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本庄総合公園市民球場ネーミングライツ

愛称・スポンサー（命名権者）が決まりました！

その他

○ネーミングライツ導入経緯（１枚）

○ロゴ・イメージ写真（１枚）

問合せ先

○本件記事に関すること 教育委員会事務局 体育課 庶務係 担当：橋本・笹原

電話 ０４９５（２５）１１５２

○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

○愛称

「ケイアイスタジアム」

○スポンサー

ケイアイスター不動産 株式会社

（本庄市西富田７６２－１）

○契約期間

平成３０年１１月１日から５年間

○施設概要

本庄総合公園市民球場 （本庄市北堀４３３）

グラウンド：両翼 95m 中堅120m

観客収容人数：10,000 人

【内訳】メインスタンド（椅子席）1,350 人

内野スタンド （椅子席）2,100 人

外野スタンド （芝生） 6,550 人



別紙資料 本庄総合公園市民球場ネーミングライツ

ネーミングライツ導入経緯

ネーミングライツ導入ガイドライン制定（平成３０年４月）

目的：命名権料を市の新たな自主財源と捉え、また、これを確保し当該施設の管理運

営や利用者のサービス向上に役立てること

○利用者アンケートの実施

実施日及び実施施設 平成２９年６月２０日 はにぽんプラザ（２６件）

平成２９年７月 ４日 シルクドーム （２６件）

平成２９年８月２２日 セルディ （２３件）

児玉総合支所 （１５件）

結果 賛成…約７割

反対意見 ふさわしくない名称や短期間で変更されることへの懸念

○導入から契約までの流れ

９０件

１ 対象とする施設の選定・決定 本庄総合公園市民球場

２ 募集条件の決定

３ 命名権者の募集 広報・ホームページ

７月２日～７月３０日

４ 落札候補者の決定 ケイアイスター不動産株式会社

５ 確認書類の審査

６ 落札者の決定及び契約の締結 ８月１０日契約締結

７ 施設の表示等の変更準備及び市民

周知

８ 愛称の使用開始 １１月１日使用開始

９ 管理・運用

１０ 契約満了に伴う原状回復 平成３５年１０月末日
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平成３０年第３回定例会議案一覧

