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コンベンション協会

協会ホームページがより見やすくリューアルされました！
お求めになりたい情報が、以前よりも見やすく分かりやすいシンプルなデザインに変更！
まだ工事中の部分は
随時リニューアルいたします。

群馬デスティネーションキャンペーン（群馬DC）が７月１日(金)～９月30日(金)まで開催！ＤＣ関連イベン
トを見やすく掲載しています。私たちの身近な情報を常にお伝えしている【前橋日記】も要チェック！また、
これまでお電話やメールにてお問い合わせいただいていた「レンタルフォトライブラリー」が、ホームペー
ジの申請フォームよりお申し込みできるようになります。（９月頃スタート予定）より便利になった「前橋
まるごとガイド」ぜひご活用ください！

第24代目赤城姫・淵名姫決定！
ダンスが大好き
です！

高木市長へ表敬訪問

第24代目赤城姫
青木理実さん（24才）

焼きまんじゅう
が大好きです！

８月６日（土）赤城山夏祭りイベントのなかで、第２４代目赤城姫・淵名姫の発表と引
継式が行われました。これより一年間、赤城山そして前橋市の観光キャンペーンレディ
として各種イベントに参加し様々なかたちでＰＲ活動していただきますので応援宜しく
お願いします。

第24代目淵名姫
猪熊かおりさん（23才）

7/9（土）駅からハイキング
７月９日(土)ＪＲ東日本が主催し、協会で実施協力を行っている『駅からハイキング
「前橋水辺ウォークと丂夕まつり」』が実施されました。当日は、新前橋駅としては過去
最高の５７６名のお客様にご参加いただき、前橋の市街地を散策いただきました。
参加者居住地域 (都道府

居住地
人数
比率

県別)

埼玉県 東京都
千葉県
178人 118人
55人
30.9% 20.54% 9.5%

神奈川県
49人
8.5%

茨城県
24人
4.2%

栃木県
30人
5.2%

群馬県 新潟県
71人
11人
12.3% 1.9%

長野県６名、静岡県５名、山梨県４名、青森県１名、その他２４名

【コンベンション誘致報告】
第43回全国保育団体合同研究集会
全国の保育者、保護者、研究者などの保育関係者が一堂に会して保
育・子育てについて学び、語り合い、講座やシンポジウム、分科会な
どもりだくさんの企画が開催されました。大会期間中は、前橋市内の
ホテルだけでなく、高崎市内や伊香保温泉までお泊りいただき前橋市
内外の経済効果にも大きく貢献いただきました。
また、当協会では「まえばしの水」を販売し、暑い前橋の夏に水分補
給に活用いただき 前橋の美味しい水のＰＲもすることが出来ました。
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【 日 時 】 平成23年８月６日（土）～ ８日（月）
【 会 場 】 ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ（全体会）他
【参加人数】7,512名

【観光宣伝活動報告】
「心にググっとぐんま わくわく体験新発見」をテーマに群馬ＤＣが開催されている中、当協
会でも様々な形でＰＲに取り組んでいます。６月から７月にかけての主な観光ＰＲの活動報告
をいたします！
東京銀座の「ぐんまちゃん家」にて
行われた、前橋市サロンドＧでは、
ウクレレ演奏をバックに「赤城の
恵」を味わいながら、マスコミ・
エージェント３４名と和やかに交流
しました。席上、現地取材が具体化、
ウクレレの販路が広がる等、成果を
得ました。

新前橋駅のホームにスタンバイ！本
市の魅力と誘客を図る目的で、八王
子発のＳＬ列車のお出迎えをし、１
車両ごとに厩橋ＣＨＩNDON倶楽部
と観光課・当協会のスタッフが乗車、
移動中に客車内でパンフレットの配
布をしました。渋川駅停車中にホー
ムでは、厩橋ＣＨＩNDON倶楽部の
賑やかしをし、見送りました。

北関東自動車道壬生パーキングエリ
アで北関東、東北エリアへのＰＲの
ために、ハイウェイ観光展を実施し
ました。

協会では定期的に、ぐんまちゃん家（ち）にて「サロンドＧ」を開催し、首都圏のマスコミ・ツーリスト等に前橋の観光情
報を発信し、取材や旅行企画の誘致活動を行っております。
過日（７/20・21）、日本旅行記者クラブより、ライターの方４名をお招きし、前橋の魅力をご案内し、取材をしていただ
きました。今後も新聞や雑誌等、さまざまなメディアで前橋の観光情報を発信していただけるよう積極的に誘致活動を行って
いきますので皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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名称

