




 本庄市休日急患診療所の夜間診療を開始します

新保健センターの建設工事が完了し、６月２６日（月）より、本庄市北堀地内の新センターで

の業務を開始し、本庄市休日急患診療所も同所に移転します。 

本庄市休日急患診療所では、今までの休日・祝日・年末年始の内科系診療に加え、７月より平

日木曜日の夜間診療を開始します。

○平日夜間診療 平日の木曜日 

平成２９年７月６日（木）より開始 

診療日  ： 平日の木曜日 

診療時間 ： 午後８時～１０時（※木曜日が休日にあたる場合は、休日と同じ診療時間です。） 

 診療科目 ： 内科系疾患 

○休日診療 

診療日  ： 日曜日・祝日・年末年始（12月30日～1月3日） 

診療時間 ： 午前９時～正午 午後１時～４時 午後７時～１０時 

 診療科目 ： 内科系疾患

本庄市児玉郡医師会立本庄市休日急患診療所 

 本庄市保健センター内 

電話：０４９５－２３－３３２２ 

本庄市健康推進課（本庄市保健センター） 

住所：本庄市北堀１４２２－１ 

電話：０４９５－２４－２００３ 
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本庄市保健センター開館記念式典の開催について 

先日は、完成に伴う新保健センターの内覧会を、式典に先がけて行わせてい

ただいたところ、取材対応いただきましてありがとうございました。 

下記により、新保健センターの開館記念式典を行いますので情報提供させて

いただきます。 

記 

開館記念式典 

○日 時   平成２９年７月１日（土）   

       午後１時３０分から 

○所在地   本庄市北堀１４２２－１ 

       ＴＥL：０４９５－２４－２００３ 

＊開館記念式典の写真撮影は、式典の進行に支障がない範囲で可能となってお

ります。 

なお、当日は式典のほか、招待者および市民向けの内覧会（午後３時３０分

から午後４時３０分）も予定されており、現地での個別の対応ができないこと

をご了承いただきたいと存じます。 

【 お問い合わせ： 健康推進課  TEL0495-24-2003 】  
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図書館(本館)の開館時間を試行延長します

本庄市立図書館本館は、平成２９年１月２１日のリニューアルオープンと同時に祝

日も開館とし、多くの皆様に利用していただいています。 

さらに、図書館利用者の拡大と利便性の向上を図るため、以下のとおり開館時間延

長を試行するものです。 

１．試行期間  平成２９年７月２０日（木） ～ 平成３０年３月３０日（金） 

２．延長日時 ・毎週木曜日・金曜日の２日間 

       ・午前９時３０分から午後８時まで（１時間４５分延長） 

（現行：午前９時３０分から午後６時１５分まで） 

※年末年始、館内整理日等休館日は除く 

        ※調査相談、レファレンス室、資料展示室及び閉架書庫資料の利用、

コピーサービスは除く 

３．委託業者  公益社団法人 本庄市シルバー人材センター 

【お問い合わせ 図書館  ０４９５－２４－３７４６】
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【お問い合わせ：下水道課  ０４９５－２５－１１４６】

日本では昔から、朝夕に庭先や玄関先に打ち水をする習慣がありました。水は

蒸発するときに熱を奪うため、打ち水をすると涼しくなるといわれています。 

これはこの夏懸念される消費電力不足に対応することにもつながります。 

そこで、７月２３日（日）大暑から８月２３日（水）処暑の間、 

「打ち水を本庄の風物詩にしよう」を合言葉に、みなさんの家庭や職場でも 

打ち水をしてみませんか。

～～市市民民一一斉斉打打ちち水水大大作作戦戦～～
一斉に打ち水をして、まちを涼しくしましょう。 

当日は、集まっていただいたみなさんに打ち水をしていただき打ち水の効

果を体感していただきます。今年は２会場で実施します。 

① はにぽんプラザ前小イベント広場（本庄市銀座１－１－１） 

日時 ７月２８日(金)午後３時３０分～（雨天中止） 

② アスピアこだまイベント広場（本庄市児玉町八幡山３６８）

日時 ７月３１日(月)午後３時３０分～（雨天中止） 

あつい夏を 

２℃ 

涼しくしよう！ 
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「平成２９年度 子ども大学ほんじょう」

