
図書館本館がリニューアルしました

 老朽化が進んでいた図書館本館の耐震補強や外壁レンガの張り替え、空調やエレベーターなど

設備の大規模改修工事が終了しました。 

 今回の改修で、１階は一部を増築して児童室を拡張し閉架書庫を新設、蔵書スペースを広げま

した。２階は静かに読書や勉強、調査などをするフロア、３階は会話や飲食のできるオープンな

フロアとして整備いたしました。 

施設・設備の拡充と、蔵書や事業などソフト面も充実した図書館をどうぞご利用ください。 

○主な改修内容 

 駐車場・駐輪場   ○駐車場＝本館東側に４１台のスペースを新たに整備（１７台増） 

○駐輪場＝屋根付 約５０台（従前同様）、ほか駐輪スペース 約２０台 

 ※開館時間 ：９：３０～１８：１５ 

休 館 日 ：月曜日（祝日の場合は翌日）、月末日、年末年始、特別整理期間 

        ＊リニューアルオープンに合わせ、祝日開館を実施
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１階 

○一部増築（約200㎡）により、児童室に「おはなしコー

ナー」「えほんコーナー」を設置、蔵書スペースの拡大 

○全書架の新設、開架図書数の増加 

○中高生向け図書の拡充 

２ 階 

○読書室の閲覧机を新設し、ゆとりあるスペースで

読書や勉強に利用（７５席） 

○会議室に視聴覚機能を備え、会議や講座等に使用 

３ 階 

○多世代交流スペース 

・会話や飲食が可能、飲料用の自動販売機（２台）設置 

・和室（畳）で親子の読み聞かせや、紙芝居、おはなし会

など 

・Wi-fi環境の整備 

〇中高生活動室 

・市内の高校生による活動発表や展示の場 

・各高校の学校案内や広報紙などの常設、高校からの情報

提供・ＰＲの場所。 

〇ウッドデッキ 

・ベンチを設置。季節を感じながらの読書や気分転換に。 



図書館本館のリニューアル・オープンセレモニーを開催します 

図書館本館のリニューアルオープンにあたり、オープンセレモニーを開催します。 

 セレモニーは１月２１日（土）の開館前の午前９時１０分から、オープンを記念して

テープカットを行います。 

 また、リニューアルに合せた記念イベントとして、おはなし会や図書館探検、講演会

などの事業も開催します。 

○オープンセレモニー 

  日 時   平成２９年１月２１日（土）午前９時１０分 

          主催者･来賓あいさつ、テープカット 

          図書館本館 玄関前（荒天時は館内） 

○リニューアル記念イベント 

 ◆おはなし会    １月２１日（土） 午前１１時～ 

 ◆図書館探検    １月２１日（土） 午後２時～ 

             ２２日（日） 午前１１時～ 

        ＊閉架書庫など、ふだん見られない図書館内も案内します。 

 ◆しおりづくり   １月２２日（日） 午後２時～ 

   ＊お気に入りの写真やきれいな木の葉などで、オリジナルのしおりを作ります 

 ◆文芸講演会 

 講師：関口芙沙恵氏（作家） 

        演題：「田島弥平と郷土の人々」 

        日時：１月２８日（土）午後２時～ 

        会場：本館２階 会議室 

        定員：７０名（先着順） 

    ※関口芙沙恵氏は群馬県出身の作家。本庄高校卒。 

     幕末から明治にかけ、養蚕の改良に指導的役割を果たした田島弥平の物語「いのちの

桜～田島弥平物語～」が、今年出版された。 

○その他 

・リニューアルを記念しオリジナル貸出袋をプレゼント 

    １月２１日（土）・２２日（日） 本館で本を借りた人先着２５０名にプレゼント 

  ・高校生が選んだお薦めの本の展示 

  ・市内高校の学校案内・広報紙などの資料の常設 

【問い合わせ先：図書館 ０４９５－２４－３７４６】 
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本庄市立図書館 文芸講演会

