
スポレクフェスタ２０１６を開催します 

１．と き   １０月１０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）

電話：０４９５－２５－１１５２ 

資 料 １ 

「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２０１６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２

平成２８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ています。

また、こうした行事を通じ、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．名   称

  平成２８年度「ふれ愛祭」

２．日時・会場

  ・日時  平成２８年１０月２３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

３．主催

 「ふれ愛祭」実行委員会

４．後援

 本庄市・社会福祉法人本庄市社会福祉協議会

５．協賛

 埼玉県都市競艇組合

６．参加団体

  別紙のとおり

【お問い合わせ先：福祉部障害福祉課 ０４９５－２５－１１２５】









「本庄市文化団体連合会 第１０回文化祭」・

「本庄市生涯学習推進大会」を開催します

□本庄市文化団体連合会第１０回文化祭 

・日 時：平成２８年１０月２２日（土）・２３日（日）

      ※展示・実演：２２日９時～１７時、２３日９時～１６時

      ※舞台：２３日１０時～１１時３０分、１４時～１６時

      ※記念式典：１１時３０分～正午

 ・場 所：本庄市児玉文化会館（セルディ）

□本庄市生涯学習推進大会（生涯学習講座 国際交流コンサート）

 ・日 時：平成２８年１０月２３日（日）

      ※式典：１１時３０分～正午（文化祭記念式典と同時開催）

      ※国際交流コンサート：「BENKS（ベンクス）スペシャルライブ」
１２時４５分～１３時４５分

       園田勉慶氏率いる「BENKS」はデキシーランドジャズを基調にロックラテ
ンなどを取り入れ、ジャズの現代的アレンジに挑戦しています。

・場 所：本庄市児玉文化会館（セルディ）

【お問い合わせ先：生涯学習課 

０４９５－２４－７３８３】 

資料 ３

本庄市文化団体連合会加盟団体の展示、実演、舞台発表を市民の方々にご覧いただき、

芸術文化活動の活発化を図ります。 

市民の方に国際交流の場を提供するため、本庄市文化団体連合会と同時開催する本庄市生

涯学習推進大会にあわせて、生涯学習講座国際交流コンサートを開催します。 





平成２８年度 

本庄市文化団体連合会 

第１０回文化祭 

《展示・実演部門》

   １０月２２日（土） ９：００～１７：００

   １０月２３日（日） ９：００～１６：００

《舞台部門》

   １０月２３日（日） １０：００～１６：００

《記念式典》

   １０月２３日（日） １１：３０～正午

《生涯学習講座 国際交流コンサート》

   １０月２３日（日） １２：４５～１３：４５

◆丹精込めた力作の並ぶ展示部門を是非ご覧ください。 

   ◆豪華で華麗な舞台発表をお楽しみください。 

   ◆囲碁・将棋の観戦、自由対局にご参加ください。 

   ◆和室において茶道の世界をご体験ください。 

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



順番 団体順 種　目 発表時間 開始時刻

1 1-1 民謡 5分

2 1-2 民謡 5分

3 1-3 民謡 5分

4 2-1 舞踊 4分

5 2-2 舞踊 4分

6 2-3 舞踊 5分

7 3-1 民踊 4分

8 3-2 民踊 4分

9 3-3 民踊 4分

10 3-4 民踊 4分

11 4-1 民謡 4分
10：44

12 5-1 ダンス 5分

13 5-2 ダンス 5分

14 5-3 ダンス 5分

15 6-1 舞踊 5分

16 6-2 舞踊 5分

17 6-3 舞踊 5分

18 7-1 ダンス 5分

19 7-2 ダンス 5分

20 8-1 ダンス 5分
14：00

21 8-2 ダンス 3分

11：18

本庄市文化団体連合会第10回文化祭記念式典【11：30～12：00】

10：15

10：28

10：48

11：03

娘花売り 西川流清秋会

山中しぐれ 西川流清秋会

猿舞 西川流清秋会

松山小唄 本庄市民踊連合会

