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体験型観光プログラム｢本庄すまいる日和｣の実施について

本年３月に策定した「本庄市観光振興計画」において、市内の豊富な観光資源を活用し

た、体験型観光を推進することにより、観光客に何度も来てもらえる市内回遊型体験観光

を計画しました。その取り組みの一つとして、このたび、市内の自然、歴史散策、収穫体

験をはじめ各事業所、ＮＰＯ法人等のみなさんにご協力をいただき、「本庄すまいる日和」

と題した体験型観光プログラムを実施します。

○添付資料 パンフレット（１部）

問合せ先

○本件記事に関すること 経済環境部 商工観光課 観光振興係 担当：内田

電話：０４９５－２５－１１７４

○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

○行 事 名：本庄すまいる日和

○申込開始：１０月１５日（月）午前１０時～

○開催期間：１０月下旬～平成３１年１月１５日

○主 催：本庄市商工観光課観光振興係

○詳 細：別紙パンフレット参照

《 本庄すまいる日和とは 》

東京から５０分。豊かな自然や様々な特色ある歴史、伝統や文化などの観光資源が

豊富に存在する本庄市の魅力に触れてもらい、参加者も協力者も、笑顔がこぼれるさ

まざまな体験を楽しんでいただきたい。

その思いを「本庄すまいる日和」と名付けました。
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平成３０年度 本庄市緑のカーテンコンテスト

表彰式と応募作品の展示を実施します。

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、本庄市緑のカーテンコンテスト（６月定例記者会見で募集）を行

った結果、下記のとおり表彰者が決定したため、表彰式および作品展示を開催いたします。

市長賞作品（株式会社関口組）

問合せ先

○本件記事に関すること 環境推進課 エコタウン推進係 担当：本田

電話 ０４９５（２５）１２４９

○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

○募集期間 平成３０年７月２日（月）～８月２４日（金）

○応募者数 ２７名

○表 彰 市長賞（株式会社関口組）

優秀賞（関口和男、近藤由起子、橋本すみ子）

※敬称略

○表 彰 式 平成３０年１０月１日（月）午前１１時～

市役所５階５０２会議室

○展示期間 平成３０年１０月１日（月）～

１０月５日（金）正午まで

※３Ｒ推進月間パネル展と併設予定

○展示場所 市役所１階 市民ホール
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スポレクフェスタ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、スポレクフェスタ２０１８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、市内のいろいろな

