








日本建築学会 関東支部 第１８回提案競技

「美しくまちをつくる、むらをつくる」

歴史と現在を紡ぎ本庄の未来を拓く

１．趣 旨

 実在の市街地を対象に、今後の「まち」をテーマに、建築・都市の専門家、地元に

暮らす子どもから内外の大人までが参加する提案競技と写真・絵画コンクールです。 

本庄市の魅力を発掘し、まちづくりの未来を創造する機会とします。 

２．内 容

◎開催部門：建築・まちづくり提案の部（日本建築学会関東支部主催）

  ○テーマ   「歴史と現在を紡ぎ本庄の未来を拓く」 

  ○対象地   「旧中山道を中心とする本庄市中心市街地（４０ha）」 

  ○提出作品  提案図面（Ａ３サイズ、２枚）及び、提案概要（Ａ４用紙、１枚） 

○応募期間  平成２８年１０月２８日（金）午後５：００まで 

  ○今後のスケジュール 

・現地見学会（予定）：平成２８年９月２日（金）午前１０：００～  

旧本庄商業銀行煉瓦倉庫から本庄駅北口地区（４０ha）の町並みを散策 

・第一次審査：平成２８年１１月２日（水） 

会場：日本建築学会会議室（予定） 

内容：応募作品の中から８作品前後を第二次審査へ進出する。 

・第二次審査（公開）：平成２８年１１月１６日（水）午後１：００～ 

会場：はにぽんプラザ３階 ＩＴ活動室 

内容：ノミネート者によるプレゼンテーション  審査・審査結果発表 

・表彰式及び優秀作品公開プレゼンテーション：平成２８年１１月２７日（日） 

会場：はにぽんプラザ１階多目的ホール：午後１：００～（予定） 

・入賞作品展示会 

建築会館ギャラリー：平成２８年１２月６日（火）～１３日（火） 

本庄市役所 市民ホール：平成２８年１２月２２日（木）～１月１３日（金）
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◎開催部門：写真コンクールの部（本庄市主催）

