発展を目指したいこと、及び昨年行われた組合
創立50周年記念事業への支援と協力についてお礼の挨拶がありました。

来賓として山本市長から、
前橋市全体のまちづくりへの意気込みをはじめ、
「前橋市創業支援センター」

をオープンしたことやまちなかの再開発計画が順調に進んでいることなどのお話が、図面を活用して力
強くありました。

曽我会頭からは、国や県はもちろんのこと、市さらには商工会議所の様々な支援

制度等を活用するなどして、問屋センターのみならず個々の企業としても発展して
欲しいとのエールのご挨拶をいただきました。

そして、群馬銀行本店営業部副部長の藤井政宏様の乾杯のご発声により宴席がは

じまり、企業間の近況や景気動向、組合活動、共栄会活動など多岐にわたる話題で
賑やかに来賓･組合員の交流が図られました。

新年度の組合運営は、組合求心力の向上を図るために各委員会における議論や、

組合事業について検討協議を行い、レクリエーション事業についても、組合員･社

員の皆様が楽しく気軽に参加できるよう事業展開を図っていくことが期待されます。

丁間稲荷神社初午祭典が行われました
毎年２月の最初の午の日（今年は６日(土)でした）に多くの稲荷神社で初午祭りを行いますが、団地

内にある丁間稲荷神社でも初午祭典が行われました。

当日は、総社神社の神主を招き祈祷、お祓いを受け玉串奉奠が行われ、組合も組合員企業の益々の商

売繁盛を祈念し玉串奉奠を行ってきました。

稲荷神社の社地（塚）は、
慶長７年（1602）総社城主秋元長朝が天狗岩用水開削にあたり、
丁間台（測

量器）を据え、夜間提灯の灯りを目当てに測量を実施した基
かんじょう

点と伝えられるとともに、京都伏見稲荷を勧請し、崇敬をさ

らに高めたと言われています。

かさやく し

ここには、市指定文化財で県内最古の様式を持つ「笠薬師

とう ば

塔婆」もあります。

昨年作成した「問屋センター 50周年記念誌」の10頁（昭和

40 ～ 44年度）にも問屋団地が出来る前の農地一面の中に立
つ「丁間稲荷神社」の写真が掲載されています。
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問屋町で“どんどん焼き”が行われました

１月11日（月）に問屋町公園で“どんどん焼き”（問屋町自治会主催）が行われました。

当日は、今年の暖冬の影響で真冬にしては気温が高めでしたが、風があったので肌寒く感じました。

午前９時に自治会長がだるまや正月飾りで作った鳥居と櫓に火入れをすると、風が吹いていたこともあ
り、炎は瞬く間に燃え上がりました。

今年の櫓は、例年と同じように高さは７ｍほどあり壮観な感じがしましたが、竹の太さが足りずに、

だるまを高いところには配置できないということでした。

小さな子供からお年寄りまで、世代を超えて100人ほどの地域の方々が集まりましたので、問屋町の

一大風物詩の趣がありました。

火入れの後に、参加者全員に、ご婦人方の手作りによる「甘酒」
、
「お汁粉」
、
「豚汁」
、
「赤飯」が振る

舞われ、体が温まるのはもちろんのこと、心まで温まることができました。中には、繭玉を持参して、
残り火であぶって食べ、しっかりと厄を払う親子連れもいました。

時折、竹の爆ぜる音が「ぱーん」と冷たい空気を切りさきましたので、厳かな雰囲気を醸し出すとと

もに、今年一年の無病息災や家内安全の願いが神様に届いた感がしました。

お知らせ

～仕事帰りに、楽しく自分磨きしませんか？～
前橋市勤労青少年ホーム（前橋アクティ）から、
平成28年度前期教養講座の受講生の募集がありました。

講座期間は４月から７月まで。回数は10回程度。受講料は講座によって1,000円～ 10,000円です。
（受講
料の他に利用者会費500円も必要）

・開講する講座は、料理、茶道、筋膜リリース＆姫トレ、リンパトリートメントエクササイズ、ヨガ＆
ピラティス、ウクレレ、フラ、フラワーアレンジメントなど14講座です。

・開講時間は、午後６時45分から８時45分まで。
（一部午後６時30分から８時30分まで）

・対象は、40歳未満の勤労者で前橋市内在住か市内の事業所にお勤めの方

・申込締切は３月15日（火）です。 詳しくは、前橋市勤労青少年ホームの
ホームページ又は勤労青少年ホームへ直接お問い合わせください。
ホームページ http://acty-maebashi.com/
TEL/FAX 027－252－0500
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共栄会
だより
共栄会新年会を開催
前橋問屋センター共栄会の新年会が１月15日（金）
、

午後６時30分から金光で行われました。

当日は来賓として都丸理事長をお迎えするとともに、

多くの会員の出席があり賑やかな新年会となりました。

森本会長からは、各種事業や組合からの委託事業に監事や会員、会員企業の皆様にご協力をいただい

たお礼の挨拶がありました。理事長からは、昨年の組合創立50周年記念事業に共栄会としても大変協力
をいただいたことのお礼と今後とも共栄会の発展を祈念するとのご挨拶をいただきました。