市長提出議案
（平成３０年８月２７日提出 １４件）

議案番号 件 名 提案理由・要旨

第61号議案

本庄市重度心身障害者医療費

支給に関する条例の一部を改

正する条例

埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付

要綱及び本庄市子ども医療費支給に関する条例の一

部改正を踏まえ、所得制限の導入及び食事療養標準

負担額に係る医療費助成の対象年齢の引上げをした

いので、この案を提出するものである。

第62号議案

本庄市子ども医療費支給に関

する条例の一部を改正する条

例

子ども医療費の対象の子どもの年齢を引き上げる等

したいので、この案を提出するものである。

第63号議案

本庄市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条

例

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一

部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を

提出するものである。

第64号議案 市道路線の廃止について

市道第 ７００６号線 払下げに伴い路線を短縮し

再認定するため廃止する。

市道第 ７０１６号線 開発行為に伴い廃止する。

市道第５－８３８号線 付替えにより廃止する。

以上３件について、この案を提出するものである。

第65号議案 市道路線の認定について

市道第 ７００６号線 払下げに伴い路線を短縮し

再認定する。

以上１件について、この案を提出するものである。

第66号議案

人権擁護委員候補者の推薦に

つき意見を求めることについ

て

人権擁護委員 新井 美也子 氏が平成３０年１２

月３１日をもって任期満了となるため、人権擁護委

員法第６条第３項の規定により人権擁護委員の候補

者として 深澤 茂実 氏を推薦したいので、この

案を提出するものである。

第67号議案

人権擁護委員候補者の推薦に

つき意見を求めることについ

て

人権擁護委員 富丘 富士子 氏が平成３０年１２

月３１日をもって任期満了となるため、人権擁護委

員法第６条第３項の規定により人権擁護委員の候補

者として 富丘 富士子 氏を推薦したいので、こ

の案を提出するものである。

第68号議案
平成３０年度本庄市一般会計

補正予算（第２号）

補正予算額 △１５，５６９，０００円

総額 ２６，９３２，０３３，０００円

繰越明許費

債務負担行為の補正

第69号議案

平成３０年度本庄市国民健康

保険特別会計補正予算（第１

号）

補正予算額 １２２，５４３，０００円

総額 ７，９６８，６４４，０００円

第70号議案

平成３０年度本庄市農業集落

排水事業特別会計補正予算

（第１号）

補正予算額 ４７８，０００円

総額 １６９，８０７，０００円



第71号議案
平成３０年度本庄市介護保険

特別会計補正予算（第１号）

補正予算額 １０８，１１８，０００円

総額 ５，８５９，４５１，０００円

第72号議案

平成３０年度本庄市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第

１号）

補正予算額 ５９４，０００円

総額 ８５７，３８７，０００円

第73号議案
平成３０年度本庄市水道事業

会計補正予算（第１号）

収益的支出補正予定額 ３，３３９，０００円

総額 １，５７０，２７９，０００円

資本的支出補正予定額 ２８，０００円

総額 １，０５５，００７，０００円

議会の議決を経なければ流用することのできない経

費

債務負担行為

第74号議案
平成３０年度本庄市下水道事

業会計補正予算（第１号）

収益的収入補正予定額 ５，８１４，０００円

総額 １，５８２，９０８，０００円

収益的支出補正予定額 ６，３３２，０００円

総額 １，５６４，９９９，０００円

資本的収入補正予定額 △８，１６６，０００円

総額 １，５１７，５１１，０００円

資本的支出補正予定額 △８，１６６，０００円

総額 １，８０２，４０５，０００円

議会の議決を経なければ流用することのできない経

費

他会計からの補助金



本庄市長定例記者会見（平成３０年８月２１日） 資料№３

ブラインドサッカー東日本リーグ 2018 が本庄市で開幕！

北澤豪氏によるトークショーやブラサカ体験会も同時開催！

NPO法人日本ブラインドサッカー協会(以下、JBFA)は、9月 2日（日）に若泉運動公

園多目的グラウンド（埼玉県本庄市）にて「ブラインドサッカー東日本リーグ 2018」の

開幕節を行います。同リーグは、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のブライ

ンドサッカーおよびロービジョンフットサルチームを対象としており、12 月までの4

ヶ月間にわたり各地で熱戦を繰り広げます。

当日は、元サッカー日本代表で一般社団法人日本障がい者サッカー連盟会長（JIFF）

の北澤豪氏が来場し、若泉運動公園内芝生広場にてトークショーも行われるほか、フッ

トサルコート内でブラインドサッカーの体験教室が行われる予定です。

その他

○日本ブラインドサッカー協会 メディアリリース資料（２枚）

○同時開催イベント資料（1枚）

○チラシ（１枚）

問合せ先

○ブラインドサッカー協会主催東日本リーグに関すること

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 事務局

E-mail: media@b-soccer.jp 電話：03(6908)8907 FAX：03(6908)8908

※取材には、事前申込が必要です。

○同時開催イベントに関すること 企画財政部 企画課 企画係 担当：武正・佐藤

電話 ０４９５（２５）１１５７

○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

ブラインドサッカー東日本リーグ 2018 第 1節 開催概要

■大会名：ブラインドサッカー東日本リーグ2018 第 1節

■主催：NPO法人日本ブラインドサッカー協会

■日時・対戦カード：2018 年 9月 2日（日）

B1=ブラインドサッカー（全盲クラス）、LVF=ロービジョンフットサル（弱視クラス）

■会場：若泉運動公園多目的グラウンド（人工芝）（〒367-0061 埼玉県本庄市小島 6丁目 10－19）

■入場料：無料、観戦自由

■参加チーム 【ブラインドサッカー（全盲クラス）】

Derroto Saber茨城／Avanzare つくば／Vivanzare つくば／埼玉 T.Wings／松戸・乃木坂ユナイテ

ッド／GLAUBEN FREUND TOKYO／free bird mejirodai／たまハッサーズ／buen cambio yokohama

時間 チーム名 チーム名

10:10 10:30 開会式

11:00 12:00 B1 埼玉 T.Wings 対 Derroto Saber茨城

12:30 13:30 LVF 埼玉 FC・ARES 対 CA SOLUA 葛飾

14:30 15:30 B1 たまハッサーズ 対   buen cambio yokohama

16:00 17:00 B1 GLAUBEN FREUND TOKYO 対   松戸・乃木坂ユナイテッド 
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メディアリリース