  ○課  題  「未来にのこしたい街の風景」 

  ○対象地   「本庄市内」 

  ○提出作品   ・未発表の作品であること。 

          ・四つ切もしくはＡ４サイズにプリントしたもの。 

          ・原版に著しい加工を施した作品、デジタルデータを画像ソフ

トにて色等の修正や追加を行った作品は不可とする。トリミ

ング等軽微な加工は可。 

          ・撮影の技巧は問わない。 

          ・コンクールの趣旨に合った作品を応募する。 

          ・応募は一人１点とする。 

  ○応募期間   平成２８年８月１日（月）～９月２３日（金）まで 

○応募資格   本庄市内在住・在勤・在学のほか、どなたでも。 

◎開催部門：絵画コンクールの部（本庄市主催）

  ○課題   「ぼくたち・わたしたちの未来の駅やまち」 

  ○対象地  「本庄駅周辺」・「児玉駅周辺」の２部門 

  ○提出作品  ・八つ切サイズの画用紙に描いた絵とする。 

         ・使用する画材（ｸﾚﾖﾝ・ｸﾚﾊﾟｽ、水彩絵の具など）、縦・横は自由

とする。ただし、パソコンでの制作は不可。 

         ・描いた絵に学校名や自分の名前を描かない。 

  ○応募期間  平成２８年８月１日（月）～９月２３日（金）まで 

○応募資格  本庄市内の小学校・中学校に就学している児童・生徒 

＜写真コンクール・絵画コンクール共通＞ 

○写真コンクール、絵画コンクールの賞品等 

  ・市 長 賞 …写真：１点（賞状、副賞１万円分の図書カード） 

絵画：各部１点（賞状、副賞５千円分の図書カード） 

  ・優 秀 賞 …写真：２点（賞状、副賞５千円分の図書カード） 

         絵画：各部２点（賞状、副賞３千円分の図書カード） 

  ・はにぽん賞…写真：５点（賞状、副賞２千円分の図書カード） 

絵画：各部５点（賞状、副賞１千円分の図書カード） 

○審査会委員  日本建築学会委員 

  本庄市教育委員会 

          本庄駅北口まちづくり会議委員等（予定） 

○表彰式候補日  １１月２７日（日）13：00～  

はにぽんプラザ 多目的ホール（予定） 

○入賞作品展示会は二会場で実施予定 

   ①平成２８年１２月 ６日（火）～１２月１３日（火）：建築会館ギャラリー 

   ②平成２８年１２月２２日（木）～平成２９年１月１３日（金） 

：本庄市役所 市民ホール 

【お問い合わせ先  都市整備部市街地整備課  電話 0495-25-1162】 











　イベントを通して地域活性化を図ると共に、住民同士の交流を実現

　○本庄早稲田の杜で住民が集まる機会の創出

　○地域に昔から住んでいる人と新しく移ってきた人が交流する場の提供

　○本庄早稲田まちづくり活動勉強会を地域に向けた、周知・宣伝

日時 　平成２８年７月３１日(日) 10時30分～13時00分

場所

主催    本庄早稲田まちづくり活動勉強会

　赤城乳業(株)、(株)カインズ、ケイアイスター不動産(株)、JR本庄早稲田駅、

　JA埼玉ひびきの、FIREGYM、(株)ベイシア、本庄ガス(株)、

　NPO本庄子育てネット、(公財)本庄早稲田国際リサーチパーク　（五十音順）

○流しそうめんのほか、ヨーヨー釣り、輪投げなど

内容 ○ホール会場では協賛企業・団体によるイベント、PR等

　こども駅長制服記念撮影　マジックプレートづくり　幼児うたイベント

　農産物販売　その他協賛企業からのアイス等景品プレゼントもあります。

その他

【お問い合わせ：　都市整備部　市街地整備課　　電話０４９５－２５－１１６２】

第5回流しそうめんフェスタを開催します

　本庄早稲田まちづくり勉強会（通称まち勉）では、本庄早稲田の杜地区の夏のイベントとして、第5回流
しそうめんフェスタを開催します。

　ＪＡ埼玉ひびきの農業協同組合本店　駐車場、ひびきのホール
　（本庄市早稲田の杜1丁目）

協賛・協力

目的

　まち勉の活動や、本庄早稲田の杜地区の情報を、FACEBOOKページ『本庄早稲田まち
づくり活動勉強会』(https://www.facebook.com/HonjowasedaMchiben/)で随時更
新中
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 本庄上里学校給食センターには、地震や水害等の災害時にも米飯を提供できるよう、自家 