東京エトランゼ 本庄市民踊連合会

本庄市文化団体連合会第10回文化祭舞台発表部門タイムスケジュール

演　　　目 出 演 団 体

花笠音頭 こだま民謡連合会
10：00

黒田節＆斉古切節 こだま民謡連合会

長崎のんのこ節 こだま民謡連合会

豊年こいこい節 本庄市民踊連合会

夜祭り囃子 本庄市民踊連合会

銭太鼓

ルンバ 児玉町社交ダンス愛好会

チャチャチャ 児玉町社交ダンス愛好会

埼玉ルンバ 児玉町社交ダンス愛好会

深川恋なさけ 寿流鶴岡扇会

祇園のおんな 寿流鶴岡扇会

十六夜化粧 寿流鶴岡扇会

埼玉ルンバ さくらダンス愛好会

チャチャチャ さくらダンス愛好会

昼休み【12：00～12：45】

カワイプナヘレ ロコマイカイ児玉フラ

タイニーバブルス ロコマイカイ児玉フラ

生涯学習推進大会及び国際交流コンサート
ジャズバンド「ＢＥＮＫＳ」

スペシャルライブ【12：45～13：45】



順番 団体順 種　目 発表時間 開始時刻

22 9-1 だんべえ 20分
14：08

23 10-1 民謡 5分
14：28

24 11-1 和太鼓 7分

25 11-2 和太鼓 7分

26 12-1 ダンス 5分

27 12-2 ダンス 3分

28 13-1 八木節 20分
15：07

29 14-1 舞踊 5分

30 14-2 舞踊 5分

31 14-3 舞踊 5分

32 15-1 八木節 12分
15：43

本庄市文化団体連合会第10回文化祭舞台発表部門タイムスケジュール

演　　　目 出 演 団 体

だんべえ踊り 児玉だんべえ愛好会

ロコマイカイ児玉フラ

秩父三次物語 秋山八木節保存会

三味線合奏じょんがら こだま民謡連合会

水口囃子 こだま和太鼓会

秩父屋台囃子 こだま和太鼓会

14：33

14：47

15：27

☆国際交流コンサート出演団体「ＢＥＮＫＳ（ベンクス）」プロフィール

国定忠治 風洞八木節保存会

さのさ舟 寿流鶴穂会

保津川ふたり 寿流鶴穂会

蒼い糸 寿流鶴穂会

ヘアロハノオホノルル ロコマイカイ児玉フラ

イコナ

◆「ＢＥＮＫＳ（ベンクス）」

ジャズの中で最もハートフルなジャズといわれるデキシー

ランドジャズ。ジャズバンド「ＢＥＮＫＳ（ベンクス）」はデキシ

ーランドジャズの老舗バンド「薗田憲一＆デキシーキング

ス」で活躍する薗田勉慶氏（トロンボーン）率いる気鋭の

ジャズユニットです。編成はトロンボーン、トランペット、ギ

ター、チューバ、クラリネット、ハモンドオルガンなどを自在

に配置し、デキシーランドジャズを基調にロックラテンなど

を取り入れ、現代的で斬新なアレンジが弾けます。

◆薗田 勉慶 氏

東京都出身。デキシーランドジャズの草分け薗田憲一の

長男。若手ながらデキシーランドジャズを演奏する数少な

いプレイヤー。テクニックは申し分なく、将来を嘱望されて

いる。

薗田 勉慶 氏



展示・実演部門案内図
【セルディ１Ｆ・２Ｆ館内】

［事務局］本庄市本庄公民館 TEL 24-7383

【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・本庄市華道連合会・本庄美術刀剣保存会・本庄古美術愛好会

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】

  本庄市茶道連合会・児玉茶道会・本庄市将棋連盟・本庄市囲碁連盟

【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・児玉だんべえ愛好会







平成２８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２８年１０月１３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 28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：福祉部地域福祉課 ０４９５－２５－１１４２】

資料 ４



ウォーキングイベント

「本庄オータム・ウォーク２０１６」を開催します

 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”をはじめるキッカケづくりとして、ウォーキングイベント『本庄オー

タム・ウォーク２０１６（にーまるいちろく）』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（１０～１２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、記念品をプレゼントします。 

