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男性限定 婚活応援セミナーの開催について

現役ウェディングプロデューサーが伝える！
 結婚への近道 

1,000 組以上のカップルから聞いた、彼の良いところ・悪いところ。花嫁が結婚

を決めた本当の理由とは？！

現役ウェディングプロデューサー、ホテルマンとしての経験をしての経験を生か

し、「究極の男塾」を開催します。

○添付資料 チラシ 1枚

問合せ先

○本件記事に関すること 企画財政部 企画課 政策係 担当：齋藤・渡邉

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：令和元年 12月 1日(日) 午後 1時 30分～3時 30分

○会 場：埼玉グランドホテル本庄（本庄市駅南２－２－１）

○講 師：高橋 大介 氏（ウエディングプロデューサー）

○定 員：30 名（先着順）

○対 象：おおむね 30～40代の「独身男性」

○費 用：無料 （参加者特典あり）

○申 込：11 月 11日（月）～25 日（月）までに下記より申込

○主 催：SAITAMA 出会いサポートセンター本庄

（社会福祉法人本庄市社会福祉協議会）

○後 援：本庄市

応募フォーム OR ＵＲＬ

https://ws.formzu.net/sfgen/S79632652/
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コンビニ交付サービスを開始します

令和元年 11月 5 日から住民票などの証明書のコンビニ交付サービスを開始します。

コンビニ交付サービスは、住民票の写しや戸籍証明書などの証明書を全国のコンビニエ

ンスストア等のマルチコピー機で取得できるサービスで、市役所が開庁していない土日や

夜間でも証明書の取得が可能となります。

○添付資料 総務省のパンフレット １部

問合せ先

○本件記事に関すること 市民生活部 市民課 担当：鈴木

電話：０４９５（２５）１１１３

○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

【利用可能店舗】

○マルチコピー機の設置してあるセブン－イレブン、ローソン、ファミリー

マート、イオンなど

【利用可能時間】

○午前 6時 30分から午後 11時まで

（12 月 29日から 1 月 3日およびメンテナンス日を除く）

※ただし、戸籍証明書および戸籍の附票の写しに関しては、平日午前 9時か

ら午後 5時まで

【取得できる証明書】

○住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写し、所得・

課税証明書、納税証明書

※コンビニ交付サービスを利用するためには、マイナンバーカードが必要と

なります。

※

※コンビニ交付を利用するために必要なマイナンバーカード
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体験型観光プログラム

「本庄すまいる日和２０１９」を開催します

本市が有する豊かな自然や特色のある歴史、伝統や文化などの観光資源を体験型観光プ

ログラムとして形作り、市内外の多くの方に参加していただくことで、本市の魅力を発信

する「本庄すまいる日和２０１９」を開催します。

そば打ちやまち歩き、「本庄まつり」のお祭り体験など12個のプログラムを楽しめます。

街を歩いて体験し、文化に触れて、本庄の魅力を感じてみませんか。

○詳しいプログラムは、市ホームページ「本庄すまいる日和」で検索すると

ご覧いただけます。

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市役所経済環境部 商工観光課 担当：山木

電話：０４９５－２５－１１７４

○広報全般に関すること 本庄市企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話：０４９５（２５）１１５５

○開催期間：11月 1 日（金）～ 12月 15日（日）

○予約申込：10月 15 日（火）～

○主 催：本庄市商工観光課

○そ の 他：各プログラムの詳細はパンフレットをご覧ください。
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下記の期間マリーゴールドの丘公園をイルミネーションで装飾し、初日には点灯式を開

催します。

マリーゴールドの丘公園は、春のシバザクラ、夏のアジサイ・ひまわり、秋のマリーゴ

ールドに続き、イルミネーションの光を灯すことにより、冬の彩りできらめくこととなり

ます。イルミネーションと市街地の夜景が競演する開放的で気持ちのよい絶景スポットと

なります。昨年よりも一層キラキラと輝く丘をお楽しみください。

○添付資料 1部（チラシ・昨年の写真）

※チラシの内容は、現時点のものです。

当日までにタイムスケジュール及び協力先等が変更となる可能性がございます。

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市都市整備部 都市計画課 担当：美野田・野口

電話 ０４９５（２５）１１３７

○広報全般に関すること 本庄市企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

【 イルミネーションの点灯 】

期 間：令和元年 11月 23日（祝・土）～令和 2年 1月 13 日（祝・月）

時 間：17 時～22 時頃まで

場 所：本庄市マリーゴールドの丘公園（本庄市早稲田の杜 1-13-1）

（JR 上越新幹線本庄早稲田駅北口から徒歩5分程度）

【 点灯式 】（※雨天中止）

日 時：令和元年 11月 23日（祝・土）（入場無料）

内 容： 【プレイベント】16時 30分～

・はにぽんとじゃんけん（お菓子のプレゼントあるかも？！）

・演奏（シンガーソングライターTAON さん）

【イルミネーション点灯式】17 時～

・歌の演奏（早稲田大学本庄高等学院グリークラブ）

・イルミネーションカウントダウン

その他： ・来場者へ光るブレスレット・グッズプレゼント

（早稲田の杜まちづくり活動勉強会・本庄ガス㈱）

・キッチンカー等によるあたたかい食べ物・飲み物の販売

マリーゴールドの丘イルミネーション事業

並びに点灯式の開催について
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小久保寛太選手の壮行会を開催します