発電装置などが備えてあります。当センターでは東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえ、 

なお一層の防災意識の向上を図ることを目的に、災害時の炊き出し訓練を兼ねた『おにぎり 

作り体験イベント』を企画しました。 

今回は、中学生や高校生など若い人たちを中心に、地元自治会の方々を加えて、参加者が 

にぎった≪おにぎりやセンターで用意したとん汁の試食会≫を行います。暑い季節ではあり 

ますが、みなさんの参加をお待ちしております。 

記 

◇日 時 平成２８年７月２６日（火曜日）午前１０時２０までにセンター玄関前に集合 

     午前１０時３０分開始～午後０時30分までに終了予定 

 ◇募 集 １５０名程度（先着順） 

中学生以上 ※小学生以下のお子様も保護者同伴で参加できます。 

◇費 用 無料（ごはん、とん汁、食器等は当センターで用意します。ただし、飲み物、 

等は、各自持参してください。） 

 ◇駐車場 ２０台程度（できる限り、徒歩、自転車、バスでご来場ください） 

■内容・・・栄養士による衛生管理のお話し・・・ 

            ・・・おにぎり作り体験コーナー・・・・・・ 

            ・・・おにぎり、とん汁の試食会・・・・・・ 

        ～自分でおにぎりをにぎって、食べてみよう～ 本庄市マスコットキャラクー 

                                        「はにぽん」 

上里町マスコットキャラクター     

「こむぎっち」

≪本庄上里学校給食センターより≫ 

おにぎり作り 体験

    JR 高崎線     本庄駅 

平和通り   

沖電気    ★ アピタ

二本松通り       

 国道 462号 

※問い合せ先 

本庄上里学校給食センター 担当：伊平 

本庄市小島南１－８－１ 

◇本庄駅南口より自転車で約１０分 

（電話）０４９５－２４－２６２１
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資料 ６

平成２８年７月観光情報（本庄地域）

情 報 名:  本庄祇園まつり

日 時:  ７月１６日（土） 午後４時～午後１０時（予定） 

７月１７日（日） 午後２時～午後１０時（予定） 

・みこし巡行（中山道～銀座通り） 

         １７日    午後４時～午後１０時（予定） 

・台町の獅子舞（八坂神社～台町町内～大正院） 

         １６・１７日 午後２時３０分～午後９時３０分（予定） 

・子どもみこし巡行（銀座通り～中山道） 

         １６日    午後４時 はにぽんプラザから出発（予定） 

場 所:  本庄市街地（祭典本部：はにぽんプラザ 本庄市銀座１－１－１） 

内 容:  「本庄祇園まつり」は、台町の八坂神社において疫病を追い払うため、みこしを担いだ

のが祭礼の始まりです。 

現在では、各町内の大人みこしや子供みこし、団体のみこしなどが市内を練り歩く盛

大な祭となっています。１７日には、東西南の３組に分かれてのみこし巡行も行われ、

近隣及び県外の観客多数を含め、大変な賑わいを見せています。 

このお祭りでは、みこしを逆さまにして廻す日本随一の『七軒町逆さ廻しみこし』も行

われます。 

また、１６・１７日には台町八坂神社の境内で、無病息災、五穀豊穣、地域社会の安全

を願い獅子舞が奉納されます。この獅子舞は、埼玉県指定無形民俗文化財になっており、

『台町の獅子舞』として広く知られ、別名『雨乞い獅子』と言われています。 

交 通:  ○ＪＲ高崎線 本庄駅下車 徒歩約５分 

○関越自動車道 本庄・児玉ＩＣより車約６分 

○国道１７号 諏訪町交差点より車約５分 

トイレ・駐車場:  トイレ 臨時トイレ ４ヶ所 

駐車場 約３００台 

主 催:  本庄祇園まつり実行委員会 

関連するＨＰ:  http://www.honjo-kanko.jp 
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照 会 先:  本庄市観光協会（本庄市役所商工観光課内） 

℡0495-25-1111 

情 報 名:  お姿流し

日 時:  ７月３１日（日） 午後６時頃～ 

場 所:  若泉第一公園（本庄市若泉２丁目付近） 

内 容: 

夕方より公園のせせらぎにおいて、金鑚神社の「茅の輪くぐり」をして無病息災を願い、自分の身の

汚れを型紙に込めて水に流し去る行事です。 

夏の涼を求めて、２千人以上の人々で９時頃まで賑わいます。 

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 

○国道１７号 照若町交差点より車約３分 

トイレ・駐車場:  トイレ 有 

駐車場 有（大型バス可） 

主 催:  金鑚
かなさな

神社 

関連するHP:  http://www.honjo-kanko.jp

照 会 先:  ○金鑚神社 0495-22-3267 

○本庄市観光協会（本庄市役所商工観光課内）0495-25-1111 



資料 ６

平成２８年７月観光情報（児玉地域）

情報名： こだま夏まつり                                           

日 時： ７月１７日（日） １１時００分～２１時３０分       （海の日の前日の日曜日に実施） 

場 所： 本庄市児玉町児玉市街地 

内  容： こだま夏まつりは「八坂の祇園祭」と呼ばれ、９基のみこしが市街地を練り歩きます。 

勇ましい若衆がぶつかり合う、ケンカみこしと異名をとるみこし同士の組み合いも健在

で、伝統ある町だからこその、若者の力が光る祭礼です。 

午後０時３０分頃、八幡神社境内にみこしが集結し、その後、市街に一斉に繰出します。 

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５㎞ 

トイレ駐車場の有無： 駐車場 有 ４箇所３００台 （大型不可） 

トイレ ８ヶ所 

主 催：   こだま祭り実行委員会 

関連HP：  http://www.honjo-kanko.jp 

問合せ：  ○本庄市観光協会児玉支部（児玉総合支所環境産業課） 

0495-72-1334(平日）・0495-72-1331（土日・祝日） 
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資料 ６

情報名： あじさいの小路
こみち

日 時： ７月上旬～下旬 （例年の見頃時期） 

場 所： 本庄市児玉町小平（榎峠） 

内  容：  榎峠の林道沿い約２．５キロメートルに渡り、約6,000株の色とりどりのあじさいが植え

られています。山間地のため気温が平地より低いので開花が遅く、長く楽しめることから

「遅咲きあじさい」として知られています。 

        あじさいの小路の途中には、１年中枯れることのない「ごっくん水」と名付けられた自

然の湧き水があります。

自動車での来場にあたっては、林道沿いに駐車場はありませんのでご注意ください。

時間に余裕のある場合は、麓の「観光農業センター」に駐車し、森林浴をしながらのハ

イキングをお勧めします。 

交 通：  ○ＪＲ八高線 児玉駅下車徒歩８０分  駅前よりタクシー有 約５㎞（現地） 

○関越自動車道 本庄・児玉ＩＣより９㎞（現地） 

トイレ駐車場の有無：  トイレ  無 ／駐車場  無 

主 催：  あじさいの小路保存会 

関連HP：  http://www.honjo-kanko.jp 

問合せ： ○本庄市観光協会児玉支部（児玉総合支所環境産業課） 

0495-72-1334(平日）・0495-72-1331（土日・祝日） 

（６月２６日（日）に、シーズンを迎え

るにあたり当会を中心として、地元やボ

ランティアの方々による下草刈などの

環境整備作業が行われました） 

○平成 20年度（社）日本観光協会主催
「花の観光地づくり大賞」にて奨励賞
（花を育むまちの底力賞）受賞。

○平成 22 年度 埼玉県主催「彩の国景
観賞 2010」にて（心にうるおい部門）
を受賞。 


