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はにぽんチャレンジ 2019 の実施について

自分らしく健康になろう！

（健康づくりチャレンジポイント事業）

はにぽんチャレンジは、健康で元気な生活ができる「健康寿命」を延ばす取り組みです。

自主的な健康づくりの推進や特定健診等の受診、市主催の教室・講座やイベントへの

参加によりポイントがつき、集めたポイントは賞品と交換することができます。

○添付資料 ポイント手帳（兼パンフレット） １部

問合せ先

○本件記事に関すること 保健部 保険課 担当：金井

電話：０４９５（２５）１１１６

○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

ポイントのため方！

①特定健診、人間ドック、職場の健診、各種がん検診などの予防検診でポイントが

つきます。

②公民館の主催事業は全てポイント対象です。今年度からは、子育て支援センター

の利用・児童センターの講座もポイントの対象になりました。

③ラジオ体操や毎日の散歩など自分でできる簡単な取り組みから、体操教室などへ

の参加や日々のボランティア活動もポイントの対象になります。

○対 象：２０歳以上の本庄市民

○実施期間：平成３２年３月２３日（月）まで

○ポイントの付与：対象事業に参加するとスタンプがもらえます。

○ポイントの交換：１００ポイントで賞品１つ。２００ポイントで賞品２つ。

９８ポイント以下でも記念品をプレゼント！

ぜひチャレンジを。

○ポイント交換期間：平成３２年１月６日（月）～３月２３日（月）

※対象事業は、広報ほんじょうや市ホームページ等で参加者を募集する際に

お知らせします。
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本庄市と株式会社西武ライオンズ（以下、「西武ライオンズ」と言う。）は、５月１２日

（日）に「連携協力に関する基本協定」を締結いたします。

この協定は、西武ライオンズの地域コミュニティ活動の一環として、本庄市と西武

ライオンズとが、互いに持つ資源を有効に活用し、協働して事業に取り組むことを通じて、

地域社会の発展や市民福祉の向上などに寄与することを目的としています。

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 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

＜締結式＞

日 時：５月１２日（日）午前１１時３０分～正午

会 場：本庄総合公園体育館（シルクドーム）多目的室

（住所：本庄市北堀４３３番地）

＜セレモニー＞

日 時：５月１２日（日）午後０時４８分～

会 場：ケイアイスタジアム（本庄総合公園市民球場）

※ 同日・同所で行われる２０１９イースタン・リーグ公式戦

「埼玉西武ライオンズ 対 読売ジャイアンツ」の試合開始前

に協定締結を発表します。

本庄市と株式会社西武ライオンズとの

連携協力に関する基本協定締結について
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児玉たまねぎ収穫祭を開催します

春の児玉地域で盛んに生産されている新たまねぎは、みずみずしく、甘さが際立ち、

地元の方々だけでなく、流通や小売側からも高く評価されつつあります。こうした高まる

ニーズに応えていく一方で、重量のあるたまねぎの収穫作業や運搬作業は農業者への負荷

が大きく、高齢化が進む児玉地域では生産の拡大が難しくなっている現状があります。

今回の収穫祭は、新たまねぎの美味しさを知ってもらうだけでなく、自ら収穫を体験を

することで本庄市の農業や本庄野菜の魅力をより身近に感じてもらうため、地元の農業委

員などのご協力を得て企画したものです。また、収穫作業や運搬作業の省力化といった観

点において農業者にとって新たな生産方法の確立につながることも期待しています。

○添付資料 （児玉たまねぎ収穫祭チラシ、たまねぎレシピ 各１部）

問合せ先

○本件記事に関すること 経済環境部 農政課 担当：大倉、阿部

電話：０４９５（２５）１１７７

○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３１年５月１９日（日）午前１０時～正午

○場 所：本庄市観光農業センター（児玉町小平 653）、近くの畑

○内 容：新たまねぎの収穫体験

○申 込：平成３１年５月１５日（水）までに農政課まで

電話 0495-25-1177

E-mail nousei@city.honjo.lg.jp

○持ち物：手袋、ハサミ、汚れても良い服装

○費 用：たまねぎ 10kg1000 円、5kg600 円

○その他：収穫祭に先駆けて、JA 埼玉ひびきの女性部児玉地区役員の方々と新

たまねぎのレシピを開発しました（添付資料）。収穫祭でも採れたて

のたまねぎで美味しく食べるレシピを配布予定です。
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岩谷堂まつり（岩谷堂万霊供養祭 兼 千本旗奉納祈願）

