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在宅ワーカー育成セミナー（入門コース）を開催します

本セミナーは、在宅ワークの可能性を探りたい、現状を聞きたいという方のための講

座です。在宅ワークを始めるための基礎知識や心構えを習得できます。

別添 チラシ１枚

問合せ先

○本件記事に関すること 経済環境部 商工観光課 商工労政係 担当：小川・鈴木

電話 ０４９５（２５）１１７５

○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１０月２日（火） セミナー １０：００～１２：００

希望者向けグループ相談会 １２：００～１３：００

場 所 ／ はにぽんプラザ ２階 活動室E

定 員 ／ ４５名

対 象 ／ 在宅ワークに興味のある女性

内 容 ／ 在宅ワークを始めるための基礎講座、先輩在宅ワーカーによるパネ

ルディスカッション、希望者向けに相談会

託 児 ／ 定員１０名 （満１歳～就学前）・無料・要予約・先着順

※託児を予約の方は、おむつ・着替え・おしりふき・ハンドタオル・

飲料をお持ちください。

主 催 ／ 本庄市・埼玉県

申込み ／ ８月８日（水）から下記へ直接または電話でお申込みください。

本庄市商工観光課 電話０４９５－２５－１１７５
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働き方を考えるシンポジウム「Open the door」を開催します

－「夢」を「目標」に、新しい一歩を踏み出そう－

本庄市は、「いくつになっても女性が輝ける場所」を目指し、女性の起業を推進してい

ます。地元で活躍中の女性起業家や事業継承した方々などからお話をいただくとともに、

起業家講師による個別相談を実施します。

また、講師を交えて、気軽に交流する時間や、NEXT 商店街プロジェクト事業と連携し

て、まちなかの空き店舗情報や空き店舗対策補助金の情報を提供するブースを設けます。

※男性も参加可能です。

別添 チラシ１枚

問合せ先

○本件記事に関すること 経済環境部 商工観光課 商工労政係 担当：小川・鈴木

電話 ０４９５（２５）１１７５

○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９月６日（木） １３：３０～１５：３０

場 所 ／ はにぽんプラザ 多目的ホール

定 員 ／ １００名

内 容 ／ １３：３０～ プレゼンテーション（３組）

○アトリエDEMETAN 代表 内原絵美氏

「地域資源は世界に通用するものへと変わりうるか」

○深谷商店街若女将の会 岡部美雪氏、岡村淳代氏、高木陽子氏

「おしゃべりに華が咲く深谷商店街若女将の井戸端トーク」

○熊谷絵本と雑貨の店 ゆめみる本屋さん 店長 老川真弓氏

「夢見る力～好きなものと大切にしたいこと」

１５：００～ 交流会

○女性起業家による個別相談会（事前予約４組限定）

※個別相談は希望者のみ（１組１５分程度）で要予約

予約順４組で締め切ります。

○貸店舗活用相談（NEXT商店街プロジェクト事業）を同会場にて開催

申込み ／ ８月７日（火）から下記へ直接または電話でお申込みください。

本庄市商工観光課 電話０４９５－２５－１１７５
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本庄早稲田国際リサーチパークでは、創業をお考えの方、または創業後５年未満の方を対象と