会場で、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することができる参

加型イベントとして毎年体育の日に開催しています。

スポーツの秋にスポレクフェスタ２０１８に参加して、様々なスポーツやレクリエーシ

ョンの体験をしてみませんか？

○添付資料 パンフレット（１部）

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

１．日 時 １０月８日（月・祝）午前１０時～午後３時

２．会 場 本庄総合公園体育館（シルクドーム）ほか市内複数施設

３．主 催 本庄市スポレクフェスタ実行委員会

４．内 容 市内の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

の加盟団体によるスポーツ・レクリエーションの体験コーナーを実施

します。

５．注目点 ①体験時間を午後３時まで延長します。（昨年は、午前中のみ）

②各会場を結ぶ無料シャトルバスを運行します。

③スポレクコンシェルジュ(本庄市スポーツ推進委員)が各会場を案内し

ます。

６．その他 ○スポレクスタンプラリーの実施

各体験コーナーで「はにぽん」スタンプを集め、そのポイントに応

じて景品と交換します。また、スタンプラリー参加者全員にスポレク

オリジナル「はにぽんクリアファイル」をプレゼントします。

○出店コーナーを拡大

例年、シルクドームのみの出店コーナーを各エリアに拡大します。

本庄名物「つみっこ」をはじめ、市内企業(団体)による様々な出店が

あります。
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記念版「広報ほんじょう」が全国２位に

本市への関心、愛着を高めてもらうことを目的に、出生届や婚姻届を提出した方に、

オリジナルの表紙をデザインした記念の「広報ほんじょう」を作成・贈呈する「結婚・出

産お祝い広報紙作成事業」が、全国青年市長会の「特色ある施策２０１７」優秀施策（会

員投票の部）で２位に選ばれました。

○添付資料

サンプル広報紙（出生届時・婚姻届時）各１部

問合せ先

○本件記事に関すること 企画財政部 広報課 広報係 担当：山田

電話 ０４９５（２５）１１５５

○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

【結婚・出産お祝い広報紙作成事業】

平成２７年に職員の結婚記念に広報課職員が自費で制作したところ、好評であった

ことから、市民向けに平成２８年４月から事業として開始しました。

婚姻届や出生届を提出した市民を対象に、夫婦や子どもの写真を通常の広報紙の表

紙に差し替えて掲載し、無料で贈呈するものです。

市への関心や愛着を高めてもらい、定住促進に繋げることを目的としています。

（申請件数）

平成２８年度：２８件（結婚６件、出産２２件）

平成２９年度：３４件（結婚４件、出産３０件）

【特色ある施策の表彰】

特色ある施策の表彰は、「全国青年市長会」の会員各市が実施している施策を広く

ＰＲすることを目的に隔年で実施している事業です。会員各市から募集した特色ある

施策（今回は、３５市から８５施策が応募）を、会員投票及び一般投票により審査し

ます。
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本庄市戦没者追悼式について

本庄市出身の１，３７０余名の戦没者のご冥福を祈り、併せて恒久平和への誓いを新た

にするため、次のとおり、本庄市戦没者追悼式を開催します。

問合せ先

○本件記事に関すること 地域福祉課 地域福祉推進係 担当：舩樹

電話 ０４９５（２５）１１２７

○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

○本庄市戦没者追悼式を下記のとおり開催いたします。

日 時 平成３０年１０月１８日（木） １３時３０分から

場 所 本庄市民文化会館 ホール

内 容 追悼式では、黙祷や国歌斉唱、献花等により戦没者のご冥福をお

祈りします。

（当日の流れ）

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
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普寛霊場秋季大祭の開催について

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、春は４月１０日、秋は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。

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：０４９５－２５－１１７４

普寛霊場 電話：０４９５－２２－４４５１

○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

○行事名：普寛霊場秋季大祭

○日 時：１０月１０日（水）午前１０時～

○主 催：普寛霊場

○場 所：普寛霊場内（本庄市中央３－４－４１）

○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（３ｋｍ）

○その他：トイレ：有

駐車場：有（大型バス不可）

関連ＨＰ：https://www.honjo-kanko.jp
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石神神社秋祭り（小平獅子舞）の開催について
せ き じん

石神神社の秋の祭典の行事として小平獅子舞（市指定文化財）が奉納されます。

小平獅子舞は、日光東照宮完成後、彫刻の名人としてその名を知られる左甚五郎が彫っ

たという言い伝えがあり、元禄12 年（1699）に皆野町に伝わった獅子頭を成身院覚桑上人

（じょうしんいん かくそうしょうにん）が譲り受け小平に持ち帰ったことが始まりと言

い伝えられており、疫病の厄払いと雨乞い祈願で舞われていました。現在は春と秋の祭典

の行事として春は日本神社に、秋は石神神社に奉納されています。

問合せ先

○本件記事に関すること 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

○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

○行事名：石神神社秋祭り

○日 時：１０月１７日（水）午前１０時３０分～午後１時３０分

○主 催：石神神社

○場 所：石神神社内（本庄市児玉町小平１）

○交 通：ＪＲ八高線 児玉駅より約５ｋｍ（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（車２０分）

○その他：トイレ：無

駐車場：無（最寄の観光農業センター利用可）

関連ＨＰ／http://www.honjo-kanko.jp./
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日枝神社秋祭り（吉田林獅子舞）の開催について
ひ え き た ばやし

日枝神社の秋の祭典の行事として吉田林獅子舞（市指定文化財）が奉納されます。

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ました。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