報道関係者各位

2018年 8月 10日（金）

NPO法人日本ブラインドサッカー協会

9 月 2日（日） ブラインドサッカー東日本リーグ2018

若泉運動公園多目的グラウンド（埼玉県本庄市）にて開幕

北澤豪氏のトークショーやブラサカ体験会も実施

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会(以下、JBFA)は、9月2日（日）に若泉運動公園多目的グラ

ウンド（埼玉県本庄市）にて「ブラインドサッカー東日本リーグ2018」の開幕節を行います。同リ

ーグは、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のブラインドサッカーおよびロービジョンフ

ットサルチームを対象としており、ブラインドサッカー（全盲クラス）はVivanzareつくばが新た

に参加した9チーム、ロービジョンフットサル（弱視クラス）は今年2月にチームを結成したCA SOLUA

葛飾が新たに参加した4チームにより、12月までの4ヶ月間にわたり各地で熱戦を繰り広げます。

東日本リーグのブラインドサッカーは、参加9チームが第6節までに各4試合を行う変則リーグ

で予選順位を決定します。その後、第7節・第8節で1位対2位、3位対4位、5位対6位、7位対

8位がそれぞれ順位決定戦を行い、上位3チームには2019年春頃に開催予定のクラブチャンピオン

シップへの出場権を付与する予定です。

当日は、元サッカー日本代表で一般社団法人日本障がい者サッカー連盟会長（JIFF）の北澤豪氏

が来場し若泉運動公園内芝生広場にてトークショーも行われるほか、フットサルコート内でブライ

ンドサッカーの体験教室が行われる予定です。開幕戦は地元埼玉の「埼玉T.Wings」と「Derroto Saber

茨城」が対戦し、第2試合も同じく地元のロービジョンフットサルチーム「埼玉FC・ARES」と「CA

SOLUA 葛飾」の対戦となります。

本大会ならびに各チームへの継続取材もお受けしておりますので、ご取材のほど、どうぞよろし

くお願いいたします。

ブラインドサッカー東日本リーグ2018 第 1節 開催概要

■大会名：ブラインドサッカー東日本リーグ2018 第 1節

■主催：NPO 法人日本ブラインドサッカー協会

■日時・対戦カード：2018年 9月 2日（日）

B1=ブラインドサッカー（全盲クラス）、LVF=ロービジョンフットサル（弱視クラス）

■会場：若泉運動公園多目的グラウンド（人工芝）

（〒367-0061 埼玉県本庄市小島6丁目10－19）

http://www.city.honjo.lg.jp/kurashi/shogaigakusyu/koen/kouenannai/1393562666078.html

時間 チーム名 チーム名

10:10 10:30 開会式

11:00 12:00 B1 埼玉 T.Wings 対 Derroto Saber茨城

12:30 13:30 LVF 埼玉 FC・ARES 対 CA SOLUA 葛飾

14:30 15:30 B1 たまハッサーズ   対   buen cambio yokohama

16:00 17:00 B1 GLAUBEN FREUND TOKYO 対   松戸・乃木坂ユナイテッド 
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■入場料：無料、観戦自由