11 月 7日から 15 日までドバイで開催される「世界パラ陸上競技選手権大会」に、

東京２０２０パラリンピックへの切符をかけて小久保寛太選手が出場します。

つきましては、下記のとおり壮行会を開催します。

問合せ先

○本件記事に関すること 企画財政部オリンピックパラリンピック支援室 担当：田島

電話 ０４９５（２５）１６１５

○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 令和元年 10 月 28 日（月）

午後 5時 30 分  6 時

○場 所 市役所 1階 市民ホール



本庄市長定例記者会見（令和元年１０月２３日） 資料№６

令和元年度 本庄市人権教育研究集会の開催について

市民一人ひとりの人権が尊重され、ともにいきいきと暮らすことのできるまちづ

くりを目指し、人権教育研究集会を開催します。

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会

の開幕が来年に迫りました。

本市は盲目の国学者、塙保己一の出身地で、視覚障

害者サッカーの支援に力を入れているとともに、トル

コ共和国のホストタウンに登録されています。

男子 400メートルハードルの日本記録保持者（2019

年 9月現在）で、障害のあるなしや年齢、性別に関係

なくスポーツやアートを楽しんでいる風景を作るこ

とを運営コンセプトとした「新豊洲 Brilliaランニン

グスタジアム」館長でもある為末大氏に、「障害者ス

ポーツの未来」について講演をしていただき、障害者

スポーツの理解促進と、東京 2020 オリンピック・パ

ラリンピック競技大会へ向けた機運醸成を図ります。

○添付資料 チラシ １部

取材の取り扱いについて １部

問合せ先

○本件記事に関すること 市民生活部 市民活動推進課 人権推進･男女共同参画係

担当：片貝、鈴木 電話：０４９５（２５）１１１８

○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：令和元年 11月 15 日（金）午後 7時 ～ 午後 8 時 40分

（開場：午後 6 時 30 分）

○会 場：本庄市民文化会館 （定員1,200 名）

○内 容：障害者スポーツの未来

○主 催：本庄市、本庄市教育委員会

○その他：入場無料。手話通訳あり
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令和元年度 地域福祉講演会の開催について

