


資料 ２

大阪府泉佐野市と特産品相互取扱協定を締結します

＊日本全国の各地域には、素晴しい地場特産品が存在しており、その特産品を、広く周知し、そ

の経済効果で地域を元気にしたいという思いは、全国の自治体の共通認識といえます。 

本庄市では減農薬、減化学肥料などによる環境にやさしい農業の確立を目的とする有機 100

倍運動や環境保全型農業を推進することにより、本庄農産物ブランド化の取り組みを行っていま

す。さらに、観光協会推奨土産品制度の促進による優良な特産品の開発・ブランド化を進め、合

せて積極的に広報することによって販路拡大を図っており、今回の協定で、市内の素晴らしい特

産品がさらに広められると考えております。 

協定締結式 

日 時： １０月１０日（火） 午後３時～

場 所： 本庄市役所 ３階 庁議室（本庄市本庄３－５－３）

【お問い合わせ先： 商工観光課  ０４９５－２５－１１７４】

本庄市と泉佐野市は、平成 28 年 11 月の泉佐野市町会連合会全体研修で

の交流や特産品及び 6次産業化の意見交換を通じ、平素より市政に必要な

各種意見・情報の交換を行っているというご縁があります。そのご縁を大

切に両市の特産品をはじめ経済と観光産業の発展を趣旨として協定を締

結するものです。 



資料 ３

スポレクフェスタ２０１７を開催します 

記 

１．と き  １０月９日（月・祝）午前９時～   

２．ところ  午前：市内体育施設ほか複数施設 

       午後：本庄総合公園体育館（シルクドーム） 

３．主 催  本庄市スポレクフェスタ実行委員会 

４．内 容  【（午前）分散会場】 

午前中は、市内複数施設で体育協会・レクリエーション協会・

スポーツ少年団に属する団体等によるスポーツ・レクリエーシ

ョンの体験・見学コーナーを実施します。 

       【（午後）メイン会場】 

午後は、本庄総合公園体育館（シルクドーム）でアトラクショ

ンや玉入れ競技、○×クイズ大会等を行います。 

５．その他   ①午前中の分散会場では、「はにぽん」スタンプラリーを同時

開催します。参加賞は、「はにぽん」クリアファイルです。 

②午後のメイン会場では、オリジナル「はにぽん」グッズが当

たるお楽しみ抽選会を開催します。午前中の分散会場で実施

するスタンプラリーで集めたスタンプの個数に応じて、抽選

くじの引ける回数が決まります。 

③メイン会場（シルクドーム）では、市内企業（団体）による

出店コーナーを設けます。 

④イベントの最後には、当日自由参加による○×クイズ大会を

行います。景品は、地元本庄市の農産物と東日本大震災及び

熊本地震被災地復興支援のため東北及び熊本地方の名産品の

セットです。 

【お問い合わせ先】 

本庄市スポレクフェスタ実行委員会事務局（体育課内）

 ０４９５－２５－１１５２

「市民一人１スポーツ」の推進に向けた取り組みの一つとして、スポ

レクフェスタ２０１７を下記のとおり開催します。 

スポレクフェスタは「みる・する・楽しむ」をキャッチフレーズに、

市内いろいろな場所で、さまざまな種目のスポーツやレクリエーショ

ンを気軽に体験・見学することができる参加型イベントです。  









資料 ４

平成２９年度「ふれ愛
あい

祭
まつり

」を開催します 

施設や地域のお年寄り及び心身障害児（者）、ボランティア等の創

作品、活動内容を出品展示、即売することにより、創作意欲と生きが

いを高め、参加団体相互の連帯を図り、障害者の社会参加の場を拡大

することを目的とし、行事を通じ、市民の皆様にお年寄り及び心身障

害児者、ボランティア等に対する理解を深めていただこうと開催する

ものです

１．日時・会場

  ・日時  平成２９年１０月１５日（日）

        １１ :００開会 ～ １５ :００終了
  ・会場  本庄総合公園体育館（シルクドーム）周辺

２．主催

 「ふれ愛祭」実行委員会

３．後援

 本庄市・社会福祉法人本庄市社会福祉協議会

４．協賛

 埼玉県都市競艇組合

５．参加団体

  別紙のとおり

【お問い合わせ先：障害福祉課 ０４９５－２５－１１２５】









本庄市文化団体連合会

第１１回文化祭
と き：平成2９年10月2１日（土） 

平成2９年10月2２日（日） 
ところ：本庄市民文化会館

■展示及び実演部門 
10月21日（土）9時～17時 ・ 10月2２日（日）9時～16時  
■舞台部門 
10月22日（日）10時～1５時・記念式典（11時30分～） 