 健康づくり・体力作りに“ウォーキング”をはじめてみませんか。 

実施期間  １０月１日（土）～１２月３１日（土） 

対  象  市内在住・在勤・在学者 

定  員  なし 

申込方法  ９月２０日（火）から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。 

【お問い合わせ先：本庄市教育委員会体育課 0495－25－1152】

（

資料 ５





平成２８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、事業所等に緑のカーテンを普及さ

せることを目的とし、今年度も本庄市緑のカーテンコンテストを開催いたしました。 

例年では９月上旬まで募集期間を設け、第３回定例議会終了後に審査を実施し、１

０月下旬に表彰・展示を実施してまいりましたが、今年度については夏季の余韻があ

る中で実施しようと、スケジュールを前倒しして行いました。 

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２８年１０月４日（火）午後１時３０分～

２．場   所  市役所５階５０１会議室

３．応 募 者 数  １８名

４．表  彰   市長賞１名 優秀賞３名

５．展示期間   平成２８年１０月３日（月）午前８時３０分～

１０月７日（金）午後４時まで

 ※３Ｒ運動の展示と併設予定

６．展示場所 市役所１階 市民ホール 

【お問い合せ先：経済環境部環境推進課 ０４９５－２５－１２４９】

資料 ６

2７年度市長賞受賞作品

27年度展示風景 
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市民活動交流センター

はにぽんプラザ 北側拡張敷地に井戸を復元

市民活動交流センター（はにぽんプラザ）の利便性向上のため、北側敷地拡張工事

が完成しました。現敷地と一体的に整備され「まちなかのオアシス」が創造されまし

た。

 ○敷地面積：１９２．５５㎡

 ○整備概要

 ・既存の井戸を活用し、東屋に手押しポンプ式井戸を整備しました。子どもたちの

水遊びまた災害用のマンホールトイレ設置時にも活用できます。

・北側市道からの動線が確保され、展示ホールへの山車搬入が容易となり、また七

福神めぐりなど回遊ルートの起点としての役割の向上が図られます。

＊井戸のお披露目式 

 ９月２５日（日） 午後１時

地元自治会の皆さんと、水出し式を行います。

資料 ８



ゆるキャラ○R はグランプリ中間発表「はにぽん」１位！！ 

これまでの取組み 

『ゆるキャラグランプリ２０１６』の投票が７月２２日（金）から開始され、これまで地

域一体的に取組んだＰＲ活動の結果、本庄市マスコット「はにぽん」は、９月１１日東海テ

レビこどもフェスタ（名古屋市）イベントでの中間発表で１位となりました。 

【はにぽん、こんなこと♪あんなこと♪活動内容】 

①はにぽん応援サポーター（はにサポ）  …５０人（9/21 現在） 

投票の呼びかけ活動に、はにぽんファンがお手伝い！ 

②はにぽん応援団  …５０企業・団体（9/21 現在） 

 企業・団体・学校が応援団に！みんなで、はにぽんを応援！ 

③１０万人握手チャレンジ …達成率４０％（9/13 現在） 

握手の目標数は１０万人！握手＆投票を呼びかけちゃいます！ 

④県内訪問キャラバン “ともにガンバロー” 

グランプリにエントリーしている県内のキャラクターを訪ね、 

お互いの健闘を誓い合う！ 

⑤はにぽんキャラバンカー…お出かけします、宣伝カーで！

⑥各種イベントへの参加…たくさんの出会いがありました！

 とち介誕生会（栃木市）、ご当地キャラ夢フェスタ（福島県白河市）、ご当地キャラフェスティ

バル（スカイツリー）、チェリンとあそぼう（山形県寒河江市）、ふっかちゃんバースデーパーテ

ィ（深谷市）、筑波山がまレース（つくば市）、埼玉フェスタ（西武ドーム）、SAITAMA Smile 

Women フェスタ(さいたまスーパーアリーナ） など 

⑥はにぽんお誕生会の開催（９月３日）…みんなありがとー

 会場：シルクドーム 県内外ゆるキャラ招待 

【はにぽん、ぼくのこと知ってね♪ぽちっとしてね♪啓発品の作成・配布】

①ポスター…グランプリ獲得への熱い想いを表現した赤色を基調とし、“ポチッてよボクに”