■参加チーム

【ブラインドサッカー（全盲クラス）】

Derroto Saber茨城／Avanzareつくば／Vivanzareつくば／埼玉T.Wings／松戸・乃木坂ユナイテ

ッド／GLAUBEN FREUND TOKYO／free bird mejirodai／たまハッサーズ／buen cambio yokohama

【ロービジョンフットサル（弱視クラス）】

Grande Tokyo／埼玉FC・ARES／FC SFIDAつくば／CA SOLUA 葛飾

■今後のブラインドサッカー東日本リーグ2018 開催日程

＊東日本リーグは、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を主な対象地域としています。

本件に関するお問い合わせ

節 日程 試合会場

第2節 9月 16 日(日) 帝京科学大学（東京都足立区）

第3節 9月 30 日(日) 慶應義塾大学日吉キャンパス（神奈川県横浜市）

第4節 10月20日(土) 筑波大学セキショウフィールド（茨城県つくば市）

第5節 10月27日(土) しながわ中央公園（東京都品川区）

第6節 11月4 日(日) 町田市総合体育館（東京都町田市）

第7節 11月25日（日） 福生市営福生野球場（東京都福生市）

第8節 12月2 日（日） 文京区小石川運動場（東京都文京区）

第9節 未定 会場未定

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 事務局

E-mail: media@b-soccer.jp 協会ウェブサイト：http://www.b-soccer.jp

住所：〒169-0073 東京都新宿区百人町2-21-27 ペアーズビル3階

電話：03-6908-8907 FAX：03-6908-8908
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ブラインドサッカー東日本リーグ 2017 第 1節 取材申請書

【8月31 日（金）12:00 までにお申し込みください】

送信先 FAX 番号 03-6908-8908（NPO 法人日本ブラインドサッカー協会事務局）

貴 社 名

媒 体
新聞 ・ 通信／ウェブ ・ 出版 ・ テレビ ・ ラジオ

その他( )

番組名、媒体名、掲

載や放送の予定日等

ご取材者名

※全員ご記入ください。

※各社5名までの申請で

お願いします。

ペン ・ スチール ・ ENG 氏名

ペン ・ スチール ・ ENG 氏名

ペン ・ スチール ・ ENG 氏名

ペン ・ スチール ・ ENG 氏名

ペン ・ スチール ・ ENG 氏名

代表者

ご連絡先

住所

TEL FAX

E-mail

その他

※選手、スタッフへのインタビューをご希望の場合は、以下にその旨ご記入

ください。



ブラインドサッカー東日本リーグ 2018 同時開催イベント

北澤豪氏によるトークショーも開催！

北澤 豪氏

き た ざ わ つ よ し

■場所 若泉運動公園内芝生広場

■時間 午後１時３０分～午後２時００分（予定）

■参加費 無料（事前申込不要）

※スケジュールは多少前後する可能性があります。

※小雨決行、荒天時は当日の判断によります。

トークショー終了後、体験教室にも参加します！
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SAITAMA 出会いサポートセンター事業の開始について