います。現在、獅子舞は春・秋の両祭りで舞われています。

問合せ先

○本件記事に関すること 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

○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

○行事名：日枝神社秋祭り

○日 時：１０月２１日（日）午後１時００分から

○主 催：日枝神社

○場 所：日枝神社内（本庄市児玉町吉田林９２５）

○交 通：ＪＲ八高線 児玉駅より約８００ｍ（徒歩１０分・タクシー５分）

関越自動車道 本庄・児玉ＩＣより約５ｋｍ（車１０分）

○その他：トイレ：無

駐車場：有（５台程度）

関連ＨＰ／https://www.honjo-kanko.jp./
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本庄市文化団体連合会第１２回文化祭の開催について

本庄市文化団体連合会による文化祭が、２日間にわたり開催されます。

内容は、加盟３１団体による舞台発表（日舞、ダンス、民謡、民踊、和太鼓、八木節等）、

作品展示（短歌、絵画、書道、盆栽、写真、ひょうたん、パッチワーク等）、茶道体験、囲

碁と将棋の観戦・対局などを予定しており、市民の皆さまに展示、実演、舞台発表などを

ご覧いただくことで、本庄市の文化芸術活動の活発化を図っています。

○添付資料

本庄市文化団体連合会第１２回文化祭舞台発表（１枚）

本庄市文化団体連合会第１２回文化祭展示作品目録（２枚）

本庄市文化団体連合会第１２回文化祭ポスター（１枚）

問合せ先

○本件記事に関すること 生涯学習課 公民館係 担当：薄根

電話 ０４９５（２４）７３８３

○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２０日（土）・２１日（日）

場 所 ／本庄市児玉文化会館（セルディ）

内 容 ／○展示・実演：２０日９時～１７時、２１日９時～１６時

○舞台 ：２１日１０時～１１時２０分、１３時～１５時

○記念式典 ：２１日１１時３０分～正午



と き 平成３０年１０月２０日（土）
平成３０年１０月２１日（日）

ところ 本庄市児玉文化会館（セルディ）

■展示及び実演部門
10月2０日（土）9時～17時
10月2１日（日）9時～16時

■舞台部門
10月2１日（日）10時～15時・記念式典（11時30分～）

【展示部門】

本庄短歌会 麓原会 本庄市書道人連盟 児玉盆栽会 児玉草友会

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

児玉だんべえ愛好会 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

お問い合せ：本庄市文化団体連合会（本庄公民館内）

電話番号：0495-24-7383

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

本庄市文化団体連合会



[敬称略・順不同] [敬称略・順不同]

No 所属 No 氏名 部門・題名 No 所属 No 氏名 部門・題名

1 1 明石　俊江 39 1 池上　修堂

2 2 新井　八千代 40 2 織茂　香葉

3 3 内田　春江 41 3 小林　香琳

4 4 大井　智世子 42 4 中川　啓玉

5 5 尾崎　満夫 43 5 橋場　清堂

6 6 織茂　チヱ子 44 6 埴岡　揆進

7 7 川原　明弘 45 7 小髙　美泉

8 8 清塚　茅香子 46 8 儘田　桂秀

9 9 久保田　勝 47 9 吉田　桜月

10 10 小貝　義廣 48 1 飯島　祐三

11 11 越川　志佐江 49 2 清水　晃

12 12 小林　三保 50 3 今井　金明

13 13 坂口　真由美 51 4 田中　文男

14 14 鮫島　宗子 52 5 田中　正夫

15 15 手嶋　輝夫 53 6 中林　昭

16 16 中川　郁江 54 7 立花　勲

17 17 仁科　富士子 55 8 根岸　孝志

18 18 根岸　美代 56 9 和田　精一

19 19 野口　美江子 57 10 安久沢　文夫

20 20 萩原　房子

21 21 福井　東胡

22 22 福島　進

23 23 藤村　光子

24 24 藤原　靖

25 25 星野　友位

26 26 村松　洋子

27 27 森　和子

28 28 山田　信子

29 29 山本　直記

30 30 横尾　セツ

31 1 三宅　柳子

32 2 宮崎　郁夫

33 3 森　昌子

34 4 谷内田　幹人

35 5 山下　恵太郎

36 6 荒井　冴子

37 7 井田　秀美

本庄市文化団体連合会第１２回文化祭展示作品目録
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展示作品に