というメッセージをデザインしています。

②チラシ …毎日楽しく投票できるよう、投票した日のマスに色を塗るゲーム形式です。全

てのマスに色が塗れたら“はにぽん文房具”をプレゼントします。

③郵便局とコラボ…全国各地に発送される郵便物にシールを貼ることではにぽんと本庄市をＰ

Ｒします。シールは市内８局の郵便局窓口でお配りしています。

・ゆるキャラ○R 日本一実行委員会（委員長：本庄商工会議所会頭）結成

・庁内連携推進チーム結成

資料 ９



リオデジャネイロオリンピック２０１６ 

 水泳・競泳選手団を応援した 

「日本神社の必勝だるま」を展示します 

リオデジャネイロオリンピック２０１６での水泳・競泳日本代表選手団の活

躍を願って、秋平小学校の学校応援団が贈った「日本神社の必勝だるま」がリ

オデジャネイロで大役をはたし、両目が入った姿で日本神社に帰ってきました。 

市では、秋平小学校学校応援団からこの必勝だるまをお借りして本庄市役所

市民ロビー、児玉総合支所に下記の期間展示いたしますので、ぜひご覧くださ

い。 

【展示期間】 

○本庄市役所市民ロビー    ９月２６日（月）～９月３０日（金）

○児玉総合支所1階市民福祉課前１０月３日（月）～１０月７日（金） 

【お問い合わせ先：秘書広報課秘書係 ０４９５－２５－１１５４】 

資料１０



資料１１ 

平成２８年度１０月観光情報（本庄地域）

情 報 名： 普寛霊場秋季大祭

日 時 ： １０月１０日（月・祝） 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より車約６分

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 ：  http://www.honjo-kanko.jp 

問 合 せ： ○普寛霊場 ０４７５－２２－４４５１1 
○本庄市観光協会（本庄市役所商工観光課内）０４９５－２５－１１７４



資料１１ 

情 報 名： 御会式
お え し き

・本庄市
ほんじょうし

淡水
たんすい

魚介類
ぎょかいるい

総供養
そうくよう

日 時 ： １０月１２日（水） １４時～１６時頃

場 所 ： 鉢形
はちがた

山
さん

城
じょう

立寺
りゅうじ

（本庄市銀座３－４－７）

内 容 ：   

本堂には、信者の作で珍しい桐一木の日蓮大聖人の面が安置されています。このほか、

非公開ですが大聖人と弟子の日朗菩薩の曼荼羅もあります。 

 境内には、淡水魚介類の碑・本庄かるた・鉢形城から移転の五輪塔や宝篋印塔が建立さ

れています。特に武州本庄七福神大黒尊天が祀られ、本庄薬師如来御開帳と合わせての大

祭では祈祷師による参拝者の諸祈願を奉行しています。

交 通 ： ○ＪＲ高崎線「本庄駅」北口下車徒歩約１分

○関越自動車道本庄・児玉インターから車約１０分

トイレ・駐車場： ○駐車場   境内地 若干

○トイレの数 本堂内 有

主 催 ：  城立寺

関 連 H P ：  http://www.honjo-kanko.jp 

問 合 せ： ○本庄市観光協会（本庄市役所商工観光課内）0495-25-1174

○城立寺 ０４９５－２４－５５４４



資料１１ 

平成２８年度１０月観光情報（児玉地域）

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（月） 午前１１時～午後２時（実施日固定） 

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。

獅子舞は、春は日本神社春祭り、秋は石神神社祭りで、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１０ｋｍ

トイレ・駐車場： ○トイレ 無

○駐車場 無（最寄の観光農業センター利用可）

主 催： 石神神社

関 連 Ｈ Ｐ： 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 



資料１１ 

情 報 名： 日枝
ひ え

神社秋祭り 吉
き

田林
たばやし

獅子舞

日 時： １０月１６日（日） 午後１時～

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、この惨状を見た当時の殿様が、悪魔払いのため獅

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。（春、

秋のお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

トイレ・駐車場：  ○トイレ 無

○駐車場（スペース） 有

主 催： 日枝神社

関 連 Ｈ Ｐ： 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 



資料１１ 

情 報 名： 第３１回児玉商工まつり

日 時： １０月１６日（日） 午前１０時～午後４時

（例年１０月第３日曜日に商工まつりを実施）

場 所： 本庄市児玉町児玉 児玉駅前通り（JR八高線）

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

て展示や即売会を実施します。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 徒歩０分 
○関越自動車道 本庄・児玉 ICより５ｋｍ