本庄から始まる幸せづくり 恋と結婚 応援します！
恋たまセンター本庄 OPEN！

本庄市では結婚を誠実に希望する独身男女に出会いの機会を提供する SAITAMA出会いサ

ポートセンター（通称：恋たま）を開設し、１０月１日から結婚支援システムによる支援

事業を開始します。

なお、本事業は、本庄市社会福祉協議会が運営主体となり、本庄市と協働して実施する

ものです。

その他資料（チラシ1枚）

問合せ先

○本件記事に関すること 企画財政部 企画課 政策係 担当：武正・齋藤

電話 ０４９５（２５）１１５７

○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

○SAITAMA 出会いサポートセンターについて （https://www.koitama.jp）

県、市町村、民間企業等がセンター運営主体となり、結婚を希望される方の出会い

から交際、結婚までをサポートする拠点です。

本庄市、さいたま市（浦和区）、坂戸市の３か所にセンターを設置しています。

登録条件 ・ 結婚を希望し、自ら婚活する意思のある20 歳以上の独身男女

・ 埼玉県内に在住、在勤、または近い将来埼玉県へ移住をお考えの方

・ スマートフォンをお持ちの方

利用登録料・ 15,000 円（税込、登録期間２年間）

本庄市在住の方は 10,800 円で利用が可能

○センター本庄について

「安心」「価格」「サポート」の３つの言葉を掲げ、結婚相談、婚活パーティや結婚

支援システムによる支援事業を行います。

開設日時 ・毎週 水曜日及び日曜日 午後 1時～５時（予約制）

会 場 ・本庄市銀座１－１－１（はにぽんプラザ内）







本庄市長定例記者会見（平成３０年８月２１日） 資料№５

本庄オータム・ウォーク２０１８の開催について

本庄市では、生涯スポーツの促進を図るため「市民一人１スポーツ」を目標に掲

げ、その実現に向けた取り組みとして誰もが気軽にできる“ウォーキング”を推進

しています。

“ウォーキング”をはじめるきっかけづくりとして、ウォーキングイベント「本

庄オータム・ウォーク２０１８（にーまるいちはち）」を開催します。

オータム・ウォークは、秋【オータム】の３ヶ月間（９～１１月）に、各自がそ

れぞれ自分にあった目標を設定し、好きな時間・好きなコースを歩く形式のイベン

トです。

目標達成者には、記念品のプレゼントがあります。

その他資料（チラシ１枚）

問合せ先

○本件記事に関すること 体育課 スポーツ推進係 担当：矢島

電話 ０４９５（２５）１１５２

○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

実施期間 ： ９月１日（土）～１１月３０日（金）

対 象 ： 市内在住・在勤・在学者

定 員 ： なし

申込期間 ： ８月１４日（火）から

申込場所 ： 本庄市役所体育課

申込方法 ： 体育課窓口で直接申し込み。

※申込時に記録シート、本庄ウォーキングマップを配布します。

提出期間 ： 平成３０年１２月３日（月）から平成３１年１月３１日（木）

（平日８：３０～１７：１５）







本庄市長定例記者会見（平成３０年８月２１日） 資料№６

平成３０年度 本庄市総合防災訓練を実施します

本庄市では、自助・共助・公助の理念のもと、本庄市総合防災訓練を実施します。

問合せ先 ○本件記事に関すること 市民生活部 危機管理課 危機管理係

担当：石川 電話：０４９５（２５）１１８４

○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．目 的

埼玉県北西部を中心とした震度７の地震発生を想定し、自助・共助・公助の理念の
もと、市、防災関係機関及び住民等が協力して実践的な訓練を実施し、市、防災関係

機関の災害対応能力の向上及び連携強化、住民等の防災意識の高揚を図ります。

２．実施日及び時間

実 施 日 平成３０年９月９日（日）

実施時間 午前９時００分～１２時００分

３．訓練実施場所

本庄市立本庄南小学校 本庄市栄３－６－２４

４．訓練参加機関等（予定）

共催：児玉郡市広域消防本部、本庄市消防団
協力：本庄南小学校、本庄南小学校通学区自治会(小島南、下野堂、曙、西富田、

