市内飲食店への応援

令和２年６月２5日発行
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■ホームページにテイクアウト特集を掲載
前橋市内のまちなかを中心に、テイクアウト＆デリバリー可能な飲食店とお客様をつなげ
る紹介サイト
『MaeTekuマエテク』
と連携し、協会ホームページ内にも応援サイトを作成して
飲食店のテイクアウト情報の周知に協力いたしました。
会員の皆様も是非ご活用ください。
【マエテク応援特集】
https://www.maebashi-cvb.com/feature/35

〒371-0023 群馬県前橋市本町２丁目12-1 K'BIX元気21まえばし１F

マエテク公式アプリ

臨江閣ブルーライトアップ

■飲食店用支援のぼりの作成・配付
新型コロナウイルス感染拡大による外食客の減少対策として、飲食店がテイクアウトを実施
していることを周知するため、
「おいしい前橋をおうちで食べよう！」のぼりを作成し、テイク
アウトを実施している市内飲食店（協会会員15店舗、マエテク参加店194店舗）に配付いた
しました。

第11回T-1グランプリ結果発表
今回で11回を数える
「T-1グランプリ」。
「TONTONのまち前橋」をキャッチフレ
ーズに、名物料理創出活動を行う目的で、市内飲食店を対象とした”群馬県産
豚肉料理コンテスト”を行っています。入賞店（6店舗）及びグランプリ店が
4月23日
（木）に発表・表彰されました。
◆グランプリ パーラーレストラン モモヤ 【tontonナポリタン】
◆入賞店舗（パンフレット掲載順）
日本料理 くろ松／グンマーネオ酒場 リバール。
DINING BEN／居酒屋ダイニング粋源／レストランロッタ

新型コロナウイルスに関連し中止となった主なイベント
行事名

まえばし発酵めぐりの旅バスツアー
赤城南面千本桜まつり
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当初開催予定日

3/21(土)、4/18(土)、5/16(土)
4/4(土)〜4/19(日)

第11代グランプリ
『パーラーレストラン モモヤ』
さん

お問合せ
前橋観光コンベンション協会 027-235-2211
赤城南面千本桜まつり実行委員会 027-283-2131

大胡ぐりーんふらわー牧場さくらまつり

4/5(日)

ぐりーんふらわー牧場まつり実行委員会 027-283-1111

大胡城を囲む史跡めぐり

4/26(日)

上毛電気鉄道 027-231-3597

JR駅からハイキング
わくわく体験
「敷島公園まつり」
＆奇石
「飛び石稲荷」

4/29（水・祝）

前橋観光コンベンション協会 027-235-2211

赤城神社参道松並木とつつじの道ウォーキング

5/3(日)

前橋観光コンベンション協会 027-235-2211

粕川町つつじが峰トレッキング

5/17(日)

前橋観光コンベンション協会 027-235-2211

和のコトAsobi×ぐんまかわいいプロジェクト

5/23(土)、5/24(日)

前橋観光コンベンション協会 027-235-2211

赤城山 新緑＆つつじWEEK

5/23(土)〜6/21(日)

赤城山つつじ祭り実行委員会 027-235-2211

6/13（土）

前橋観光コンベンション協会 027-235-2211

JR駅からハイキング
百名山赤城山新緑とつつじの道onedayウォーキング
第70回 前橋七夕まつり

7/10(金)〜7/12日(日)

前橋七夕まつり実施委員会事務局 027-289-5565

7/11(土)、7/12日(日)

大胡 園まつり実行委員会 027-283-1111

赤城山夏まつり

8/1(土)

赤城山夏まつり実行委員会 027-288-2211

第64回 前橋花火大会

9/12(土)

前橋花火大会実施委員会事務局 027-235-2211

第72回 前橋まつり

賛助会員募集

10/10(土)、10/11(日)

前橋まつり実施委員会 027-234-5109

当協会は前橋市及び周辺地域の魅力を広く発信し、
また、観光客・コンベンション・ロケ誘致等を積極的に行っております。
当協会の趣旨等にご賛同いただける賛助会員を募集しております。詳しくはお問い合わせください。
（担当：総務課）
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第40回前橋観光百景写真コンテストのお知らせ

■群馬デスティネーションキャンペーンに伴う関連事業

第40回前橋観光百景写真コンテストを実施いたします。
例年4月から6月までを募集期間としてきましたが、
コンテスト
実施年の4大イベント
（初市まつり・七夕まつり・花火大会・前
橋まつり）の作品を応募できるよう、今回より下記のとおり日程
を一部変更致しました。
前橋市のイメージアップとなる風景や街並み、四季折々の自
然、名所、旧跡、文化財や祭り、伝統芸能、イベントなどを撮影
した、観光振興にふさわしい作品をお待ちしております。

群馬デスティネーションキャンペーンに先駆け今年2月に放送された、JR東日本「大人
の休日倶楽部【古墳大国 群馬編】
」テレビCMの撮影地となった日本キャンパック大室
公園について、
コマーシャル効果で増加した観光客に向け、様々な施策が実施されま
した。
（※新型コロナウイルス感染拡大防止に関連し、一部休止となっております。
）
◆日本キャンパック大室公園周辺マップの作成（前橋観光コンベンション協会）
自家用車で来訪する観光客に対し、公園周辺の観光案内を行うとともに滞在時間
の延長による市内への経済効果を狙う広域マップを作成しました。