会場

会期

規模（人）

第７５回日本皮膚科学会東部支部学術大会

平成２３年９月17日～１８日

ベイシア文化ホール（群馬県民会館）他

ベイシア杯全国小学生ドッチボール大会ジャパンカップ11in群馬

平成２３年９月２４日

群馬県総合スポーツセンター

関東東北高齢剣友会交流稽古会

平成２３年９月３０日

群馬県総合スポーツセンター

310

第１７回西関東小学校バンドフィスティバル・マーチングコンテスト

平成２３年１０月２日

群馬県総合スポーツセンター

3,770

第４６回日本小児外科学会関東甲信越地方会

平成２３年１０月８日

前橋テルサ等

関東甲信越アマチュアダンス競技大会

平成２３年１０月１６日

群馬県総合スポーツセンター

2,138

第28回日本シニアテニス連盟全国大会

平成２３年１０月１７日～２０日

群馬県総合スポーツセンター

840

第２６回日本整形外科学会基礎学術大会

平成２３年１０月２０日～２１日

ベイシア文化ホール（群馬県民会館）他

1,350

第４８回関東甲信地区医学検査学会

平成２３年１０月２９日～３０日

前橋市民文化会館

1,000

第１７回日本最小侵襲整形外科学会

平成２３年１１月５日～６日

前橋テルサ等

イベント名

開催日程

300

400

開催場所

"こころひとつ。響け！日本"まえばしフェスタ "風"

9月 3日（土）～11日（日）

前橋中心市街地ほか

風のまち音楽祭2011

9月 3日（土）

前橋中心市街地

上毛電鉄感謝フェアイベント

9月 4日（日）

大胡電車庨（大胡駅徒歩1分）

"こころひとつ。響け！日本"まえばし赤城山ヒルクライム大会

9月11日(日)

前橋合同庁舎～赤城山総合観光案内所

みのり感謝祭グリーンドーム市場2011

9月17日（土）

グリーンドーム前橋

両毛線沿線のほほん着物さんぽ in まえばし（甴子もＯＫ！着物女子会） 9月17日（土）～18日（日）

前橋中心市街地、臨江閣他

両毛線沿線のほほん着物さんぽ「まち歩きスタンプラリー」

9月17日（土）～25日（日）

前橋市、伊勢崎市、桐生市、足利市

第63回前橋まつり
赤城神社 秋季例大祭
第24回赤城山麓いこいの里まつり

10月 8日（土）～9日（日）
10月10日（月・祝）
10月14日（金）

前橋中心市街地
赤城神社（大洞）
富士見ふれあい公園

～マンドリンのまち前橋～朔太郎音楽祭2011

10月15日（土）～16日（日）

メイン会場／市民文化会館、前橋中心市街地

秋のばら園まつり
ウインドミルフェスティバル

10月15日（土）～11月6日（日） 敷島公園ばら園
10月16日（日）
大胡ぐりーんふらわー牧場

前橋酉の市祭

11月 2日（水）

熊野神社（前橋市千代田町）

フェスティバルinFUJIMI（第14回富士見産業祭）

11月 3日（木・祝）

富士見ふれあい公園

総社秋元歴史まつり

11月 5日（土）～6日（日）

前橋市総社地区（総社公民館他）

第8回全国アマチュアちんどん競演会in前橋

11月 5日（土）～6日（日）

前橋プラザ元気21および中心市街地

まえばし秋穫楽市

１１月６日（日）

前橋中心市街地

９月１７日(土)～１８日(日)
両毛線沿線のほほん着物さんぽin前橋
『甴子もOK！前橋着物女子会』当日
は、ＪＲ前橋駅、臨江閣、中心市街地
を結ぶシャトルバスを運行。メイン会
場となる臨江閣では、シルク関連の展
示や、着付け体験、座繰体験など各種
イベントを開催します。

【観光ＰＲブースの出展】
●９月１７日(土)/みのり感謝祭<グリーンドーム前橋>
【観光キャラバンの実施】
●９月１８日(日)～１９日(月・祝)
ぐんまのグルメ大集合<伊勢崎華蔵寺公園>
●１０月(日付未定)
ハイウェーキャンペーン<上里サービスエリア>