市では、ふくしの杜ほんじょうプラン 21（第 2期本庄市地域福祉計画・第 2期本庄市地

域福祉活動計画）に基づき、誰もがお互いを尊重しあい、住み慣れた地域で自立した幸せ

な生活を送れるような地域共生社会の実現を目指しています。

市民の皆様に地域福祉についてご理解ご協力いただくことを目的として、地域福祉実践

の第一人者である大橋謙策先生をお招きし、本庄市社会福祉協議会と共催で講演会を開催

します。

○添付資料 講演会チラシ １部

問合せ先

○本件記事に関すること 福祉部 地域福祉課 担当：舩樹

電話：０４９５（２５）１１４２

○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

（講師プロフィール）

大橋謙策（おおはし けんさく）
公益財団法人テクノエイド協会理事長

東北福祉大学大学院教授

日本社会事業大学名誉教授

○テーマ：誰もが住みやすい地域共生社会づくりを目指して

～本庄市の新たな地域福祉を考える～

○日 時：令和元年 11 月 17日（日） 午後 2時 ～ 4時

（開場午後 1時 30 分）

○開 場：児玉文化会館セルディ ホール

○その他：入場無料（450 席）

手話通訳あり



誰もがお互いを尊重しあい、住み慣れた地域で

自立した幸せな生活を送れるような地域共生社

会を目指して、地域福祉実践の第一人者である

大橋謙策先生をお招きし、講演会を開催します。

共催 本庄市地域福祉課・本庄市社会福祉協議会 ≪お問合せ≫℡０４９５－２５－１１４２（市地域福祉課）

◆◆◆講師紹介◆◆◆

1943年東京都生まれ。日本社会事業大学社会福祉学部社会事業学科卒。東京大学大学院教育学研究科博士課

程(社会教育専攻)満期退学。日本社会事業大学の他、日本福祉大学等を経て、現在は、東北福祉大学大学院教授、

日本社会事業大学名誉教授として教鞭を執る。

特定非営利活動法人・日本地域福祉研究所理事長、富山県福祉カレッジ学長（2012年より富山県福祉推進顧

問）、一般財団法人・社会福祉研究所理事長、公益財団法人・テクノエイド協会理事長、一般社団法人・日本ユ

ニットケア推進センター副会長として活動される他、日本生命財団理事・高齢社会助成事業選考委員長、大和証

券福祉財団理事、損保ジャパン日本興亜福祉財団理事等に就任。また、日本学術会議第 18期・19期会員、日

本社会福祉学会会長、日本地域福祉学会会長、日本福祉教育・ボランティア学習学会会長、放送大学客員教授等

を歴任。

『地域福祉の展開と福祉教育』（全国社会福祉協議会1986年）、『地域福祉』（放送大学教育振興会 1999年）

『社会福祉入門』（放送大学教育振興会2008年）、『地域福祉の新たな展開とコミュニティソーシャルワーク』

（社会保険研究所2010年）、『コミュニティソーシャルワークの理論と実践』、『コミュニティソーシャルワー

クの新たな展開』（共に中央法規出版 2015年、2019年）など著書多数。

～本庄市の新たな地域福祉を考える～

令和元年度 本庄市地域福祉講演会

令和元年１１月１７日（日）
午後２時～４時頃

午後１時３０分開場

本庄市児玉文化会館

セルディ ホール

公益財団法人テクノエイド協会理事長

東北福祉大学大学院教授

日本社会事業大学名誉教授

大橋 謙策 氏

講師

入場無料

申込不要

手話通訳

あり

（本庄市児玉町金屋７２８－２）

ふだんのくらしのしあわせの実現を

一緒に考えてみませんか？
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本庄市立図書館 文芸講演会の開催について

読書の秋にちなみ、市民の皆様が読書に関心を深め、読書活動の推進を図ること

を目的として、文芸講演会を開催します。

○添付資料 チラシ１部

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市教育委員会事務局 図書館 担当：中山、伊達

電話：０４９５（２４）３７４６

○広報全般に関すること 本庄市企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話：０４９５（２５）１１５５

『文学作品に見る本庄のすがた ～知らなかった本庄のこぼれ話あれこれ

～』と題して、江戸時代以降の本庄市の様子を小話を交えてお話しをしてい

ただきます。

○日 時：令和元年 11月 9日（土）午後 2 時 ～ 午後 3 時 30 分

（開場：午後 1時 30 分）

○会 場：本庄市立図書館本館 2階会議室

（本庄市千代田 4-1-9）

○その他：定員：60 名（先着順）※入場無料

○講 師：本田 豊 氏

1952 年生まれ。本庄市在住

武蔵野史学会代表

（元埼玉県史編さん委員、東京都立大学人文学部講師）

著書に「絵が語る 知らなかった江戸のくらし」、「絵

が語る 知らなかった幕末明治のくらし事典」ほか
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本庄まつりが盛大に開催されます

中山道一の山車まつりを誇る「本庄まつり」が開催されます。

本庄の「鎮守様」として市民から親しまれている金鑚神社の大祭で、町内10基の山車

が勢揃いする姿は圧巻です。是非ご来場ください。

また、山車アプリにより山車の位置・お祭り情報を確認いただけます。

まつりの流れは、11 月 2 日の宵祭り(前夜祭)で祭りの安全を祈願し、11月 3 日

午前10 時には、神社本庁より献幣使（ケンペイシ）を迎え例大祭が行われます。

正午に神輿が神社を発御し、町内を渡御します。山車は、そのお供で巡行し、こ

れを附祭りと呼んでいます。

山車には、金箔や漆彩色で仕上げられた見事な彫刻や精巧な彫金、華麗な文様の

緞帳が飾られ、子供たちも加わった囃子方の奏でる優雅なお囃子の音色が、独特な

祭情緒をかもし出します。

○添付資料 パンフレット（１部：こだま秋まつりと同一）

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市観光協会本庄支部（本庄市商工観光課内 担当：山口）

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

○日 時：11月 2日（土）・3 日（日・祝）

○場 所：本庄市街地

○主 催：本庄まつり実行委員会

○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（約 3.0km）

○その他：トイレ：有。駐車場：有（約 500台）。

関連ＨＰ ：https://www.honjo-kanko.jp

山車アプリ：https://loc.tliserv.co.jp/matsuri/honjyo/
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こだま秋まつりが盛大に開催されます