した「第４回本庄早稲田塾 ゼロから始める創業スクール」を開催します。

別添 資料1枚・チラシ１枚

問合せ先

○本件記事に関すること 公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク

担当：地域振興支援部 清水、温井

電話 ０４９５（２４）７４５５

メールアドレス sogyo@howarp.or.jp

経済環境部 商工観光課 商工労政係 担当：金井

電話 ０４９５（２５）１１７５

○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

「ゼロから始める創業スクール」の概要 （創業への一歩を踏み出そう！）

【日 程】 ９月８日（土）～１０月１３日（土） 全５回開催

※毎土曜日（１０月６日を除く全５回）１０時～１７時

【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

本庄市西富田１０１１ ＪＲ本庄早稲田駅から徒歩３分、駐車場有

【対象者】 これから創業をお考えの方または創業５年未満の方

【定 員】 ２０名（応募動機などを参考に選考）

【受講料】 ８，０００円（税込）（テキスト代含む、全５回分）

【講 師】 中小企業診断士 辰野博一 氏

※詳細は、別添パンフレットを参照

創業支援の達人による

「ゼロから始める 創業スクール」を開催します



【参考資料】

●過去の創業の成果 創業者12名

バッグの企画製造販売、印刷のコーディネーター、Webデザイナー、照明機器の開発、アロマ

オイルマッサージ、マタニティペイント、ドイツパンの製造販売、技術資料作成、Webサイト

運営、グループホーム運営、ダンス教室運営。

●受賞歴

【平成27年度】第2回全国創業スクール選手権（中小企業庁主催）

参加団体：182団体 受講者数：3,050名

「創業スクール大賞」を受賞、「創業スクール10選」に選定

【平成28年度】第3回全国創業スクール選手権（中小企業庁主催）

参加団体：118団体 受講者数：2,049名

「セミファイナリスト１６名」に選定

【平成29年度】第4回全国創業スクール選手権＆創業フェス（中小企業庁主催）

「創業スクール10選」に選定

【公益財団法人 本庄早稲田国際リサーチパーク（理事長 吉田信解）】

早稲田大学、埼玉県、本庄市および周辺町村等の協力のもと2002年5月17日設立、

2012年11月１日公益財団法人に移行。

早稲田大学をはじめとした研究機関と企業、自治体、地域住民と共に、埼玉県北部を

中心として北関東地域の連携拠点づくりを進めている。

住所：埼玉県本庄市西富田１０１１ ホームページ：http://www.howarp.or.jp/
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第 53 回交通安全子供自転車全国大会出場！

「線は踏まない！足はつかない！一発勝負！」

平成３０年６月３０日（土）に第 52 回交通安全子供自転車埼玉県大会が、彩の国くまが

やドーム（熊谷市）で県内３９警察署管内から代表小学校各１校、前年度の優勝校・準優

勝校合計４１チームが参加し開催されました。

本庄市より出場した本庄東小学校は、今回見事初優勝を成し遂げました。３年連続２位

と悔しい思いをしてきましたが、今年は、６年生６名、５年生６名、計１２名の児童で「線

は踏まない！足はつかない！一発勝負！」をスローガンに練習に励み、猛特訓をしてきま

した。

大会での競技は交通に関する安全知識を問われる学科試験と基本的なルールや技術等を

問われる安全走行テストや高度な技術を要求される技術走行テストの実技があり、４名の

選手が代表で競技をしました。２年連続優勝の上里七本木小等強豪校を抑え見事初優勝す

ることができた。

問合せ先

○本件記事に関すること 教育委員会 学校教育課 担当：飯島

電話 ０４９５（２５）１１８３

○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

今回優勝した本庄市立本庄東小学校は 8 月 8日（水）東京ビッグサイトで行われる

全国大会に埼玉県代表として出場します！

○団体の部

優 勝 本庄市立本庄東小学校

準優勝 上里町立神保原小学校

第3位 上里町立七本木小学校

第4位 新座市立東北小学校

第5位 白岡市立白岡東小学校

第6位 行田市立中央小学校

第7位 宮代町立東小学校

第8位 三郷市立彦成小学校

大 会 結 果

○個人の部

優 勝 本庄市立本庄東小学校 清水 日乃 5学年（女）

準優勝 本庄市立本庄東小学校 坂上 七海 6学年（女）

第3位 上里町立神保原小学校 何 慕月 6学年（女）

第4位 本庄市立本庄東小学校 飯塚 心美 5学年（女）

第5位 本庄市立本庄東小学校 須田 紫織里 6学年（女）

第6位 上里町立神保原小学校 佐藤 心美 6学年（女）

第7 位 上里町立七本木小学校 和田 夢叶 6学年（男）

第8位 上里町立神保原小学校 山口 和奏 6 学年（女）

本庄市立本庄東小学校

第 52 回交通安全子供自転車埼玉県大会 悲願の初優勝！
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第４回 六高祭を開催します

六高祭（ろっこうさい）とは、本庄市内にある６つの高校の合同文化祭です。

合同開催による各校の“つながり”とまちの活性化をテーマに、毎年夏に「はにぽ

んプラザ」を会場として、各校の生徒が日頃の成果を披露しています。

また、この取組は高校生プロジェクトとして、学生自らが企画・運営を行っており、

４回目の今年は“笑顔満祭”というスローガンを掲げ、高校生ら若者たちの飛躍が、地

域の飛躍に繋がるとの思いでイベントの準備を進めています。

別添 資料２枚・チラシ１枚

問合せ先

○本件記事に関すること 都市整備部 都市計画課 担当：小暮

電話 ０４９５（２５）１１３８

○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 7月 29 日（日） 午前9時 30 分～午後 5時 00 分（入場無料）

