
本庄市長定例記者会見（平成３０年１０月３０日） 資料№１

平成３０年度本庄市人権教育研究集会の開催について

市民一人ひとりの人権が尊重され、ともにいきいきと暮らすことのできるまちづ

くりを目指し、人権教育研究集会を開催します。

「子どもから学ぶ」と題して、親しみやすいキャラクターで人気のタレント、

中山秀征さんをお招きし、イクメンとして子育ての経験を基にした講演をいた

だきます。

日 時 平成３０年１１月７日（水）

午後７時００分 ～ 午後８時１０分

（開場：午後６時３０分）

会 場 本庄市民文化会館（定員１，２００名）

その他 入場無料、手話通訳あり

（主催）本庄市、本庄市教育委員会

○添付資料 記録・取材について １部

チラシ １部

問合せ先

○本件記事に関すること 市民生活部 市民活動推進課 人権推進･男女共同参画係

担当：片貝、鈴木

電話 ０４９５（２５）１１１８

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５



事 務 連 絡

平成３０年１０月３０日

関 係 各 位

市民活動推進課

記録・取材について

講演の録音･録画・写真撮影につきましては、講師の著作権や肖像権等

にも関連して参りますので、下記をご参照の上ご準備ください。

記

・録音はご遠慮ください。

・録画はご遠慮ください。

・記録用の写真撮影を含む取材等につきましては、個別に、所属事務

所への事前連絡と確認、また、取材後の掲載記事等につきましても

所属事務所による事前確認が必要となりますので、前々日までに記

事担当者までご連絡をお願いします。

なお、事前に連絡のない当日の取材につきましてはお断りさせてい

ただきます。





本庄市長定例記者会見（平成３０年１０月３０日） 資料№２

春のシバザクラ、夏のアジサイ、秋のマリーゴールドに続き、イルミネーションの光を

灯すことで、マリーゴールドの丘に新たな冬の彩りを加え、四季折々で丘の色が移り変わ

るカラフルなマリーゴールドの丘公園が完成します。

マリーゴールドの丘公園に下記の期間イルミネーションの装飾を施し、併せて初日には、

点灯式を開催します。

○添付資料 １部（なお、内容は変更になる可能性がございます。）

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市都市整備部 都市計画課 担当：野口

電話 ０４９５（２５）１１３７

○広報全般に関すること 本庄市企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

【イルミネーションの点灯】

期 間：平成 30 年 11月 23日（金・祝）～平成 31年 1 月 20日（日）

時 間：17 時～22時頃まで

場 所：本庄市マリーゴールドの丘公園（本庄市早稲田の杜 1-13-1）

（JR上越新幹線本庄早稲田駅北口から徒歩 5分程度）

【点灯式（昼の部、夜の部）】（※雨天中止）

日 時：平成 30 年 11 月 23日（金・祝）（入場無料）

内 容：（昼の部 14時 30 分～16時 00 分）

・ダンス等の披露

(夜の部 16時 30 分～17時 00分）

・イルミネーションカウントダウン

・ハンドベル演奏(本庄東高等学校吹奏楽部)

・飲食ブース出店(スープ、軽食等)

