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令和元年第２回定例会議案一覧

市長提出議案
（令和元年６月３日提出 ２０件）

議案番号 件 名 提案理由・要旨

第27号議案 本庄市森林環境基金条例

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の制定を踏

まえ、森林整備及びその促進に要する経費の財源に充て

るため、本庄市森林環境基金を設置したいので、この案

を提出するものである。

第28号議案
本庄市在宅医療等推進協議会条例を

廃止する条例

本庄市在宅医療等推進協議会を廃止したいので、この案

を提出するものである。

第29号議案
本庄市手数料条例及び本庄市行政不

服審査会条例の一部を改正する条例

工業標準化法の一部改正に伴い、所要の改正をしたいの

で、この案を提出するものである。

第30号議案

本庄市特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部

改正に伴い、投票所の投票管理者等の報酬額を改定した

いので、この案を提出するものである。

第31号議案
本庄市税条例等の一部を改正する条

例

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の

改正をしたいので、この案を提出するものである。

第32号議案
本庄市介護保険条例の一部を改正す

る条例

介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をした

いので、この案を提出するものである。

第33号議案

本庄市放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の

一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提

出するものである。

第34号議案
本庄市下水道条例の一部を改正する

条例

公共下水道事業の経営の健全化及び消費税法の一部改正

等に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出する

ものである。

第35号議案
本庄市農業集落排水処理施設条例の

一部を改正する条例

消費税法の一部改正等に伴い、所要の改正をしたいので、

この案を提出するものである。

第36号議案
本庄市水道事業給水条例の一部を改

正する条例

消費税法の一部改正等に伴い、所要の改正をしたいので、

この案を提出するものである。

第37号議案 財産の取得について

ＣＤ－Ⅰ型消防ポンプ自動車を取得したいので、本庄市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定により、この案を提出するもので

ある。

第38号議案 財産の取得について

児童生徒用机・椅子（本庄西小学校、本庄南小学校、中

央小学校、共和小学校、本庄西中学校、本庄南中学校）

を取得したいので、本庄市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によ

り、この案を提出するものである。

第39号議案
専決処分の承認を求めることについ

て

本庄市税条例の一部を改正する条例について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分したので同条第３項の規

定により、これを報告して承認を求める。

第40号議案
専決処分の承認を求めることについ

て

本庄市都市計画税条例の一部を改正する条例について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第

３項の規定により、これを報告して承認を求める。



第41号議案
専決処分の承認を求めることについ

て

本庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同

条第３項の規定により、これを報告して承認を求める。

第42号議案
人権擁護委員候補者の推薦につき意

見を求めることについて

人権擁護委員 永尾 斎二 氏が令和元年９月３０日をも

って任期満了となるため、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により人権擁護委員の候補者として 飯野 清則

氏を推薦したいので、この案を提出するものである。

第43号議案
人権擁護委員候補者の推薦につき意

見を求めることにいて

人権擁護委員 山田 行男 氏が令和元年９月３０日をも

って任期満了となるため、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により人権擁護委員の候補者として 久米 敦

氏を推薦したいので、この案を提出するものである。

第44号議案
令和元年度本庄市一般会計補正予算

（第１号）

補正予算額 △２２５，４３１，０００円

総額 ２８，２０１，５６９，０００円

地方債の補正

第45号議案
令和元年度本庄市介護保険特別会計

補正予算（第１号）

補正予算額 ８５４，０００円

総額 ５，７５７，６９６，０００円

第46号議案
令和元年度本庄市下水道事業会計補

正予算（第１号）

収益的収入補正予定額 ０円

総額 １，６７４，５３７，０００円

他会計からの補助金



本庄市長定例記者会見（令和元年５月２７日） 資料№２

期日前投票所投票立会人の公募について

本庄市選挙管理委員会では、市民の皆様に政治や選挙に関心を持っていただき、選挙を

身近なものに感じていただくため、期日前投票所投票立会人を公募することとしました。

応募資格は、市内在住の１８歳以上で本庄市選挙人名簿に登録されている方になります。

応募された登録申請書の資格審査後、「期日前投票所投票立会人登録名簿」に登録された

方の中から、選挙ごとに希望を確認し、立会人として選任する予定です。

申請は随時受付し、１８歳から２０代の若い世代が登録してくれることにより、より選

挙への関心を高めてもらうことを期待します。

○添付資料 募集チラシ １部

問合せ先

○本件記事に関すること 選挙管理委員会事務局

（監査委員事務局内） 担当：堀越

電話：０４９５（２５）１１８７

○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

○主 な 職 務：投票用紙の交付、投函及び持ち帰り等の誤りがないかの確認

○応 募 資 格：市内在住の１８歳以上の方で、本庄市選挙人名簿に登録の方

○立 会 日：告示（公示）日の翌日から投票日の前日まででいずれかの日

○立 会 場 所：本庄市役所

○立会時間及び報酬額

○応 募 方 法：申請書を選挙管理員会事務局に提出(郵送、メール、ＦＡＸ可)