さわらないでね！



[敬称略・順不同] [敬称略・順不同]

No 所属 No 氏名 部門・題名 No 所属 No 氏名 部門・題名

60 1 小暮　由紀子 105 1 田村　文隆 和紙張り、他

61 2 高橋　和子 106 2 久米原　博 電気入り、和紙張り、他

62 3 金井　昭子 107 3 種村　利夫 回転電灯入り、透かし彫

63 4 内田　規晴 108 4 加辺　八郎 研ぎ出し、和紙張り

64 5 福岡　正 109 5 飯島　政行 焼き鏝入物絵

65 6 福岡　八重 110 6 橋本　志津江 和紙張り、他

66 7 遠藤　剛 111 7 桑鶴　順一 シャチ、アンパンマン、他

67 8 小口　正 112 8 久米原　栄子 鳥類画、人物画

68 9 高畠　春子 113 9 田村　康子 ちぎり絵、他

69 10 恩田　潤 114 10 新井　由里子 和紙張り、他

70 11 まちだ　まもる

71 12 町田　時男

72 13 吉田　久江

73 14 青木　幸男

74 15 中　じゅん子

75 16 種村　利昭

76 17 種村　ミチ子

77 18 山﨑　隆治

78 1 笠原　浩

79 2 新井　計伸

80 3 三井　義宣

81 4 田島　敏包

82 5 田島　瑣智子

83 6 中林　薫

84 7 黒澤　拓朗

85 8 黒澤　裕史

86 9 根岸　久

87 10 鈴木　誠

88 1 秋山　アキ子 バッグ・ポーチ

89 2 飯島　悦子 バッグ・ポーチ

90 3 市川　悦子 タペストリー・バッグ

91 4 井上　保子 バッグ・ポーチ

92 5 大屋　眞理子 バッグ

93 6 荻野　きよ江 タペストリー・バッグ

94 7 上前田　弘子 バッグ

95 8 栗田　尚枝 バッグ

96 9 設楽　なか江 バッグ

97 10 武政　初代 バッグ・ポーチ

98 11 田島　千津江 バッグ・ポーチ

99 12 田中　文子 バッグ

100 13 中野　知代子 バッグ・ポーチ

101 14 根岸　淳子 タペストリー・バッグ

102 15 野津　益実 バッグ

103 16 福島　礼子 バッグ・ポーチ

104 17 松本　俊子 タペストリー・バッグ

本庄市文化団体連合会第１２回文化祭展示作品目録
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2018年～2019年の例会作品の
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すばらしい作品がたくさんあるよ！