が開講します

概要

子ども大学ほんじょうは本庄市・美里町・神川町・上里町・及び早稲田大学や青少年育成団

体が「子ども大学ほんじょう実行委員会」を組織し、各協賛企業等の協力を得て開催していま

す。児玉郡市の小学校５・６年生を対象に、ものごとの原理やしくみを追及する「はてな学」、

地域を知り郷土を愛する心を育てる「ふるさと学」、自分を見つめ人生や将来について考える「生

き方学」の３分野について学びます。学校や家庭では体験できない活動や講義を実施すること

で、子どもたちの知的好奇心を刺激します。

開 催 日 平成２９年６月２５日（日）～平成２９年１２月１０日（日）

         ※講義の予定は別紙参照

【修了式】１２月１０日（日）１０時３０分～１１時３０分

              会場：早稲田大学本庄高等学院稲稜ホール

会  場   早稲田リサーチパーク・コミュニケーションセンター、早稲田大学本庄高等

学院 など

対象者と募集定員  児玉郡市在住の小学校５・６年生  ７０名

        ※申込について、毎年５月上旬頃各小学校５・６年生に募集のチラシを配布しています。

主  催   子ども大学ほんじょう実行委員会（次の７団体）

①早稲田大学 ②公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク

③本庄市青少年育成市民会議 ④本庄市教育委員会

⑤美里町教育委員会 ⑥神川町教育委員会 ⑦上里町教育委員会

協賛企業 ＤＯＷＡハイテック株式会社・朝日工業株式会社・赤城乳業株式会社・

株式会社カインズ・賛光精機株式会社・埼玉北部ヤクルト販売株式会社・タツム  

テクノロジー株式会社・医療法人社団泰史会小林クリニック・株式会社才武給食・

本庄観光株式会社・株式会社グローバルソフトウェア・ベーカリーズキッチンオハ

ナ・株式会社関東地区昔がえりの会・株式会社ディーアイケイ・本庄ケーブルテレ

ビ株式会社、埼玉ひびきの農業協同組合、キトー商会（順不同）

【お問い合わせ 生涯学習課  ０４９５－２２－３２４８】
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平成２９年度子ども大学ほんじょう　予定表

月日 時間 講師 会場

６/２５（日） 13：00～14：00 早稲田大学本庄高等学院

７/９（日） 9：00～16：30 Ｎｏ.１ チャレンジ活動でチームワークを身につけよう！ 神川げんきプラザ　スタッフ 埼玉県立神川げんきプラザ

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
①レポートの書き方、メモの取り方の実習
②コミュニケーション～違いを認めて仲良くなろう！
～

①早稲田大学　井上　裕一　先生
②健康生きがいづくりアドバイザー
　沼澤　広美　先生

Ｎｏ.２ 児玉郡市マスコットキャラクターのひみつ！
はにぽん、ミムリン、神じい、なっちゃん、
こむぎっち

７/２９（土） 13：30～16：30 Ｎｏ.３ 地元の企業見学① DOWAハイテック株式会社　社員の皆さん ＤＯＷＡハイテック株式会社

８/２（水） 10：00～15：00 Ｎｏ.４ 地元の企業見学② 赤城乳業株式会社　見学案内スタッフ
赤城乳業株式会社

本庄千本さくら『５Ｓ』工場

８/１６（水） 9：30～15：30 Ｎｏ.５ 大きな筆で、でっかい字を書こう！ 書道研究途上社　代表　渡部　大語　先生
本庄市児玉文化会館
（セルディ）

８/２５（金） 8：30～18：30 Ｎｏ.６ 早稲田大学キャンパスツアー 早稲田大学

Ｎｏ.７ うぐいす笛を作って、色々な音階を出してみよう！ 早稲田大学本庄高等学院　教諭　影森　徹　先生

Ｎｏ.８
いかにして速く走るか？！
～速く走る技術と練習法について～

早稲田大学本庄高等学院　教諭　田邊　潤　先生

Ｎｏ.９ 宇宙の不思議を学ぼう！
国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構
(JAXA)
中沢　孝　先生（広報部・筑波宇宙センター）