東今井、西今井、共栄)、本庄警察署、本庄市管工事業協同組合、埼玉県Ｌ

Ｐガス協会本庄支部、本庄ガス㈱、陸上自衛隊第３２普通科連隊第５中隊、
(一社)本庄市児玉郡医師会、埼玉県防災航空隊、本庄市赤十字奉仕団、㈱Ｎ

ＴＴ東日本－関信越、埼玉県熊谷建築安全センター、埼玉建築士会児玉支部、

埼玉県建築士事務所協会本庄支部、埼玉ひびきの農業協同組合

５．訓練内容

シェイクアウト訓練、避難訓練、初期消火訓練、給水・水道復旧訓練、ガス復旧訓
練、救出・救護訓練、放水訓練、防災ヘリコプター救出・救助訓練、炊き出し訓練

６．訓練の模様

水
道
管
復
旧
訓
練

放
水
訓
練



本庄市長定例記者会見（平成３０年８月２１日） 資料№７

平成３０年度「ふれ愛祭」を開催します

ふれ愛祭は、施設や地域のお年寄り及び障害児者、ボランティア等の創作品、活

動内容を出品・展示及び即売することにより、創作意欲及び生きがいを高め並びに

参加団体相互の連帯を図り、障害児者の社会参加の場を拡大することを目的として

開催するものです。

また、このイベントを通じ、市民の皆様に、お年寄り及び障害児者、ボランティ

ア等に対する理解を深めていただくことを目的とします。

その他

○別添資料：平成３０年度ふれ愛祭参加団体一覧（１枚）

問合せ先

○本件記事に関すること 福祉部 障害福祉課 給付係 担当：宇都宮、木村

電話 ０４９５（２５）１１２５

○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１４日（日） 開会 １１：００

終了 １５：００

場 所 ／ 本庄総合公園体育館（シルクドーム）周辺

主 催 ／ 「ふれ愛祭」実行委員会

後 援 ／ 本庄市・社会福祉法人本庄市社会福祉協議会

協 賛 ／ 埼玉県都市競艇組合





本庄市長定例記者会見（平成３０年８月２１日） 資料№８

「みんなで支え合える 地域づくり講演会」の開催！！

～ ご近所つながり再発見 ～

支え合いの地域づくりを進めるために、ご近所でのつながりの

大切さについて、一緒に考えてみませんか？

本庄市では、中学校通学区を単位とした４つの日常生活圏域で、生活支援コーディネ

ーター（地域支え合い推進員）を中心に地域支え合い活動について考える場（協議体）

を設置しています。

この度、本庄市と本庄市社会福祉協議会では、「みんなで支え合える 地域づくり講

演会」を開催することとなりました。

この地域づくり講演会では、市内４つの日常生活圏域で、生活支援コーディネーター

を中心に、地域支え合い活動について考える「協議体」での活動について、住民の方々

に知っていただくため、ご近所福祉クリエーターの 酒井 保 氏に「みんなで支えあ

い 笑顔あふれる 本庄市」を実現するために必要な地域づくりについてご講演をいた

だきます。

その他資料（チラシ１枚）

問合せ先

○本件記事に関すること 保健部 介護保険課 高齢者包括支援係 担当：菊池

電話 ０４９５（２５）１７２２

○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３０日（火）

午前１０時～正午（受付：９時３０分から）

○場 所 ： 本庄市市民活動交流センター（はにぽんプラザ）多目的ホール

本庄市銀座１－１－１

○対象者 ： 市内在住で支え合いの地域づくりに興味のある人

先着１５０名（事前予約制） ※参加費無料

○内 容 ： 講演

「みんなで支えあい 笑顔あふれる 本庄市を実現するために」

ご近所福祉クリエーター 酒井 保 氏

○申込先 ： 本庄市社会福祉協議会 電話０４９５（２４）２７５５

FAX ０４９５（２１）５５１６





本庄市長定例記者会見（平成３０年８月２１日） 資料№９

明治１５０年記念事業「明治を生きた本庄の偉人たち」を開催します

平成３０年（２０１８年）は、明治改元が布告された明治元年（１８６８年）

から起算して満１５０年の節目に当たります。

本庄市では旧本庄商業銀行煉瓦倉庫を会場にパネル展と講演会を開催します。

また、歴史民俗資料館と競進社模範蚕室を加えた３施設を巡るスタンプラリーを

同時開催します。

その他資料（イベントチラシ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：田島