レンタサイクルマエチャリ事業報告
前橋駅

赤城山

前橋市では平成9年より、
前橋駅でのレンタサイクル
の貸出を始めました。現在、
年間の貸出実績は約4000
台（２２年度前橋駅）一日
平均１２台の利用がありま
す。目的としては観光が全
体の４0％・利用者の
60％が県外からと、統計
が出ています。

直通バスが通年運行となっ
たのに伴い導入した「マエ
チャリ」も好評いただいて
おります。年間の貸出実績
は約278台（２２年度）う
ち電動自転車は１３３台で
全体の48％です。これから
も、たくさんの方に利用し
ていただけるように、宣伝
していきたいと思います。
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400
2,650

【前橋フィルム・コミッションロケ実績】
作品名

種別

神様のカルテ

映画

主な撮影地

放映・
公開予定

群馬大学医学部附属病院

2011年 8月27日

主な出演者
櫻井

翔、宮崎あおい

『ストーリー』
【本屋大賞】で史上初の２年連続ノミネートを果たした『神様のカルテ』が待望の映画化！美しい自然
に囲まれた信州・松本。本庄病院に勤める青年内科医・栗原一止（櫻井 翔）は、丌眠丌休が続く過酷
な毎日を過ごしている。彼の支えは同じアパート“御嶽荘”に住む仲間たちや、最愛の妻・榛名（宮﨑
あおい）とのひとときだ。
そんなある日、一止は大学病院に誘われる。 最先端医療への興味を抱きつつ、患者さんを残していけ
ないと悩む一止の前に、 末期ガンの安曇雪乃（加賀まりこ）が現れる。 大学病院に見放され、それで
も一止を頼ってきた安曇さん。 彼女と接する中で一止は、医者として、人間としての在り方を見つめ
直していく。 そして、一止は最後にある決断を下す…。

この最先端医療機
器の整った病院は
群馬大学医学部附
属病院で撮影！

ＦＣサポーター募集
・ケータリング（仕出し弁当など）
・車両/輸送（バス、タクシー、レンタカーなど）
・警備
・撮影スタッフ（照明、音響技術など）
・撮影関連（撮影機材レンタル、放送局、貸しスタジオなど）
・宿泊業（ホテル、旅館など）
・エキストラ登録

≪連絡先≫
（財）前橋観光コンベンション協会
担当：誘致支援係
e-mail : info@ maebashi-fc.jp
URL : http://maebashi-fc.jp/
TEL/027-235-2211 FAX/027-235-2233

インフォメーション
平成２3年度のホームページ！
バナー広告掲載を募集しています。
≪お申し込み条件≫
当協会の賛助会員（または加入予定）の法人・個人
≪広告掲載 スペース ≫ 前橋観光コンベンション協会ホームページ「前橋まるごとガイド」のトップページ右
≪募集枠数及び掲載料≫ 14枠、１枠あたり月額2,000円（原則お申し込み日から年度末まで）
≪広告掲載期間 ≫
即日～平成24年３月
随時募集
≪詳細≫
当協会ホームページに掲載 http://www.maebashi-cvb.com/
★☆お問い合わせ先★☆♪
トップページのアクセス数は月平均26,000件、赤城山ライブ
（財）前橋観光コンベンション協会 担当：観光振興係
カメラも大好評！「前橋まるごとガイド」は常に前橋市の魅力
TEL：027-235-2211
を発信し続けます。
E-mail： info_kanko@maebashi-cvb.com

観光パンフレットの紹介！

観光名刺好評発売中！
ころとんビニール袋

観光パンフレットをご活用ください！
協会ＨＰよりダウンロードも出来ます。

２５枚入り １００円
（会員は８０円）
紙袋は有料です。

ころとん名刺も大人気！

前橋市街地・赤城山の観光からグルメ情報、歴史、散策、サイクリン
グコースなど前橋市の魅力を幅広く紹介したパンフレットが揃ってい
ます。 http://www.maebashi-cvb.com/k-pamphlet/index.htm

当協会では、前橋市内の観光スポットを刷り込ん
だ観光名刺台紙を作成・販売しています。みなさ
んも使ってみてはいかがでしょうか。お求めは、
JR前橋駅構内「前橋物産館広瀬川」・前橋市役所
売店・または当協会事務局まで。

発行元：財団法人 前橋観光コンベンション協会事務局
住所 〒371-002２ 前橋市千代田町五丁目１番１６号 前橋プラザ元気２１別館
TEL 027-235-2211 FAX 027-235-2233
URL http://www.maebashi-cvb.com E-Mail poemcity@po.wind.ne.jp
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