トイレ・駐車場：  ○トイレ 有（２か所）

○駐車場 有（２００台）

主 催： 児玉商工会

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

照 会 先： 児玉商工会  

０４９５－７２－１５５６ 





No. 出店事業所名
1

2

3

4

5 Cooking　山田

6 祥結堂－TACOYA－

8 (公社)本庄市シルバー人材センター

10 あさみ珈琲豆店

11 髙橋青果店              

12 三協瓦工業㈲

13 特別養護老人ホームオルトビオス児玉ホーム

14 ひまわり学童保育クラブ

15 ㈲梅月堂

16 県立児玉白楊高等学校

17 サクラカンパニー

18 ㈲カーサービス山口

19 資格者活用特別委員会

20 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会

21 本庄支部

22 ㈱中里食品

23 ㈱中里陸送

24 いざかや　ＳＵＮ

27 おおはしゴムふうせん

28 ニューファーマーズ２１

30 児玉商工会商業部会

32 小倉製畳店

33 つくしんぼ学童保育クラブ

34 ㈱明治デリカ埼玉　本庄センター

35 銘茶　市川園

36 ㈱ボッパーズ

37 （公社）本庄法人会児玉支部

38 磯寿し

39 小林生花店

40 洋服のせきね

41 だるまや菓子店

42 靴のなかがわ

43 ＮＰＯ法人本庄市げんきの郷本泉

44 児玉商工会女性部

45 塙保己一巾着お守り販売

46 さいたまセレモニーホール児玉

47 和ノ嘉

                  48 かしま本店

49 あおぞら学童保育クラブ

50 和菓子　くろさわ

51 ㈱スナガ

52 レストラン　ひら久

53 須永青果店

55 ㈲協栄産業

56 だいちゃん

57 一般社団法人　全国哥麿会

58

59

60 熊本地震復興支援ブース

情報発信特別委員会

児玉駅中心市街地まちづくり推進の会

62 児玉商工まつり本部

63 かぶと屋

64

65

66 児玉商工会工業部会 ふわふわドーム（１０：３０～１５：００）、バスケットビンゴ

イベント会場
★松川未樹コンサート(11:00～12:00)★ｼﾞｬﾝｹﾝ大会(14:50～15:20)

◆秋山八木節(13:00～13:30)◆ｴｱﾛﾋﾞｯｸ(14:00～14:30)

児玉商工会青年部
焼きまんじゅう、焼きそば、ジュース販売

熊本県特産品販売、義援金受付

61
情報誌配布

甘酒無料提供

総合受付

作業服、ヘルメット

57 金魚すくい、スーパーボールすくい

いも煮、みそおでん

焼きそば、デコトラ一番星

大抽せん会場 大抽選会

54 野菜、果物大特売

55
54 児玉町ＬＰガス共同組合

Ｓｉセンサーガステーブル、火災報知器3,000円を1,000円で提供、防災用シート400円

56 消火器他、子供向けイベント等(コイン落とし他)

51 みたらし団子実演販売５本350円、酒まんじゅう90円→５個350円

52 炊きたて！お赤飯、山菜おこわ１ﾊﾟｯｸ350円、350円の品３つで1000円

アディダスサッカーボール\１,000、ラジコンカー\1,000、貝印包丁\５００

53 ヒレカツ重￥５００　

48 焼肉丼、カツ丼、もつ煮

49 わなげ、射的

50 ヨーヨー、スーパーボール、日用品、つかみどり（お菓子）

炊き込みご飯、きゅうり漬け

46 塙保己一巾着お守りを販売

47 「水のクリクラ」試飲、サンダル、スリッパの販売、サンダル300円、スリッパ200円、じゃんけん大会（勝ったら「うまか棒」プレゼント）

42 自家製だんご5本入３０0円、自家製黒玉１袋2８0円、赤飯350円、えだまめまんじゅう、手作り和菓子詰め合わせ、生チョコ大福

43 婦人靴特別価格1800円、婦人防塞サンダル特別価格1200円、紳士マジックシューズ特別価格1500円

だるま菊１鉢1,000円

40 自家製玉子串１本１００円、のりいなりパック２００円～３００円

41 鉢物、プリザーブドフラワー

ブランド福袋1,000円、ブランド牛革財布1.000円

37 武蔵の剣200g入1,296円→1,100円（税込）、秋のお茶1,296円→1,100円、全型焼のり(7枚入)４袋特価930円

38 鶏からあげ、フライドポテト

39 税の紙芝居、税金クイズ、パンフレット（はにぽんクリアファイル付)配布

34 二枚合わせゴザ（一畳）3000円、座敷ほうき1000円、ﾐﾆｺﾞｻﾞ300円～、イグサぞうり2500円～、小物入れ550円～

35 手作りまんじゅう（あん、肉、みそ）、寿しセット(太巻、いなり、太巻・いなり)、バザー品(日用品・雑貨など)

36 明治ブランドの乳製品(宅配専用)、明治ブランドの食品、骨密度測定(予定)