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

パネル展

明治時代に活躍した本庄の偉人たちを知ってもらうことを目的にパネル展示を

行います。

１．期 間 平成３０年９月２２日（土）～１０月２１日（日）

２．会 場 旧本庄商業銀行煉瓦倉庫１階（本庄市銀座１－５－１６）

講演会 「明治を生きた本庄の偉人たち」

１．日 時 平成３０年９月２４日（祝）午前１０時～１１時３０分

２．会 場 旧本庄商業銀行煉瓦倉庫２階多目的ホール

３．講 師 柴崎 起三雄 氏

４．定 員 ７０人（先着順）

５．費 用 無料

６．申込み ９月１０日（月）～電話（７１）６６８５、又は直接煉瓦倉庫へ

スタンプラリー

明治時代の建造物（①歴史民俗資料館、②旧本庄商業銀行煉瓦倉庫、③競進社

模範蚕室）３館を巡るスタンプラリーです。３館全てのスタンプを集めるとプレ

ゼントがあります。

１．実施期間 平成３０年９月２２日（土）～１０月２１日（日）

※①、③の施設は月曜日が休館です。



明治150年記念事業

「明治を生きた本庄の偉人たち」

パネル展
期日　平成３０年９月２２日（土）～１０月２１日（日）
会場　旧本庄商業銀行煉瓦倉庫１階

講演会
日時　平成３０年９月２４日（祝）午前１０時～１１時３０分
会場　旧本庄商業銀行煉瓦倉庫２階多目的ホール
講師　柴崎起三雄　氏
費用　無料　　　
定員　７０名（先着順）
申込　９月１０日（月）から
　　　電話（７１－６６８５）又は直接煉瓦倉庫へ

スタンプラリー
歴史民俗資料館、旧本庄商業銀行煉瓦倉庫、競進社模範蚕室の
３館を巡るスタンプラリー
実施期間　平成３０年９月２２日（土）～１０月２１日（日）
３館全てのスタンプを集めるとプレゼントあり

問い合わせ
本庄市市民活動推進課施設運営係
電話　２２－０８２８



本庄市長定例記者会見（平成３０年８月２１日） 資料№１０

本庄市 街バル「本庄ぐるぐるVol.5」を開催します

本庄市で 5 回目となる、街バル「本庄ぐるぐる Vol.5」を開催します。

チケットを事前にお買い求めいただいた参加者が、バリエーション豊富な飲

食店から、お店を選び、市内を巡って、各店の自慢の一品を堪能いただく、毎

回大好評の街バルイベントです。

ぜひ、この機会に本庄の街を巡って、食べて、飲んで、本庄の街の魅力を再

発見してみませんか？

その他 ○チラシ（ポスター縮小版）１枚

○ガイドブック１冊

問合せ先 ○本件記事に関すること 本庄市街バル実行委員会（本庄商工会議所内）

担当 事務局 山口・松島

電話 ０４９５（２２）５２４１

市担当課 経済環境部 商工観光課 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

期 間 ： 平成 30 年 10月 5日（金）～14日（日） の 10 日間

（あとバル：10月 15日（月）～10月 31日（水））

場 所 ： 本庄市内の参加飲食店 80 店舗

チケット ： 1セット 6 枚綴／前売券（10/4迄）2,700 円、当日券 3,000 円

販売場所 ： 参加店、埼玉グランドホテル本庄、本庄商工会議所、児玉商工会、

ファミリーマート（児玉郡市の一部店舗）

同時開催 ： 街バル「本庄ぐるぐる Vol.5」のイベント期間中（10/5～10/14）、

スタンプラリー及びインスタグラムフォトコンテストを実施しま

す。

【スタンプラリー】

3つの店舗を「はしご」して、チケットに付いている応募券にスタンプを集めて、

応募いただくと、地元特産品やテーマパークのペアチケットなど豪華賞品が当たり

ます。また、今回は、3つのスタンプのうち、児玉エリアのスタンプが1つでもあ

るとＷで賞品が当たるチャンスがあります。

【インスタグラムフォトコンテスト】

イベント期間中に「本庄ぐるぐるを楽しんでいる様子」を撮影した写真を「#本庄

ぐるぐる 5」及び「#フォトコンテスト」の 2つのハッシュタグと共に投稿いただく

と、優秀作品には総額３万円の賞品が当たりますので、奮ってご応募ください。
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本庄市長定例記者会見（平成３０年８月２１日） 資料№１１