【展示部門】  

本庄短歌会 本庄市俳句連盟 本庄万葉集研究会 麓原会 本庄市書道人連盟  

児玉盆栽会 本庄古美術愛好会 本庄美術刀剣保存会 ＨＰＣ写真クラブ 

児玉カメラクラブ はぎれっ子 ひょうたん趣味の会 本庄虹の演劇鑑賞会  

【実演部門】  

本庄市将棋連盟 日本棋院埼玉本庄支部 本庄市茶道連合会 児玉茶道会  

【舞台部門】  

本庄民踊連合会 秋山八木節保存会 風洞八木節保存会 こだま和太鼓会  

こだま民謡連合会 寿流鶴岡扇会 西川流清秋会 寿流鶴穂会 

児玉町社交ダンス愛好会 ロコマイカイ児玉フラ さくらダンス愛好会  

主催：本庄市文化団体連合会

後援：本庄市・本庄市教育委員会

お問い合わせ：本庄市文化団体連合会（本庄公民館内）

ＴＥＬ：0495-24-7383 



平成２９年度本庄市戦没者追悼式を行います 

先の大戦において戦没された本市関係の方々を追悼し、併せて恒久平和を祈

念するため、本庄市戦没者追悼式を次の日程で行います。

日時：平成２９年１０月１９日（木）

   午後１時３０分～

会場：本庄市民文化会館 ホール

本庄市北堀１４２２－３

時間 内容・進行

１３：００～ 受付開始

１３：３０ 戦没者追悼式開式

平成 29年度 本庄市戦没者追悼式次第

１．開式の辞

２．拝礼

３．国歌斉唱

４．黙祷

５．追悼の辞

６．献花

７．参加者全員による献花

８．閉式の辞

～１５：００ 戦没者追悼式閉式

【お問い合せ先：地域福祉課 ０４９５－２５－１１４２】

資料 ６



平成２９年度 

本庄市緑のカーテンコンテスト表彰式を行います 

夏の省エネルギーを推進するため、住宅、学校もしくは事業所等に緑のカーテンを

普及させることを目的とし、今年度も恒例となりました本庄市緑のカーテンコンテス

トを開催いたしました。 

緑のカーテンの苗については、初夏に緑のカーテンづくりセット（ゴーヤの苗等・

ネット）として都市整備部都市計画課で配布していることから、それを育てていただ

いた後に発表できる機会としての一面を持っており、楽しみながら省エネルギーに取

り組んでもらえたらと期待して開催しています。 

１．表彰式日時 平成２９年１０月２日（月）午前１１時～  

本庄市役所 ５階５０４会議室 

２．応募者数  １５名 

３．表  彰  市長賞１名 優秀賞３名 

４．展示期間  平成２９年１０月２日（月）午前９時～ 

１０月６日（金）正午まで 

 ※３Ｒ推進月間パネル展と併設予定 

５．展示場所 市役所１階 市民ホール  

【お問い合わせ先：環境推進課 ０４９５－２５－１２４９】

２８年度市長賞受賞作品
２８年度入賞者のみなさんと 

資料 ７



資料 ８ 

情 報 名： 普寛霊場秋季大祭

日 時： １０月１０日（火） 午前１０時～

場 所： 普寛霊場内（本庄市中央３－４－４１）

内 容：   

本庄市は木曽御嶽山表山道王滝口開山の師、密教行者・普寛上人入寂の地です。上人は

数々の奇跡に恵まれた人物で、加持祈祷の旅の途中、病となり斎戒沐浴して座したまま大

往生をとげたと言われています。

大祭は普寛上人の遺徳を偲んで、春４月１０日、秋１０月１０日に行われます。「火渡

り」、「釜鳴り」神事など奇祭・荒行が信徒によって行われ、一般参加もできます。

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６分（約３ｋｍ）

トイレ・駐車場： ○トイレ 有

○駐車場 有 (大型バス不可)