その他：早稲田の杜まちづくり活動勉強会の協力により、

来場者へ光るブレスレットを配布

マリーゴールドの丘公園

イルミネーション事業並びに点灯式の開催について





『宮沢賢治を読みなおす―「雨ニモマケズ」の読解―（「デクノボーになり

たい」は誤読）』と題して、「雨ニモマケズ」についての画期的な読解による

お話しをしていただきます。

日 時 平成３０年１１月１７日（土）

午後２時００分 ～ 午後３時３０分

（開場：午後１時３０分）

会 場 本庄市立図書館本館 ２階会議室

その他 定員：６０名（先着順）入場無料

講 師 須藤 与志 氏

１９４０年生まれ。本庄市在住、本庄高校卒業、埼玉

大学卒業。１９６２～２０００年教職（１９６２～

１９６８年：県立本庄高校在職）

著書に「泥塑(でいそ)賢治（宮沢賢治の原像）」

本庄市長定例記者会見（平成３０年１０月３０日） 資料№３

平成３０年度本庄市立図書館文芸講演会の開催について

読書の秋にちなみ、市民の皆様が読書に関心を深め、読書活動の推進を図ること

を目的として、文芸講演会を開催します。

○添付資料 チラシ１部

問合せ先

○本件記事に関すること 教育委員会事務局 図書館 奉仕係

担当：中山、沖田

電話 ０４９５（２４）３７４６

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５





本庄市長定例記者会見（平成３０年１０月３０日） 資料№４

「ケイアイスタジアム」表示板除幕式の開催について

８月に決定いたしました「ケイアイスタジアム」の表示板がこのたび完成いたしました。

つきましては、除幕式を開催いたしますので、是非ご来場ください。

○添付資料 １部（案内図）

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市教育委員会 体育課 庶務係 担当：橋本

電話 ０４９５（２５）１１５２

○広報全般に関すること 本庄市企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

１．日 時 １１月１日（木）午後２時～午後３時

２．会 場 本庄総合公園市民球場入口付近（別紙案内図）

本庄市北堀４３３番地

３．主 催 ケイアイスター不動産株式会社

４．内 容 本庄総合公園市民球場の愛称「ケイアイスタジアム」表示板の

除幕式を開催します。

※ 当日、雨天の場合の対応については、体育課にご連絡ください。





本庄市長定例記者会見（平成３０年１０月３０日） 資料№５

本庄まつりの開催について

中山道一の山車まつりを誇る「本庄まつり」が開催されます。

本庄の「鎮守様」として市民から親しまれている金鑚神社の大祭で、町内１０基の山

車が勢揃いする姿は圧巻です。是非ご来場ください。

また、山車アプリにより山車の位置・お祭り情報を確認いただけます。

○添付資料 パンフレット（１部：こだま秋まつりと同一）

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市観光協会本庄支部（本庄市商工観光課内 担当：山口）

電話：０４９５－２５－１１７４

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

まつりの流れは、１１月２日の宵祭り(前夜祭)で、祭りの安全を祈願し、１１月３日午前

１０時には、神社本庁より献幣使（ケンペイシ）を迎え例大祭が行われます。正午に神輿が

神社を発御し町内を渡御します。山車は、そのお供で巡行し、これを附祭りと呼んでいます。

山車には、金箔や漆彩色で仕上げられた見事な彫刻や精巧な彫金、華麗な文様の緞帳が飾

られ、子供たちも加わった囃子方の奏でる優雅なお囃子の音色が、独特な祭情緒をかもし出

します。

○行事名：本庄まつり

○日 時：１１月２日（金）・３日（土・祝）

○主 催：本庄まつり実行委員会

○場 所：本庄市街地

○交 通：ＪＲ高崎線 「本庄駅」下車 徒歩約５分

関越自動車道 「本庄児玉ＩＣ」より車約６分（約３.０km）

○その他：トイレ：有。駐車場：有（約５００台）。

関連ＨＰ：https://www.honjo-kanko.jp



本庄市長定例記者会見（平成３０年１０月３０日） 資料№６

こだま秋まつりの開催について

児玉地域の総鎮守である八幡神社の例大祭の「こだま秋まつり」が開催されます。

御神馬（ごじんめ）を伴う御神幸行列が巡行し、附祭りとして山車３基と屋台１基が、

お囃子を奏でながら曳き廻され、ＪＲ児玉駅前や市街地の四つ角等で競演会が行われます。

是非ご来場ください。

○添付資料 パンフレット（１部：本庄まつりと同一）

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市観光協会児玉支部（本庄市環境産業課内 担当：今井）

電話 平日 ：０４９５（７２）１３３４

土日祝日：０４９５（７２）１３３１

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

御神馬を伴う御神幸行列の巡行は、先鋒、金棒、旗、塩振り、神官、天狗（猿田彦大神）、

五色旗、賽銭箱、武士、神社旗、御神馬と続きます。なお、御神馬が暴れると火災などの災難

が起きると言われることから、御神馬が通り過ぎる間は競演会のお囃子を行ないません。

○行事名：こだま秋まつり

○日 時：１１月３日（土・祝）

○主 催：こだま祭り実行委員会

○場 所：本庄市児玉町市街地内

○交 通：ＪＲ八高線 「児玉駅」下車すぐ

関越自動車道「本庄児玉ＩＣ」より車約１０分（約５.０km）

○その他：トイレ：有。駐車場：有（約４００台）

関連ＨＰ／https://www.honjo-kanko.jp./







本庄市長定例記者会見（平成３０年１０月３０日） 資料 No.７