Ｎｏ.１
０

身近にあるモノはどうやって”動く”の？
～エネルギーの移り変わりを考えてみよう！～

早稲田大学大学院　環境エネルギー研究科
教授　納富　信　先生

１１/５（日） 9：30～15：00
早稲田リサーチパーク・
コミュニケーションセンター

１１/１９（日） 9：30～15：00
早稲田リサーチパーク・
コミュニケーションセンター

１２/３（日） 9：30～17：00
早稲田リサーチパーク・
コミュニケーションセンター

１２/１０（日） 10：30～11：30 早稲田大学本庄高等学院【修了式】　修了証書授与

７/２４（月） 9：30～15：30
早稲田リサーチパーク・
コミュニケーションセンター

９/２（土） 9：00～16：00 早稲田大学本庄高等学院

１０/１４（土） 9：00～16：00
早稲田リサーチパーク・
コミュニケーションセンター

内容

【入学式】

【学園祭準備①】

【学園祭準備②】

【学園祭】



児玉小学校に芝生コーナーを整備します 

昨年の本庄東小学校に続き、児玉小学校の校庭に芝生ｺｰﾅｰを整備します。 

市では、校庭の芝生化を推進していますが、８校目として、児玉小学校校

庭の芝生苗の植え付けを下記のとおり行います。総合的学習の時間内で、環

境教育の授業として、５,６年児童と学校教職員が実施する予定です。 

１．日  時  7 月 4 日（火） 小雨決行  ※予備日 7 月 5 日（水） 

                  7 月 7 日（金） 

午後 2 時～午後 3 時 40 分 

２．場  所  児玉小学校校庭 （1,168 ㎡） 

３．参 加 者  5,6 年児童及び学校教職員（約 150 人）

※イメージ写真は、Ｈ26 の共和小学校です。

【お問い合わせ 教育総務課   ０４９５－２５－１１８２】  

資料 ７ 





■ 本庄上里学校給食センターは、本庄市や上里町の小学生や中学生（ただし、児玉地域は各学校 

に給食施設を設置）に安全で、安心な給食を提供する施設です。また、地震や水害等の災害時に 

も米飯を提供できるよう、自家発電装置などが備えてあります。 

当センターでは、給食センターの役割を理解していただくとともに、防災意識を一層高めてい

ただくことを目的に『災害時の炊き出し用おにぎり作り』を体験するイベントを下記のとおり企

画いたしましたので、取材をお願いいたします。 

記 

◇日 時 平成２９年７月２１日（金曜日）午前１０時３０分開始、午後０時30分終了予定 

 ◇場 所 本庄上里学校給食センター（下図参照） 

 ◇参加者 １５０名程度 

本庄地域、上里町の中学、高校に通学する生徒に参加を呼びかける 

締切日は７月７日（金）（定員になり次第締め切り。学校又は給食センタ－へ申込み

参加者少数のときは、締切日を延期し、保護者の皆様も含めて再募集いたします 

◇費 用 無料 （ごはん、とん汁、食器等は当センターで用意。） 

 ◇駐車場 なし。（自転車か乗用車相乗りまたはバスでお越しください。） 

・・・・栄養士による衛生管理
のお話し・・・・

    JR 高崎線    本庄駅 

            平和通り   

沖電気    ★     アピタ

二本松通り       

 国道 462号 

○Ｃ本庄市 2010

・・・・栄養士による衛生管理のお話し・・・・ 

・・・・おにぎり作り体験コーナー ・・・・・・  

・・・・・おにぎり、とん汁の試食会・・・・・ 

～自分でおにぎりをにぎって、食べてみよう～ 

■内容

 ≪本庄上里学校給食センターより≫ 

地震や水害など災害時の炊き出し   

おにぎり作り 体験

○Ｃ上里町 2011

※お問い合わせ 

本庄上里学校給食センター 

本庄市小島南１－８－１ 

◇本庄駅より自転車で約１０分 

（電話）０４９５－２４－２６２１

（Fax）０４９５－２３－２０９１
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７月観光情報（本庄地域） 