場 所：本庄市市民活動交流センター（はにぽんプラザ）

※JR高崎線本庄駅北口から徒歩5分

（１）ステージ発表

書道ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ、ﾀﾞﾝｽ、合唱、ﾋﾟｱﾉ、吹奏楽、軽音楽、箏曲、演劇など

（２）展示・実演発表、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ

茶道、写真、美術、漫画、書道など

（３）本庄市の魅力創造に向けた取り組み（プレス席等の用意有）

地元野菜を活かした新作スイーツ完成披露会

本庄織物を使用したファッションショ－「ORIMONOGATARI(ｵﾘﾓﾉｶﾞﾀﾘ）」
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「はにぽんフェスティバル２０１８」を開催します

今年も、８(ハ)月２８(ニワ)日の「はにぽん」のお誕生日をお祝いするため、

「はにぽんフェスティバル２０１８」を開催します。

お隣のふっかちゃん（深谷市）、コバトン・さいたまっち（埼玉県）をはじめ、

計２０キャラクターが参加し、「はにぽんそーなん！カレー」やキッチンカーに

よる軽食の販売も行います。また、本庄東高校による書道パフォーマンスも披露

します。

別添 チラシ１枚

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 施設運営係 担当：黛

電話 ０４９５（２２）０８２８

○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

１．日 時 平成３０年８月１８日（土）

午前１０時３０分～午後３時００分

２．場 所 本庄総合公園体育館シルクドーム（本庄市北堀４３３）

３．参加キャラクター

ふっかちゃん（深谷市）、ぐんまちゃん（群馬県）、コバトン・さいたまっち(埼

玉県)、神じい・なっちゃん（神川町）、ミムリン（美里町）、こむぎっち（上

里町）、ポテくまくん（秩父市）、トコろん（所沢市）、うなりくん（成田市）、

みとちゃん（水戸市) 他

４．ステージ内容

（１）キャラクターＰＲタイム・ミニゲーム

（２）お誕生日セレモニー

（３）本庄東高校による書道パフォーマンス

５．その他

来場者限定特製うちわプレゼント※

ポップコーン無料プレゼント(高校生以下)※

ミニ縁日（参加無料・景品有り）※

フェイスペイント

※印については数に限りがあります。
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イベント「親子工作広場」を開催します

建設埼玉本庄地区本部青年部主催の「親子工作広場」が８月５日（日）に開催されます。

子どもたちに工作の楽しさやものづくりの喜びを体験してもらうイベントです。

別添 チラシ１枚

問合せ先

○本件記事に関すること 教育委員会 生涯学習課 生涯学習係 担当：髙橋

電話 ０４９５（２２）３２４８

○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

○具体的内容

日 時 ／ 平成３０年８月５日（日）

午前の部：９時３０分～正午

午後の部：１３時００分～１５時００分

場 所 ／ はにぽんプラザ（多目的ホール）

対 象 ／ 小中学生およびその保護者

参加費 ／ 無料

申 込 ／ 事前申込不要

持ち物 ／ 鉛筆、のこぎり、金槌

内 容 ／ 主催の建設埼玉本庄地区本部青年部が用意した木材を用いて、親子

で工作作業を行い、ものづくりをします。

また、職人が木材のカットを行う他、参加者へ工作に関するアドバ

イスをします。
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その他の団体からのお知らせについて

市役所以外の市内で活動する団体の皆さまから情報が寄せられておりますので、この場

でご紹介いたします。

問合せ先

○本件記事に関すること 主催団体へお願いします。

○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

○ 9月 16日(日)「かーてて まぜて！」

民族歌舞団 荒馬座 公演の開催

馬彩（まーあや）の会と荒馬座の主催による公演が行われます。

馬彩の会とは、今回の公演の実行委員会の名称（愛称）で、群馬県（馬）と埼玉

県（彩）で交流・活動する和太鼓などの団体が中心となり設立しました。

題名の「かーてて まぜて！」とは、群馬県藤岡地域の方言で「かーてて」とは、

「一緒にとか、仲間に入れて」などの意味だそうで、この地域の「まぜて」も同じ

様な「一緒に」などの意味があることで、一緒に楽しもうと言った意味でこの題名

にしました。

別添 資料1枚・チラシ1枚

主催：馬彩の会／民族歌舞団荒馬座

○問合せ先 馬彩の会（児玉和太鼓会 担当：杉山） 080－5023－7187

荒馬座 ☎03－3962－5942