郷土が生んだ作家が、本庄の隣･境島村を舞台に 

蚕種貿易とその時代を生きた人々について語ります。

本庄市千代田４－１－９

対象 一般

定員 ７０名（先着順）

お問い合わせ（図書館本館）

 TEL ０４９５－２４－３７４６

～【講師プロフィール】 

群馬県佐波郡島村（現伊崎市）出身。埼玉

県立本庄高校卒業。平成２年『蜂の殺意』

でサントリーミステリー大賞読者賞を受

賞し作家に。近年は、郷土や郷土で活躍し

た人々に光を当てた作品を発表し活躍中。

主な著書『2 時間 7 分の身代金』、『修羅の

川』、『玻璃の橋』他。（社）日本文藝家協

会会員



当日受付 
（ｼﾙｸﾄﾞｰﾑ前） 

参加費：無料 

どなたでも参加できます。 

・部門別表彰 
（小学生・一般の各男女） 

・参加賞 

・福袋抽選あり 

【お願い】 
参加にあたっては、各自の責任において健康を管理し、あらかじめ医師の健康診断等を受け万全の体調でご参加ください。 

主 催：本庄市・本庄市教育委員会    主管：本庄市スポーツ推進委員協議会 
問合先：本庄市教育委員会体育課（℡0495-25-1152） ※当日はシルクドームへ（℡0495-25-5677） 

福袋は、はにぽんグッズやスポーツ用品などの詰合せを予定していま

す(変更の場合あり)。みんなで参加してね！ 







「第１０回新春つみっこ合戦」を開催します！

本庄名物「つみっこ」をたくさん食べて味くらべ！ 

市内外からそれぞれ自慢の味で参戦し、皆さんの投票により人気の「つみっこ」を決定します！ 

また、つみっこの他にも地元野菜やお菓子の販売、キッチンカーによる販売もあります。 

＊日時：平成２９年１月７日（土）午前１０時３０分～午後２時（投票は午後１時まで）

  ※つみっこの販売は売り切れ次第終了となります 

＊場所：本庄市役所前庭駐車場 

 参加店舗・団体  

CAFE NINOKURA、上里町商工会調理師会、たらちねくらぶ、奈良屋、美里町農産物加工研究会（万葉工

房）、農産物直売所 のぞみ館、まごころ蕎麦塾 

 物産販売コーナー  

さんき、マロン、本庄市農業青年会議所、どら Qグループ、あさみ珈琲豆店 

 キッチンカーコーナー  

Amy’s caf （エイミーズカフェ）、Lagom caf （ラゴムカフェ） 

 会場内イベント  

１．本庄市・上里町・美里町・神川町・伊勢崎市「観光ＰＲブース＆ゆるキャラ大集合」 

２．「こだま和太鼓」「和組」による太鼓披露、「日本南京玉すだれ協会」による演舞 

３．本庄警察署「１１０番の日」キャンペーン 

 同時開催イベント  

JR 東日本主催・駅からハイキング「笑門来福！武州本庄七福神めぐり」 

日時：平成２９年１月７日（土）～１月１５日（日） 

【問い合わせ先：本庄市観光協会（商工観光課内）  ０４９５－２５－１１７４】
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「平成２８年度 本庄市成人の祝い」式典を開催します