資料 9 

情 報 名:  本庄祇園まつり

日 時:  ７月１５日（土） 交通規制時間 午後４時～午後１０時 

７月１６日（日） 交通規制時間 午後２時～午後１０時 

・みこし巡行（中山道～銀座通り）：１６日 午後４時～午後１０時 

・台町の獅子舞 

八坂神社～台町町内～大正院：１５・１６日 午後２時３０分～午後９時３０分 

   銀座ポケットパーク～はにぽんプラザ：１６日 午後３時～午後４時４５分 

・子どもみこし巡行（銀座通り～中山道）：１５日 午後４時 はにぽんプラザから出発 

場 所:  本庄市街地（祭典本部：はにぽんプラザ 本庄市銀座１－１－１） 

内 容:  「本庄祇園まつり」は、台町の八坂神社において疫病を追い払うため、みこしを担いだ

のが祭礼の始まりです。 

現在では、各町内の大人みこしや子供みこしなどが市内を練り歩く盛大な祭となって

います。１６日には、東西に分かれてのみこし巡行も行われ、近隣及び県外の観客を含

め、大変な賑わいを見せています。 

このお祭りでは、みこしを逆さまにして廻す日本随一の『七軒町逆さ廻しみこし』も行

われます。 

また、１５・１６日には台町八坂神社の境内で、無病息災、五穀豊穣、地域社会の安全

を願い獅子舞が奉納されます。この獅子舞は、埼玉県指定無形民俗文化財になっており、

『台町の獅子舞』として広く知られ、別名『雨乞い獅子』と言われています。 

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 

○国道１７号 諏訪町交差点より車約５分 

トイレ・駐車場:  トイレ 臨時トイレ 有 

駐車場 有（本庄市役所・埼玉ひびきの農協跡・本庄商工会議所 ほか） 

主 催:  本庄祇園まつり実行委員会 

関連するＨＰ:  http://www.honjo-kanko.jp 

照 会 先:  本庄市観光協会（本庄市役所商工観光課内） 

℡0495-25-1111 



７月観光情報（本庄地域） 

資料 9 

情 報 名:  お姿流し

日 時:  ７月３１日（月） 午後６時頃～ 

場 所:  若泉第一公園（本庄市若泉２丁目付近） 

内 容: 

夕方より公園のせせらぎにおいて、金鑚神社の「茅の輪くぐり」をして無病息災を願い、自分の身の

汚れを型紙に込めて水に流し去る行事です。 

夏の涼を求めて、２千人以上の人々で９時頃まで賑わいます。 

交 通:  ○ＪＲ高崎線 本庄駅下車 徒歩約１５分 

○関越自動車道 本庄・児玉ＩＣより車約６分 

○国道１７号 照若町交差点より車約３分 

トイレ・駐車場:  トイレ 有 

駐車場 有 

主 催:  金鑚
かなさな

神社 

関連するHP:  http://www.honjo-kanko.jp

照 会 先:  ○金鑚神社 0495-22-3267 

○本庄市観光協会（本庄市役所商工観光課内）0495-25-1111 



７月観光情報（児玉地域） 資料 ９

情報名： こだま夏まつり                                           

日 時： ７月１６日（日） １１時００分～２１時３０分 （毎年、「海の日」の前日の日曜日に実施） 

場 所： 本庄市児玉町市街地 

内 容： こだま夏まつりは「八幡
はちまん

の祇園祭」と呼ばれ、９基のみこしが市街地を練り歩きます。 

こだま夏まつりの代名詞は夕刻から始まる「ケンカみこし」。２基・３基のみこしがトンボ 

を組み合わせ、「叫び」「回し」「押し合う」荒々しく活気あふれる組み合いも健在で、伝 

統ある町だからこその、若者の力が今も光る祭礼です。 

  １２：１５ 八幡神社にみこしが集結 

  １２：３０ 渡御発輿祭
とぎ ょは っ こ う さ い

  １３：２０ 宮
みや

神輿
み こ し

担ぎ出し（今年は境内にて担ぎます。） 

  １３：３０ みこし渡御
と ぎ ょ

開始（自由渡御
と ぎ ょ

） 

交 通：   ○ＪＲ八高線 児玉駅下車 （徒歩０分） 

○関越自動車道 本庄・児玉ＩＣより 車 約１０分 

トイレ駐車場の有無： トイレ ６ヶ所（８基）   駐車場 有 ４箇所３００台 （大型不可）   

主 催：   こだま祭り実行委員会 

関連HP：  http://www.honjo-kanko.jp 

問合せ：  ○本庄市観光協会児玉支部（児玉総合支所環境産業課 0495-72-1334） 

四
つ
角
で
の
組
み
合
い
の
様
子
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情報名： あじさいの小路
こみち