主 催：  普寛霊場

関 連 H P：  https://www.honjo-kanko.jp 

問 合 せ： ○普寛霊場 ０４９５－２２－４４５１ 

○本庄市観光協会（本庄市役所商工観光課内）0495-25-1174



資料 ８ 

情報名：石神
せきじん

神社秋祭り 小平獅子舞

日 時：１０月１７日（火） 午前１０時３０分～午後１時３０分

（実施日固定） 

主 催：石神神社

場 所：本庄市児玉町小平 石神神社

内 容：小平の獅子舞は、日光東照宮完成後、彫刻の名人として知られる

左甚五郎が彫ったという言い伝えがあり、現在は３頭で構成されて

いる。

春は日本神社春祭り、秋は石神神社祭りでそれぞれ獅子舞が舞わ

れている。

交     通：○ＪＲ八高線 児玉駅下車 徒歩６０分・タクシー１０分

○関越自動車道 本庄・児玉ＩＣより約１０ｋｍ（約２０分）

トイレ・駐車場： ○トイレ 有

○駐車場 駐車場 無（最寄の観光農業センター利用可）

関 連 H P：  https://www.honjo-kanko.jp

問 合 せ： 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） 

０４９５－７２－１３３４ 



資料 ８ 

情報名：日枝
ひ え

神社秋祭り 吉田
き た

林
ばやし

獅子舞

日 時：１０月１５日（日） 午後 １時００分～

主 催：日枝神社

場 所：本庄市児玉町吉田林 日枝神社

内 容：江戸時代の中頃、この地域に日照りや干ばつが続き作物がとれな

かったり、村に悪い病気が流行して多くの人が亡くなるなどした。

この惨状を見た当時の殿様が、悪霊払いのため獅子頭３頭を奉納

したことに始まり、その後、獅子舞が行われてきたと伝えられてい

る。（獅子舞は春・秋の両祭りで舞われている。）

交     通：○ＪＲ八高線 児玉駅下車 徒歩１０分

○関越自動車道 本庄・児玉ＩＣより５ｋｍ（約１０分）

トイレ・駐車場： ○トイレ 有

○駐車場 駐車場 無（最寄の観光農業センター利用可）

関 連 H P：  https://www.honjo-kanko.jp

問 合 せ： 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）

０４９５－７２－１３３４ 



資料 ８ 

情報名：第３２回児玉商工まつり

日 時：１０月１５日（日） 午前１０時３０分～午後 ３時３０分

※交通規制は、午前８時００分～午後 ５時３０分

（例年１０月第３日曜日に商工まつりを実施）

主 催：児玉商工会

場 所：本庄市児玉町児玉（ＪＲ八高線）児玉駅前通り

内 容： 駅前通り（約３５０メートル）を交通規制し、地元の商店や企業

等約５０店舗が出店して展示会や即売会等を実施します。

その外に催し物として抽選会や、大道芸、郷土芸能の披露、体験

コーナーなど盛りだくさんの企画が用意されています。

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５ｋｍ（約１０分）

トイレ・駐車場： ○トイレ 有（２ヶ所）

○駐車場 有（２００台）

関 連 H P：  http://www.shokokai.or.jp/11/kodama/ 

問 合 せ： 児玉商工会 ０４９５－７２－１５５６ 



資料 ８ 

情報名： マリーゴールドが見頃を迎えます

日 時： １０月中旬 

場 所： 本庄市早稲田の杜１丁目 

内  容：   

「マリーゴールドの丘公園」完成セレモニー（５月開催）に市内の園児たちによって蒔

かれた花と、夏蒔きの約１０万株のマリーゴールドが見頃を迎えます。オレンジ色や黄

色に染められたマリーゴールドの丘公園からは、本庄の市街地や赤城山も一望できま

す。 

■マリーゴルド概要 

・株数 約１０万株 

・面積 約 4,000 ㎡ 

・見頃 9 月下旬～ 

      10 月中旬 

交 通： ・ＪＲ上越新幹線 本庄早稲田駅下車徒歩約２分 

     ・関越自動車道 本庄・児玉ＩＣより車約５分 

トイレ駐車場 〇トイレ 有 

〇駐車場 ９時～１７時まで駐車可：南側駐車場３８台(大型バスは不可)

問 合 せ：  本庄市市役所都市整備部都市計画課 

        ０４９５－２５－１１３７ 

黄色やオレンジ

色の花々を楽し

むことができま

す。

H28撮影



資料 ８ 

情報名： 『久々宇
く ぐ う

コスモス祭り』が開催されます

日 時： １０月２１日（土曜日）正午～午後６時 雨天の場合は２２日（日曜日） 

場 所： 久々宇集落北側（備前堀橋手前） 

内  容：   

久々宇コスモス会によるコスモス祭りを開催します。 

当日は、民謡などの郷土芸能、日舞、農産物やＢ級グルメの販売があります。 

コスモスの摘み取りも自由にできます。 

交 通： ・ＪＲ高崎線 本庄駅下車 徒歩約３０分  

     ・関越自動車道 本庄・児玉ＩＣ車 5.5 キロメートル 

トイレ駐車場 〇トイレ 有 

       〇駐車場 有  

問 合 せ：  久々宇コスモス会 会長 高橋一男 

        ０４９５－２１－０８０３ 



午前１０時開始　ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ：武蔵清嵐太鼓 アダルトの部（18歳以上・男女）







結婚記念証を贈呈します 

１．対象者 結婚相談登録者（どちらか、おひとりが登録者であれば可） 

２．記念証 ポストカードサイズ（下記参照） 

【お問い合わせ先：本庄市社会福祉協議会  ０４９５－２４－２７５５】

結婚活動を支援することを目的とした「結婚相談事業」をより多くの方々

に知っていただくとともに、ご成婚された結婚相談登録者に結婚記念証を

贈呈することで、祝福する機運を盛り上げ、登録者の結婚への意欲がより

醸成されることを目的に実施します。 

資料１１