児玉地域の総鎮守である八幡神社の例大祭の「こだま秋まつり」が開催されます。

御神馬（ごじんめ）を伴う御神幸行列が巡行し、附け祭りとして山車 3基と屋台1基が、

お囃子を奏でながら曳き廻され、ＪＲ児玉駅前や市街地の四つ角等で競演会が行われます。

是非、ご来場ください。

（ＪＲ児玉駅前お囃子競演会の様子） （御神馬・御神幸行列の様子）

○添付資料 パンフレット（1部：本庄まつりと同一）

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市経済環境部 支所環境産業課 担当：田島

電話 平日 ：０４９５（７２）１３３４

土日祝日：０４９５（７２）１３３１

○広報全般に関すること 本庄市企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

○日 時：11月 3日（日・祝）

○場 所：本庄市児玉町市街地内

○主 催：こだま祭り実行委員会

○交 通：ＪＲ八高線「児玉駅」下車すぐ

関越自動車道「本庄児玉ＩＣ」より車約 10分（約 5.0km）

○その他：トイレ：有。駐車場：有（約 400台）。

関連ＨＰ／https://www.honjo-kanko.jp./

山車や屋台の上で演奏されるお囃子は、各町によって曲調が異なります。

また、御神馬・御神幸行列の巡行は、先鋒、金棒、旗、塩振り、神官、天狗（猿

田彦大神）、五色旗、賽銭箱、武士、神社旗、御神馬と続きます。

なお、御神馬が暴れると火災などの災難が起きると言われることから、御神馬

が通り過ぎる間は、競演会のお囃子も行なわれません。







本庄市長定例記者会見（令和元年１０月２３日） 資料№１１

こだま芸術祭の開催について

昨年から始まったこだま芸術祭。今年は「歩いて楽しめる芸術祭」をコンセプトに江戸

時代に中山道最大の宿場町として栄えた「本庄宿」エリアを中心に開催します。

歴史的建造物や古い空家、今でも活用されている蔵など10 カ所の会場で現代アートや障

がい者アートなど多様な作品を展示します。

蔵を利用したカフェやレトロな飲食店もあるので、街を散策して芸術と味覚の秋を楽し

んでください！

○添付資料 こだま芸術祭チラシ １部

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市経済環境部 商工観光課 担当：中田

電話：０４９５－２５－１１７４

こだま芸術祭実行委員会 担当：長沼 克

電話：０９０ー５９９５ー５０２７

○広報全般に関すること 本庄市企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話：０４９５ー２５ー１１５５

○期 間：11月 2日(土)～11月 17 日(日) 10：00～17：00

○会 場：旧本庄商業銀行煉瓦倉庫（運営本部）、はにぽんプラザ他

○内 容：旧中山道周辺のレトロな建物 10 カ所を会場に、現代アートや障が

い者アートなど多様な作品を展示します。

○主 催：こだま芸術祭実行委員会

○その他：埼玉県立近代美術館の出張美術館や現地で作品を描くライブペイ

ンティングの実施も予定しています。







本庄市長定例記者会見（令和元年１０月２３日） 資料 No.１２

第１３回ほんじょう公園まつりの開催について

本庄市若泉運動公園で、第１３回ほんじょう公園まつりが開催されます。

先着1,000名様にユリの球根をプレゼントするほか、緑の募金にご協力いただくと苗

木をプレゼントします。さらに、花、植木、野菜等の即売会も実施されます。

秋晴れの一日に楽しいイベントを用意してお待ちしております。是非ご来場ください。

○添付資料 第１３回ほんじょう公園まつりチラシ 1部

問合せ先

○本記事に関すること

主 催：本庄市北地域都市公園指定管理者 本庄市環境緑の会 担当：斎藤

電話 ０４９５（２４）７１８１（若泉運動公園武道館内）

担当課：本庄市都市整備部 都市計画課 施設公園係 担当：新井

電話 ０４９５（２５）１１３７

○広報全般に関すること 本庄市企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

○日 時：令和元年11月9日（土） 午前10時から午後3時まで

（雨天決行・荒天中止あり）

○場 所：本庄市若泉運動公園多目的グラウンド・芝生広場

（本庄市小島6丁目11番14号）

○内 容

【ステージイベント】

CHELSEA（ライブ）、バンブー王国（ライブ）、宮本町の祭りお囃子、保育園児の

鼓笛隊、本庄第一高校チアリーディング部・ダンス部による演技披露、本庄第

一高校書道部によるパフォーマンス、ズンバ［新企画］

【多目的グラウンドプログラム】

はにぽんストラックアウト[新企画]、サッカーリング[新企画]

【遊びの学校】 竹とんぼ、ベーゴマ、メンコ、コマ回し、竹馬、太鼓たたき

【絵画展示等】 保育園児絵画展

【有料体験】 ポニー乗馬体験

【模擬店】 焼きそば、うどん、そば、から揚げ、クレープ、イカ焼き 等

【その他】

・福祉作業所の物品販売

・本庄市菊花会による菊花展を開催（菊花展：令和元年 11月 7 日～11日）

・本庄市マスコット「はにぽん」が、良い子のみんなにキャンディをプレゼント

他にも楽しいイベントをご用意してお待ちしております。