日 時： ７月上旬～下旬 （例年の見頃時期） 

場 所： 本庄市児玉町小平（榎峠） 

内  容：  榎峠の林道沿い約２．５キロメートルに渡り、約6,000株の色とりどりのあじさいが植え

られています。山間地のため気温が平地より低いため開花が遅く長く楽しめるため「遅

咲きあじさい」として知られています。 

        あじさいの小路の途中には、１年中枯れることのない「ごっくん水」と名付けられた自

然の湧き水があります。

自動車での来場にあたっては、林道沿いに駐車場はありませんのでご注意ください。

時間に余裕のある場合は、麓の「観光農業センター」に駐車し、森林浴をしながらのハ

イキングをお勧めします。 

交 通：  ○ＪＲ八高線 児玉駅下車 タクシー 約３０分 

○関越自動車道 本庄・児玉ＩＣより 車 約４０分 

トイレ・駐車場の有無：  トイレ・駐車場 現地には無 （トイレ･駐車は観光農業センターに） 

主 催：  あじさいの小路保存会 

関連HP：  http://www.honjo-kanko.jp 

○平成 20年度（社）日本観光協会主催
「花の観光地づくり大賞」にて奨励賞
（花を育むまちの底力賞）受賞。
○平成 22 年度 埼玉県主催「彩の国景
観賞 2010」にて（心にうるおい部門）
を受賞。 

毎年６下旬に、シーズンを迎えるにあた

り、ネットワークひがしこだいらを中心

とした地元ボランティアの方々による

下草刈などの環境整備作業を実施。 



児玉郡市広域消防本部中央消防署児玉分署の移転に伴う 

落成式及び内覧会の開催について 

本庄市児玉町長沖にかねてより建設中の『児玉郡市広域消防本部中央消防署

児玉分署』がこのたび完成し、平成２９年６月２４日（土）に新庁舎へ移転、

業務を開始いたしました。 

下記日程にて落成式および内覧会を開催いたしますので、ご案内申し上げま

す。 

記 

落成式：平成２９年７月８日（土）午前１０時から 

内覧会：平成２９年７月８日（土）午後２時～午後４時 

（内覧会は自由参加となっています。地元の皆様をはじめ多くの方のご来庁

をお待ちしています。） 

新児玉分署の概要 

建物名称  児玉郡市広域消防本部中央消防署児玉分署 

所 在 地 本庄市児玉町長沖２９０番地１ 

敷地面積  ２，５２８．８０㎡ 

構   造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上２階 

延べ床面積 ９９８．１２㎡ 

主要諸室  庁舎棟

事務室／会議室／防火相談室／通信端末室／乾燥室／

更衣室／書庫／防火衣装着所／仮眠室／食堂／体力錬成室

車庫棟

救急車／ポンプ車／タンク車／連絡車／水槽車／救急消毒

室／倉庫／油庫

【お問い合わせ ：児玉郡市広域消防本部総務課】 

ＴＥＬ ０４９５－２４－０１１９ 

ＦＡＸ ０４９５－２４－８３９３

資料 １０ 
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資料 １５ 

日ごろの練習の成果が実り、本庄エンゼルススポーツ少年団（野球）が、下記の成績

を納めました。大会の報告と、今後の県北大会出場に向け、本庄エンゼルススポーツ少

年団が、下記の日程で市長に表敬訪問を行いますので、取材につきましてよろしくお願

いいたします。 

記 

1 日 時   平成２９年 ７月 １日（土曜日） 

 午前１１時～１１時３０分  

2 会 場   本庄市役所1階市民ホール 

 ３ 訪問者  本庄エンゼルススポーツ少年団代表、監督、コーチ、選手 

 ４ 大会成績（平成２９年度） 

   ・第３６回児玉郡市少年野球連盟春季大会兼第19回JAひびきの杯優勝 

   ・第36回埼玉県スポーツ少年団夏季小学生軟式野球交流大会 

    北部ブロック予選会優勝（北部全30チームの頂点 17年ぶりの快挙） 

   ・第３１回読売旗争奪県北少年野球選手権大会本庄予選会優勝 

    ＊本庄代表として８月初旬より開催の県北大会に出場） 

 ５ 設 立 １９８３年４月  今年度の選手は第３４期となります。 

【お問い合わせ 秘書広報課 ：0495-25-1153】 

本庄エンゼルススポーツ少年団 

による表敬訪問