毎年５月５日、東小平地区の山中にある岩谷堂で、万霊供養祭と千本旗祈願祭が開催

されます。

この岩谷堂は、児玉３３霊場第２番札所「普明寺（ふみょうじ）」の奥の院とも呼ばれ、

古くから由緒ある地として知られており、市指定史跡にもなっております。

弘法大師開山の伝説や、長瀞町の旧家で発見された「信仰利生鏡（しんこうりしょうか

がみ：古文書）」には、真言宗の僧が天下泰平、風雨順時、五穀豊穣、万民安全の護摩を焚

いたり、修行の場として大きな役割を果たしてきた記録が残されています。

様々な伝説のある山紫水明な小平の聖地岩谷堂、先人の残してくれた文化遺産へ是非足

をお運びください。

○添付資料 地図１部

お問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市観光協会児玉支部（本庄市児玉総合支所内）

経済環境部支所環境産業課 担当：田島

電話：０４９５(７２)１３３４

※土日祝日は、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

○日 時：５月５日（日・祝）午後１時３０分より

○会 場：岩谷堂（本庄市児玉町小平地区）

○内 容：岩谷堂万霊供養祭、千本旗奉納祈願

○交通手段：ＪＲ八高線 児玉駅下車 4.0km(タクシー：10分、徒歩：55分）

関越自動車道 本庄児玉ＩＣ下車 8.2km（20 分）
※上記は、観光農業センター(本庄市児玉町小平653番地)までの交通案内です。

現地は、道幅が狭いため、観光農業センターに車を置いて、ハイキングをしながらの

森林浴ウォーキングがお勧めです。

観光農業センターから現地までは、2.4km（徒歩：40分）。

○その他：トイレ、駐車場 有（観光農業センター）

○関連HP：https://www.honjo-kanko.jp./

○主 催：岩谷堂保存会
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第 13 回本庄総合公園春まつりが開催されます

本庄市都市公園及び体育施設の指定管理者である、清香園・東京ドームスポーツ共同体

の主催による、第 13 回本庄総合公園春まつりが開催されます。

また、当日は 2019 イースタン・リーグ公式戦 埼玉西武ライオンズ対読売ジャイアンツ

が同日開催されます。

○添付資料 第 13 回本庄総合公園春まつりチラシ

（裏面：2019 イースタン・リーグ公式戦

埼玉西武ライオンズ 対 読売ジャイアンツのチラシ）

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市都市公園及び体育施設指定管理者

清香園・東京ドームスポーツ共同体 代表 ㈱清香園

電話：０４９５（２２）３４１４

都市整備部 都市計画課 担当：新井

電話：０４９５（２５）１１３７

○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：５月１２日（日）午前１０時から午後３時 小雨決行

○会 場：本庄総合公園

○内 容：別添チラシのとおり

○その他：本庄市では、緑の募金への協力呼びかけと苗木の配布を行います。
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第５７回本庄～早稲田 100 キロハイクが開催されます

本庄市から東京都新宿区早稲田大学まで約１００キロを１１００人の参加者が２日間

かけて歩きます。５７回目を迎える今年は「新歓なんて幻想－これが本当のしあ早稲田」

をテーマにゴールを目指します。

○添付資料 ２部

・本庄～早稲田１００キロハイク開会式会場及び一部市内行程

・駐車場案内図

問合せ先

○本件記事に関すること 企画財政部 企画課 担当：新井

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

○日 時：５月１８日（土）、１９日（日） 雨天決行

開会式：１８日午前８時 スタート：午前８時４０分

○会 場：埼玉ひびきの農業協同組合駐車場（本庄市早稲田の杜１－１４－１）

○市内経路：埼玉ひびきの農業協同組合駐車場から男堀川沿いに進み、東西通り線

に出た後、県道本庄寄居線との交差点から美里町方面に進み、国道 254

号、国道 140 号を経由して最初の休憩所となる寄居町桜沢公民館に向か

う。

○参加定員：１，１００人（学生・院生１，０５０人、一般５０人）

○参加費：学生・院生５，５００円、一般８，０００円

○主 催：第５７回本庄～早稲田１００キロハイク実行委員会

早稲田精神昂揚会

○スタッフ：約２００人（早稲田精神昂揚会の他、思惟の森の会・早慶戦支援会・

稲吟会・鵬志会等友好サークル、有志）



57





本庄市長定例記者会見（平成３１年４月２６日） 資料№７

ラグビーワールドカップ２０１９の成功を祈念して

日本神社の『必勝だるま』贈呈

児玉商工会では、ラグビーワールドカップ２０１９の開催都市である熊谷市に、大会の

成功を祈願し、日本神社「必勝だるま」を贈呈します。

なお、ラグビー日本代表にも必勝を祈願した同様のだるまの贈呈を計画しています。

日本神社は、テレビ等でも取り上げられ、日本一を目指すアスリートなどが必勝祈願に

訪れる場となっています。また、唯一「日本」と名の付く神社であることから、日本を代

表し世界と戦うアスリートやチームに対し、児玉商工会では「日本神社プロジェクト」を

組織して、だるまの贈呈を続けてきました。これまでもサッカーワールドカップ男子日本

代表や２０２０東京オリンピック招致（東京都）にも贈りました。今回もラグビー日本代

表のチームカラーに合わせたオリジナルだるまを作成し、日本の勝利と大会の成功を願い、

去る４月３日の日本神社春祭りで必勝祈願を行いました（右のだるま）。その際には、今後、

日本代表チームにも贈る計画をしているだるまも必勝祈願を行いました（左のだるま）。

お問合せ先

○本件記事に関すること 児玉商工会 担当：矢津田

電話：０４９５（７２）１５５６

企画財政部 秘書課 担当：清水

電話：０４９５（２５）１１５４

経済環境部 支所環境産業課 担当：今井

電話：０４９５（７２）１３３４

○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３１年５月１５日（水）１１時３０分～

○会 場：熊谷市役所内

○内 容：本庄→熊谷へ 日本神社の必勝だるま贈呈