第１２回ほんじょう公園まつりの開催について

本庄ふるさとフラワーパークで、第１２回ほんじょう公園まつりが開催されます。

先着１,０００名様には花の種をプレゼントするほか、緑の募金にご協力いただいた

方には、苗木プレゼントを行います。さらに、花、植木、野菜等の即売会も実施します。

秋晴れの一日に楽しいイベントを用意してお待ちしております。是非ご来場ください。

○添付資料 チラシ １部

問合せ先

○本記事に関すること

主 催：本庄市北地域都市公園指定管理者 本庄市環境緑の会 担当：斎藤

電話 ０４９５（２４）７１８１（若泉運動公園武道館内）

担当課：本庄市都市整備部 都市計画課 施設公園係 担当：新井

電話 ０４９５（２５）１１３７

○広報全般に関すること 本庄市企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

○日 時：平成３０年１１月１０日（土）午前１０時から午後３時まで

○場 所：本庄ふるさとフラワーパーク（本庄市小島５丁目１２２０番１）

○内 容

【イ ベ ン ト】ステージ

宮本町の祭り囃子、保育園児の鼓笛隊、「はにぽんの歌」の演奏、本庄第一高校

チアリーディング部演技披露［新企画］・ほんじょうウルトラクイズ 他

【遊びの学校】竹とんぼ、ベーゴマ、メンコ、フリスビー、竹馬、太鼓たたき

【いごげえむ】日本棋院埼玉本庄支部による囲碁教室［新企画］

【絵画展示等】保育園児絵画展、らくがき体験

【有 料 体 験】ポニー乗馬体験（300 円）、わた菓子体験（100 円）

【模 擬 店】焼きそば、うどん、そば、から揚げ、クレープ、イカ焼き等

【そ の 他】

福祉作業所の物品販売

本庄市菊花会による菊花展を開催（菊花展：平成 30年 11 月 9日～12日）

本庄市マスコット「はにぽん」が登場、良い子のみんなにキャンディをプレゼント

他にも楽しいイベントをご用意してお待ちしております。







本庄市長定例記者会見（平成３０年１０月３０日） 資料№８

今月６日から１３日まで、インドネシア共和国ジャカルタで開催された「インドネシア

２０１８アジアパラ競技大会 陸上 走り幅跳び」において銀メダルを獲得した小久保寛太

選手の報告会を開催します。

小久保選手は、本庄市を練習拠点として、２０２０東京パラリンピック出場を目指して

おり、今回は、自己ベストを更新し、日本新記録で銀メダルに輝きました。

本庄市では、本庄特別支援学校在学中から小久保選手を応援しています。

○添付資料 チラシ１枚

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市企画財政部 秘書課 担当：清水

電話 ０４９５（２５）１１５３

○広報全般に関すること 本庄市企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

日 時 ／平成３０年１１月１２日（月）

１２時３０分～

場 所 ／本庄市役所 １階 市民ホール

内 容 ／アジアパラ競技大会の報告

インドネシア２０１８アジアパラ競技大会

小久保 寛太 選手 報告会を開催します。





本庄市長定例記者会見（平成３０年１０月３０日） 資料№９

子供たちの学校給食や「食」に対する興味・関心を高めることを目的として、管内小学

生を対象に、夏休みに「学校給食に関する絵画」の募集を行いました。

このたび表彰式並びに展覧会を下記のとおり実施しますので、是非ご覧ください。

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄上里学校給食センター 担当：小沢・神村

電話 ０４９５（２４）２６２１

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

本庄上里学校給食センターでは、「食を通して子供たちの心身の健全な育成を図る」と言う基本

理念のもと安全・安心で美味しい給食の提供を行っております。

今年は、約 1,969 名から応募があり、管理者賞を始め、多数の絵を入賞作品として選定しまし

た。どの作品も、給食時間の楽しさがあふれています。

○表彰式

日 時：平成３０年１１月２３日（金・祝）午後１時３０分

給食センター会議室（２階会議室）

内 容：賞状及び記念品の贈呈、記念撮影

○作品展示

はにぽんプラザ ・・・・・・・ 平成３０年１１月２７日（火）～１２月４日（火）

午前８時３０分～午後１０時（閉館）まで

上里町役場１階「町民ホール」・・ 平成３０年１２月６日（木）～１３日（木）

午前８時３０分～午後５時１５分まで

平成２９年度の様子

表彰式 作品展示の様子
平成２９年度

管理者賞作品

平成３０年度 学校給食に関する絵画コンクール

表彰式並びに展覧会の開催について



本庄市長定例記者会見（平成３０年１０月３０日） 資料№１０

学校給食フェアを開催します！

学校給食やセンターでの取組みについて理解・関心を深めていただくため、また給食セ

ンター設立５０周年を記念して、学校給食の試食・センター見学会を開催します！

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄上里学校給食センター 担当：小沢・神村

電話 ０４９５（２４）２６２１

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

日 時 平成 30年 12月 10日（月） 10：30開始 13：00終了予定

場 所 本庄上里学校給食センター

参 加 ３０名

内 容 センター内見学・給食試食

費 用 300 円 (当日に徴収)

申込み 11月 19日（月）～11月 26日（月）平日 9：00～16：00

電話で給食センターへ 先着順 30名（申込みは 1度に 2名まで）