「本庄市成人の祝い」式典を新成人１１名（男６名・女５名）が「成人の祝い実行委員

会」を結成し、新たな門出を祝い思い出に残る式典の企画をしています。

主  催    本庄市成人の祝い実行委員会・本庄市・本庄市教育委員会

開催日時    平成２９年１月８日（日） 

受付：午前１０時００分～

開式：午前１１時００分

会  場    本庄市民文化会館ホール

対象者数    平成８年４月２日～平成９年４月１日の間に生まれた方

男  ４４６人

               女  ４２３人

合計 ８６９人

主な内容    式典とアトラクション（抽選会）の２部構成

           式典では、成人の誓い、国歌斉唱などを行う予定

テーマ    「２０年間の感謝 ～あなたは誰に贈りますか～」

【お問い合わせ先：生涯学習課 ０４９５－２２－３２４８】

資料 ５



１月の観光情報（本庄地域）

情報名  高尾山 だるま市 
 元山大師大祭 

（滝瀬の大師さま・だるま市） 

日 時 
１月２日（月） 午前９時～ １月３日（火） 午前９時～午後５時

（実施日固定） （実施日固定） 

主 催 高尾山佛母寺（たかおざんぶつもじ） 立岩寺（りゅうがんじ） 

場 所 本庄市千代田３－３－１０ 本庄市滝瀬１４２０ 

交 通 
○ＪＲ高崎線 本庄駅下車 徒歩１５分 

○関越自動車道 本庄・児玉ＩＣより車５分

○ＪＲ高崎線 岡部駅下車 徒歩３０分 

○関越自動車道本庄・児玉ＩＣより車１５

分 

○国道１７号「道の駅おかべ」より車２分 

新しい年の招福を祈願して、福だるま

を買い求める人が広い境内を埋め尽く

し、本堂では護摩が焚かれ、この煙をだ

るまにかけて、寺務所で片目を入れる。 

露店商ではだるまの他にも招き猫や干

支人形、お飾りなどが商われるほか、一

年を履き馴らす下駄などの履物やまな板

などの木製品、苗木市も開催される。 

晴着で着飾った家族連れなどで賑わ

う。 

春には１５０種１５００株の牡丹が

一斉に花開き『ぼたん寺』の愛称がす

っかり定着した立岩寺恒例の正月行事

本堂では護摩が焚かれ、境内で招福

だるまが商われる。 

境内には、当寺縁故の児童文学者・

小野忠孝氏の詩碑や、いくら掘っても

全体を現さないといわれる言われる伝

説の『立岩（たちいわ）』などがある。

トイレ・駐車
場 

トイレ 有 

駐車場 無 

トイレ 有  

駐車場 有 

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）電話０４９５－２５－１１１１ 

佛母寺 ０４９５－２２－２６７４ 立岩寺 ０４９５－２１－０３５０ 
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１月の観光情報（児玉地域）

情報名  道祖神祭り（どんど焼き）      虚空蔵尊例祭 だるま市     

日 時 
１月１５日（日）１５時～ １月１３日（金）１０時～１６時 

 （実施日固定） 

主 催 大久保青年会 虚空蔵尊 

場 所 
本庄市児玉町児玉地内 

（身馴川橋下流：小山川河川）

本庄市児玉町高柳地内 

（露天） 

交 通 
○ＪＲ八高線 児玉駅下車 徒歩３０分 

○関越自動車道 本庄・児玉ＩＣより２０分

○ＪＲ八高線 児玉駅下車 徒歩４５分 

○関越自動車道 本庄・児玉ＩＣより２０分

内 容 

道祖神祭りは悪魔を払う火祭りで、ご

神木と竹を材料に円錐形の小屋を作り、

すす掃きの竹や、門松・しめ縄などのお

飾り、古い達磨を飾りつけて、御札や御

守りなどと一緒に燃やす行事です。この

火で餅などを焼いて食べると、風邪をひ

かないと言われているほか、多くの御利

益があると古くから言われています。 

昔、５月１２日の夕方５時頃より「桑

市」が立ったことで有名となる。 

現在は虚空蔵様の縁日として、主に

だるまや小正月に使用する飾り物、農

具・刃物・竹細工製品などが販売され、

終日人出で賑わいます。 

トイレ・駐車
場 

トイレ 無 

駐車場 無（但し、河川敷に駐車可能）

トイレ 無  

駐車場 無（但し、河川敷に駐車可能）

関連するHP http://www.honjo-kanko.jp/ 

照会先 
本庄市観光協会児玉支部（本庄市児玉総合支所環境産業課内） 

電話０４９５－７２－１３３４ 
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案内図（現地マップ）

道祖神祭り（どんど焼き）

虚空蔵尊 

だるま市が立つ場所 