応募に際しての注意事項

サイズ：A3三つ折りフルカラー 作成部数：20,000部

撮影期間 平成30年1月1日以降に撮影された未発表のもの

◆前橋歴史の旅ポスターの作成（前橋観光コンベンション協会）
前橋の古墳にスポットを当て、前橋の新たな魅力を発信するためのポスター
「Maebashi Historical Trip」を作成しました。
サイズ：B2

作成部数：200枚

前橋歴史の旅ポスター

◆大室公園に期間限定の物販店がオープン（前橋市物産振興協会・前橋市）
前橋の名産品や工芸品、はにわ、弁当、
ぐんまちゃんやころとんのキャラクターグッズ
など、前橋土産が購入できる臨時の物産販売施設を南駐車場にオープンしました。
また、キッチンカーを配置するなどし、前橋らしい食のおもてなしも行いました。
営業期間 3月14日〜6月28日までの土日祝祭日
営業時間 10:00〜16:00
問合わせ 前橋市物産振興協会 027-223-1181

キッチンカーの様子

刷 銀塩プリントまたはデジタルプリント

一

（ワイドタイプ不可）
、
Ａ４サイズ、
般 四つ切
六つ切及び六つ切ワイドタイプ

学

生 ２ＬまたはＡ４サイズ

お問合せ

令和2年9月1日
（火）〜10月30日
（金）必着
郵送または直接お持ちください。
受付時間（平日 8：30〜17：00）
前橋観光コンベンション協会 電話：027-235-2211
〒371-0023 前橋市本町2-12-1

前橋フィルムコミッション支援作品情報

公共交通で来訪される観光客に対応する為に、路線バスが増発されました。

前橋フィルムコミッションでは、映画、テレビ等の撮影場所の紹介
や撮影支援を積極的に行っております。
古墳の石室見学の行列

前橋に泊まって当てようキャンペーン2020
市内の旅館・ホテル等に宿泊してアンケートに答えたお客様に豪華なプレゼントが抽選で当たります。
今年は7年目を迎え、コロナ禍の影響を早期に解消するためのサポート事業として、プレゼントの種類も増やして、
より豪華に実施します。
■参加宿泊施設募集期間 6月25日(木)〜7月8日(水)
■キャンペーン実施期間 8月1日(土)〜11月29日(日)

第19回上毛三山スタンプラリーを開催いたします
赤城山・榛名山・妙義山の観光と自然を楽しみながら、3つのスタンプを集めると抽選で豪華賞品が当たります。
実施期間：令和2年8月1日(土)〜令和3年1月31日(日)予定
参加方法：チラシ内のハガキに３ヵ所のラリーポイントでスタンプを集めて
郵送または各ラリーポイントに設置してある応募箱に投函。
《ラリーポイント》
（チラシ及びスタンプ設置）

夏の赤城大沼

印

申 込 み

◆大室公園行きのバスの増発（日本中央バス・前橋市）
路線名
西大室線（前橋駅〜日本キャンパック大室公園）
増発期間 3月1日より当面の間
運行会社 日本中央バス株式会社

※組み写真は不可 ※応募は一人10点まで

① 赤 城 赤城神社（富士見町）
・県立赤城公園ビジターセンター・
富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館・風ラインふじみ
② 榛 名 榛名神社・県立榛名公園ビジターセンター・榛名湖温泉ゆうすげ元湯・
はるなふれあいの郷
③ 妙 義 妙義神社・みょうぎ物産センター・富岡市立妙義ふるさと美術館・
妙義ふれあいプラザ妙義温泉もみじの湯

【令和2年2月19日〜4月30日】
問合せ：4件 実績：5件
◆情報番組「さわやか自然百景 赤城山 」／赤城山 (NHK総合・NHK-BS)
◆ドラマ「仮面ライダー01」／前橋市嶺公園 (テレビ朝日)
◆バラエティ
「音楽チャンプ」／楽歩堂前橋公園 (テレビ朝日)
©2019石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 (嶺公園)

「コンベンション誘致促進助成金制度」のご案内
当協会では、前橋市で各種コンベンションを開催
していただくために、誘致促進助成金制度を設け
ております。会期２日以上で主たる宿泊地が前橋
市内に見込まれる全国規模以上のコンベンション
で最大100万円、
ブロック規模でも最大50万円まで
の助成が受けられる制度です。詳しくはコンベンシ
ョン誘致課までお気軽にお問い合わせください。
＊令和元年度助成実績 4,544千円／14件
【令和元年度 誘致・支援したコンベンション】
合計 34件／12,550名（前年度24件／9,653名）
経済効果 5億1,280万円（前年度 4億6,430万円）
※観光庁「MICE開催による地域経済波及効果測定モデル」
により算出した結果です。

誘致促進助成金制度のご案内
ブロック規模以上の大会

国際規模・全国規模以上の大会
助成
金額

100万円まで

最大

要件 国際規模/日本を含む２カ国以上から参加者
の参集が見込まれ参加者総数が50名以上。

助成
金額

50万円まで

最大

要件 群馬県を含む3県以上から参加者の参集が見込
まれ参加者総数が100名以上。

全国規模/全国から参加者の参集が見込まれ、参
加者総数が100名以上。

国際規模コンベンション

▶海外からの参加外国人 一人当たり 3,000 円
＋

▶県外参加者 一人当たり 1,000 円
全国規模コンベンション

▶県外参加者 一人当たり 1,000 円

ブロック規模コンベンション

▶県外参加者 一人当たり 500 円
※本制度詳細については別途定める「前橋観光コンベ
ンション協会コンベンション誘致促進助成金交付要綱」
によります。