31 射的

32
31 サラダ館児玉店

ギフト商品５０％～７０％引き

33 お菓子の試食販売

27 くじ１回１００円、ひきくじ１回１００円

28 きゅうり、なす、カリフラワー、米、その他旬の野菜

29
29 ㈲川部商店

カラアゲ、ヤキソバ、チュロス各300円、カツカレー、マーボー丼各350円

30 カツ丼、牛丼、てりやき丼各400円、タコヤキ、ヤキトリ、アメリカンドッグ、サンドイッチ各100円

25
26 パンとお菓子　マロン

大人気ﾏﾛﾝのｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ付食\151→\130（税込）、くりのﾑｼｹｰｷ４ヶ入\520→\480（税込）

26 揚げたてカレーパン140円→130円（税込）、マロンのﾗ･ｾｰﾇ５枚入４８６円→４５０円（税込）

23
25 島田園

お茶詰め放題１缶1,000円税込、焼のり（瀬戸内産）20枚入550円税込

24 静岡産紅茶ＴＢ１袋400円税込、ほうじ茶徳用(宇治産)１kg１袋1,900円(税込)

20 フライドポテト１００円、から揚げ串１００円、穴子丼５００円

21 わたがし１００円、チュロス150円、ポップコーン１００円

22 けんちん汁、冷しラーメン、酒類、ジュース

17 個別相談

18 不動産無料相談所の開設、不動産税制解説書の無償配布

19 ボールペン・ポケットティッシュの無償配布

14 振動モーターを使った電子工作体験、ポップコーン・わたあめ販売

15 厚切りベーコン、ウインナー、焼きそば、生ビール

16 新車カタログ展示、配布

11 たい焼き100円、ホーム案内、広報紙、ティッシュの配布、介護に関する相談受付

12 日用品バザー、赤飯３００円、焼そば１００円、ちらし寿司100円

13 みたらし団子、かりんとまんじゅう、のり巻き団子、栗おこわ　その他いろいろ

8 ホットコーヒー、アイスコーヒー、カフェボール、珈琲関連商品

9 野菜（玉ねぎ、人参、その他）、果物（みかん、りんご、その他）

10 鮎の塩焼き、アクセサリーの販売（手作りイヤリング）

5 仕事の受付及びポケットティッシュ・チラシの配布

6
9 いなか茶屋　きんしょう

栗渋皮煮600円、彩モロコ甘露煮500円

7 玉ねぎブルーベリー酢漬け500円、ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞﾎﾟｰﾁ＆バッグ300円～

1 パンケーキ、から揚、磯焼、生ビール

2 金魚、日用雑貨、おもちゃ等

3
7 サイホクでんき

ＬＥＤ商品特売（照明器具、拡大鏡、懐中電灯）、乾電池（アルカリ電池単１～単４）

4 暖房器具特売、カミソリ・コードレスアイロン特売

出展事業所及び展示・即売品等

展示及び即売品等

児玉警察署 白バイ展示、チラシ等の配布、ポスターの掲出

㈱吉田建設
住まいの無料相談

チンドン屋パフォーマンス11:00～、バンブー王国御用達バンド路上ライブ13:30～

※テント位置は見取図と実際では、ずれが生じます。又、都合によりテント位置を変更させていただく場合もあり

イベント会場見取図

ステージ かぶと屋

６１

情報誌配布

甘酒配布

６０

熊本地震

復興支援ブース

６２

本部・受付
か
ぶ
と
屋

63

会場見取図

前川ビル

鹿島米菓

水沢酒店

和ノ嘉
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伊藤石材店
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アーチ
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百足屋
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（水沢）

公 園
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４４
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資料１１ 

情報名： マリーゴールドの丘公園 

日 時： １０月中旬 

場 所： 本庄市早稲田の杜１丁目 

内  容：   

本庄早稲田駅東にある「マリーゴールドの丘公園」では、１０月中旬にはマリーゴールド

が見頃を迎えます。オレンジ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。 

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 

トイレ駐車場の有無： トイレ 有 

   駐車場 有 (大型バス不可) 

問合せ：  ○本庄市市役所都市整備部都市計画課 

        ０４９５－２５－１１３７ 



資料１１ 

情報名： 久々宇コスモス祭り 

日 時： １０月１５日（土曜日）正午～午後６時 雨天の場合は１６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級グルメのバザーがあります。 

コスモスの摘み取りもできます 

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 

トイレ駐車場の有無： トイレ 有 

   駐車場 有  

問合せ：  久々宇コスモス会  

        ０４９５－２１－０８０３ 