「塙保己一先生遺徳顕彰祭」を開催します

総検校塙保己一先生遺徳顕彰会では、先生の命日である９月１２日に、先生の遺徳を

しのんで菊の花を供える「塙保己一先生遺徳顕彰祭」を開催しています。

今年も下記のとおり開催しますので、ぜひご参列ください。

問合せ先

○本件記事に関すること 教育委員会生涯学習課 文化会館係 担当：前川

電話 ０４９５（７２）８８５１

○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 ９月１２日（水）午後２時～４時

場 所 本庄市児玉文化会館セルディ

内 容 来場者全員による献花

記念コンサート

「塙保己一に捧ぐ」を歌う、おぬきのりこ＆杉山茂生ジャズトリオ

によるコンサートがあります。



本庄市長定例記者会見（平成３０年８月２１日） 資料№１２

観光情報：阿夫利天神社例祭
あ ふ り て ん じんじゃ れいさい

阿夫利天神社例祭は、山の祭り・石尊山の祭り・石尊様として古くから、市

内外の人々の参拝で賑わいます。阿夫利神社は、山の神・雨乞いの神、天神社

は火雷天神の神で、合社したので阿夫利天神社といわれています。

例祭は、午前１１時頃から行われ、神楽が奉納されます。午後６時から珍し

い習慣として、水を恵む神様に御神酒をあげ感謝する「御神酒あげ神事」が行

われます。毎年、石尊様の頃になると雨か雷があり、秋の訪れの時期のまつり

として親しまれています。

問合せ先 ○本件記事に関すること

本庄市観光協会（本庄市役所商工観光課 担当：山口）

電話 ０４９５（２５）１１１１

金鑚神社

電話 ０４９５（２２）３２６７

○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 ： ９月３日（月）①午前１１時～ ②午後６時～

主 催 ： 阿夫利天神社

場 所 ： 阿夫利天神社（本庄市中央３－４－３８）

アクセス ： 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から約３ｋｍ（車で約６分）

そ の 他 ： トイレ及び駐車場なし

関連ＨＰ ： https://www.honjo-kanko.jp



本庄市長定例記者会見（平成３０年８月２１日） 資料№１３

観光情報 ： 水押川の曼珠沙華
みずお し がわ ま ん じ ゅ し ゃ げ

秋山地区を流れる水押川の両岸約１．０ｋｍに渡り、毎年秋のお彼岸の時季

に約１０万本の曼珠沙華の花が咲き誇ります。これらは、自然に群生したもの

で、せせらぎを飾る真っ赤な絨毯とのどかな田園が、秋らしい郷愁あふれる風

景となります。

水押川の曼珠沙華の周辺は、本庄ウォーキングマップ No.10「歴史と文化を

たどる路コース」にもなっています。本庄市の歴史や文化にふれながら、曼珠

沙華が彩る秋らしい郷愁あふれる風景を堪能してみてはいかがでしょうか。

その他 ○水押川の曼珠沙華へのアクセス １枚

○本庄ウォーキングマップNo.10「歴史と文化をたどる路コース」 １枚

問合せ先 ○水押川の曼珠沙華に関すること

本庄市観光協会児玉支部（児玉総合支所環境産業課産業係 担当：今井）

電話 平日 ０４９５（７２）１３３４

土日祝日 ０４９５（７２）１３３１

○本庄ウォーキングマップに関すること

教育委員会 体育課 スポーツ推進係 担当：矢島

電話 ０４９５（２５）１１５２

○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

花の見頃 ： ９月中旬～９月下旬（例年）

場 所 ： 本庄市児玉町秋山地区

ト イ レ ： 無

駐 車 場 ： 無

アクセス ： 関越自動車道本庄児玉ＩＣから約８．０ｋｍ（車で１５分）

ＪＲ八高線児玉駅下車 約１．８ｋｍ（徒歩２０分）

関連ＨＰ ： http://www.honjo-kanko.jp./



十二天

秋平橋

秋平小

水押川

水押川の曼珠沙

毎年、秋のお彼岸の時季に約１０万本の曼珠沙華の花が咲き誇ります。

　児玉町秋山地区を流れる水押川の両岸約１．０ｋｍに渡り自然群生したもの

で、

　せせらぎを飾る真っ赤な絨毯のような曼珠沙華の花とのどかなに広がる田園

が

　秋らしい郷愁あふれる風景となっています。

　交　通：関越自動車道　本庄児玉ＩＣから約８．０ｋｍ（車で１５分）

ＪＲ八高線　児玉駅下車　約１．８ｋｍ（徒歩２０分）

　ト イ レ ：無

　駐車場： 無