ゆっくり見てね！



団体名 希望時間帯 所要時間 合計時間

1 春夏秋冬花をどり 4分45秒

2 川口小唄 3分40秒

3 西郷隆盛 3分25秒

4 嫁泣き節 3分2秒

5 見上げてごらん夜の星を 3分26秒

6 こんぴら船々 4分25秒

1 水口囃子 8分

2 八丈島太鼓本囃子 7分

1 花笠音頭 3分

2 ソーラン節 3分

3 長崎ブラブラ節 4分

4 喜代節 4分

5 黒田節・斎太郎節 3分

6 じょんがらタント 3分

7 銭太鼓（隠岐祝い音頭） 3分

1 恋きづな 5分

2 湯島天神おんな坂 5分

3 女の花舞台 5分

1 萩桔梗 4分10秒

2 蟲しぐれ 4分40秒

3 鶴の寿 4分25秒

1 ルンバ 5分

2 チャチャチャ 5分

3 ルンバ 5分

1 正調

2 轟躍

3 風の乱舞

4 児玉音頭

秋山八木節保存会 午後 1 まま子三次 15分 15分

風洞八木節保存会 表記なし 1 国定忠治 15分 15分

1 カノホナ、ピリイカ 3分

2 マカニオルオル 2分35秒

3 パーレフア 3分30秒

4 タイニーバブルス 3分

1 鶴の舞橋 5分

2 郡上八幡おんな町 5分

3 湯島天神おんな坂 5分

※舞台発表の時間・・・午前は10時～11時20分、午後は1時～3時頃までを予定しています。
※記念式典は11時30分から予定しています。

本庄市文化団体連合会第12回文化祭舞台発表
※発表順は今後の打合せで決まります。

演目

本庄民踊連合会

午前 14分

午後 14分

こだま和太鼓会 午後の最後ぐらい 15分

寿流鶴岡扇会 午前 15分

西川流清秋会
午前

秋山八木節保存会の
1時間30分ぐらい前

15分

児玉町社交ダンス愛好会 正午前後 15分

児玉だんべえ愛好会 午後 15分

ロコマイカイ児玉フラ

午前 6分

午後 7分

寿流鶴穂会 表記なし 15分

こだま民謡連合会 表記なし 23分



本庄市長定例記者会見（平成３０年９月２７日） 資料№１０

第３３回 児玉商工まつりの開催について

今年で第３３回を迎える「児玉商工まつり」では、児玉町地域の事業所が、日頃のご愛

顧に感謝をして、皆様に良い品をお安くご提供いたします。

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

ての展示会や即売会等を実施します。大抽選会やゲームのほか、楽しいイベントも多数行

われ、例年大勢の来場者で賑わいます。

問合せ先

○本件記事に関すること 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

○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

○行事名：児玉商工まつり

○日 時：１０月２１日（日）午前１０時３０分～午後３時３０分

○主 催：児玉商工会

○場 所：児玉駅前通り

○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

○その他：トイレ：有

駐車場：有

関連ＨＰ／https://www.honjo-kanko.jp./



本庄市長定例記者会見（平成３０年９月２７日） 資料№１１

ＧＯＧＯ ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ!!の開催について

本庄駅北口エリアにある、はにぽんプラザおよび旧本庄商業銀行煉瓦倉庫を会場として、

ハロウィンイベントが開催されます。当日は、仮装パレードや仮装コンテスト、サンバや

ハロウィンマルシェなどが行われる予定です。

かぼちゃやオバケも大集合し、素敵な音楽やダンスで楽しむイベントですので、是非ご

来場ください。

○添付資料 開催案内1部

問合せ先

○本件記事に関すること

本庄市役所商工観光課 担当：内田

電話：０４９５－２５－１１７４

ＧＯＧＯ ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ!!実行委員会・坂本直哉

電話：０９０－３５０８－５６２７

○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

○行事名：ＧＯＧＯ ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ!!

○日 時：１０月２８日（日）午前１０時３０分～午後４時

○主 催：ＧＯＧＯ ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ!!実行委員会

○会 場：はにぽんプラザ、旧本庄商業銀行煉瓦倉庫

○交 通：ＪＲ高崎線 本庄駅下車 はにぽんプラザ（徒歩約５分）

旧本庄商業銀行煉瓦倉庫（徒歩約１０分）

関越自動車道 本庄・児玉ＩＣより車約６分（３ｋｍ）

○その他：トイレ：有

駐車場：有（大型バス不可）







本庄市長定例記者会見（平成３０年９月２７日） 資料№１２

こだま芸術祭の開催について

児玉郡市内を芸術作品の展示会場とした「こだま芸術祭」～アートと巡る地域の歴史～

が開催されます。

作家による作品展示やワークショップを地域の空き家・空き店舗あるいは、公共施設を

利用して行う予定です。地元の名物や雑貨等の販売も行われますので、芸術を鑑賞をしな

がら新しい地域の魅力を発見できます。

○添付資料 開催案内１部

問合せ先

○本件記事に関すること

本庄市役所商工観光課 担当：内田

電話：０４９５－２５－１１７４

公益社団法人こだま青年会議所(こだま芸術祭実行委員長) 八木雅之

電話：０９０－７４２０－０２３６

○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

○行事名：こだま芸術祭

○日 時：１１月２日（金）～１１月１８日（日）

○主 催：公益社団法人こだま青年会議所

○場 所：こだま地域（本庄市・美里町・神川町・上里町）