原澤監査の乾杯の発声により会が始まり、今後の共栄会の研修旅行や来年度の事業計画及び次期役員

改選の話に花が咲くなど、大変盛り上がった新年会となりました。高野副会長の締めの発声で会は元気
よく閉められ、お開きとなりました。

本年が会員皆様にとって最良の年となりますように祈念するとともに、今後とも共栄会事業の企画そ

して積極的な参加をお願いします。
（Ｙ・Ｈ）

第35回前橋問屋センター共栄会ボウリング大会を開催
第35回共栄会ボウリング大会は、２月４日
（木）午後６時45分から国領町にあるエメラルドボウルで行
われました。大会は、森本共栄会会長の挨拶のあと、前年度のハイゲーム賞 関口雅彦さん（阿部産業㈱）
のストライクの始球式で始まりました。
１チーム３名で編成され、７社44名の参加で15レーンを使用して行われ、各レーンでストライクや
スペアーが出るたびに歓声とハイタッチで大いに盛り上がるとともに、様々な好プレーや珍プレーの連
続で大変賑やかな大会となり、参加者全員がリフレッシュできたものと拝見いたしました。
本年度の大会は、
ケービックス㈱が874ピンで激戦のすえに栄えある優勝を飾りました。今年はわずか11
ピンに上位３チームが入るなど、近年希に見る接戦でした。このボウリングを通して、職場のコミュニケ
ーションの向上、愛社精神のアップにも一役買ったものと思われます。
今回、参加されなかった企業も企業内でチーム編成ができない場合
は、他のチームと合同で申し込むこともできますので、次回は参加し
てみてはいかがでしょうか？（Ｊ・Ｆ）
成績表は下記のとおり。
＊スコアは２ゲーム、３人トータル
＊女子は１ゲームにつきハンディ 35ピン
優勝・第４位 ケービックス㈱
優 勝 ＫＢＩＸ２
874ピン（ケービックス㈱）
準優勝 いぬ
871ピン（㈱ホンダカーズ群馬）
第３位 庄や店長会
863ピン（㈱レストランスワン）
第４位 ＫＢＩＸ１
844ピン（ケービックス㈱）
第５位 ＹＨＫ―ＡＢＥ
831ピン（阿部産業㈱）
（ハイゲーム賞）男子 井田 智行（㈱レストランスワン）198ピン
女子 中嶋和心世（㈱ホンダカーズ群馬）190ピン
（特別賞） 第24位（２月４日）櫻井 康生（㈱みさと農場）
ハイゲーム賞
ブービー 飯田
渉（㈱みさと農場）
中嶋和心世さん・井田智行さん
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１月11日 問屋町どんどん焼き

会

１月13日 広報特別委員会

■１月27日（水）午後４時から三翠楼「松し満」

１月14日 環境交通委員会

会議室で開催。①平成28年度組合研修視察につい

１月15日 共栄会新年会

て協議した。10件の報告事項がありそれぞれ承認

１月19日～ 20日 会館駐車場の除雪作業

された。

１月27日 常務理事会・組合新年会

■２月８日（月）正午から当会館１階会議室で開

２月３日 会館消防設備点検・消防訓練

催され①平成27年度決算見込みについて②第51

２月４日 ボウリング大会

回通常総会について③組合研修視察について、協

２月６日 丁間稲荷神社初午祭典

議するとともに、４件の報告事項があり承認され

２月８日 常務理事会

た。

２月23日 大友町交番連絡協議会

委

員

会

報

２月26日 共栄会役員会

告

編

■広報特別委員会

集

後

記

・１月13日（水）正午から当会館１階会議室で開

今年の冬は暖冬である。１月に２度ほど前橋に

催され、前橋問屋センターニュース第276号（Ｈ

積雪があり寒い日も続いたが暖冬である。北国の

28／３／１発行）について、執筆者及び紙面の割

積雪量が異常に少なく、山間部の湖や滝の氷結が

付について協議し、６面とすることで決定した。

少ない。季節のメリハリが少なくなると色々と支

次回は、平成28年３月11日（金）正午からと決定

障が出てくる。季節物の商いも然りである。

された。

早く春が来ないか待ち遠しい日々である。

■環境交通委員会

（Ｙ・Ｈ）

・１月14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
及び環境衛生状況について団地内を巡視、指導し
た。
なお、今回は、大友町交番所長である前橋警察
の小野警部補にパトカーにて同行していただいた。
違反駐車の状況
東巡視班

歩道への乗り上げ駐車

１台

駐車できない場所への駐車 １台
西巡視班

歩道への乗り上げ駐車

２台

駐車できない場所への駐車 ５台
次回は、３月９日（水）午前11時30分からと決
定された。

事

務

局

だ

よ

り

１月１日 前 橋問屋センターニュース第275号発
行・元旦
１月５日 協同組合前橋問屋センター仕事始め
１月７日 前橋商工会議所新年互礼会
１月９日 前橋初市まつり
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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