※ 申請書は、ホームページからダウンロード出来ます。

立 会 時 間 報 酬

午前８時３０分～午後８時 ９，５００円

午前８時３０分～午後２時１５分 ４，７５０円

午後２時１５分～午後８時 ４，７５０円



本庄市期日前投票所投票立会人の募集について

本庄市選挙管理委員会では、市民の皆様に政治や選挙に関心を持っていただき、選挙を

身近なものに感じていただくため、期日前投票所投票立会人を募集します。

若年層の投票率低下を踏まえ、１８歳～２０代の方からの応募もお待ちしております。

１．期日前投票所投票立会人の役割

投票事務の執行を監視し、選挙の公正確保に努めること

２．主な職務

投票用紙の交付、投函及び持ち帰り等の誤りがないかの確認

３．応募資格

市内在住の１８歳以上の方で、本庄市選挙人名簿に登録されている方

※特定の候補者等の政治活動又は選挙運動を行っている方はご遠慮ください。

４．立会日

告示（公示）日の翌日から投票日の前日までのいずれかの日

５．立会場所

本庄市役所

６．立会時間と報酬

※トイレ、食事以外で席を離れることはできません。

※上記金額から規定の源泉所得税を控除します。交通費・食事代の支給はありません。

７．応募方法

登録申請書に必要事項を記入の上、本庄市選挙管理委員会事務局に提出してください。

（郵送、メール、ＦＡＸ可）

８．登録

資格審査後、期日前投票所投票立会人登録名簿に登録します。

一度登録された方は、取消の申出や転出等がない限り、登録が継続します。

９．選任方法

選挙ごとに、こちらから立会可否や日程調整等の連絡を行い、選任いたします。

希望者が多い場合など、登録された方が必ず選任されるとは限りません。

立 会 時 間 報 酬

午前８時３０分～午後８時 ９，５００円

午前８時３０分～午後２時１５分 ４，７５０円

午後２時１５分～午後８時 ４，７５０円

お問い合わせ先（提出先）

本庄市選挙管理委員会事務局（本庄市役所５階）

〒367-8501 本庄市本庄３丁目５番３号

TEL：0495-25-1187 FAX：0495-22-6080

MAIL：senkan@city.honjo.lg.jp

添付資料２－１



本庄市長定例記者会見（令和元年５月２７日） 資料№３

本庄市防災ガイドブックの作成について

市民が、風水害・地震・火災・雪害などの災害に備えるため、本庄市防災ガイド

ブックを作成しました。災害についての知識や必要な備え、一人ひとりが災害時の

行動を整理するためのマイ・タイムライン、地震・水害・土砂災害のハザードマッ

プなどを掲載しています。

○添付資料 本庄市防災ガイドブック １冊

問合せ先

○本件記事に関すること 市民生活部 危機管理課 担当：小浦方

電話：０４９５（２５）１１８４

○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

○配布開始：令和元年 ６月中旬から

○配布方法：全戸配布
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本庄市では、土砂災害防止月間（６月）の取り組みとして、土砂災害・全国統一防災

訓練に合わせて「令和元年度本庄市土砂災害に対する全国統一防災訓練」を実施します。

問合せ先

○本件記事に関すること 市民生活部危機管理課危機管理係 担当：小浦方

電話 ０４９５（２５）１１８４

○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

本訓練は、平成１９年度から実施しており、今年度で１３回目となります。

１．目的

市内の土砂災害警戒区域等において、住民参加による実践的な情報伝達と避難

訓練を行い、土砂災害に対する避難の迅速化と防災意識の向上を図ることを目的

として実施します。

２．実施日及び時間

実 施 日 令和元年６月２日（日）（全国統一実施日）

実施時間 ９時００分～１２時３０分

３．訓練対象地区

土砂災害警戒区域等の指定地域を対象に実施

今年度対象地区：本庄市児玉町秋山地区

指定緊急避難場所：秋山会館

４．訓練参加機関等

① 対象地区の住民、自治会役員、

民生・児童委員、自主防災隊

② 本庄市、児玉郡市広域消防本部、本庄市消防団、児玉警察署、熊谷地方気象台

③ 埼玉県

④ 国土交通省

⑤ 社会福祉法人児玉福祉会 特別養護老人ホームオルトビオス児玉ホーム

５．訓練内容

本庄市児玉町秋山地区において土砂災害が発生する想定で、情報伝達訓練、

避難訓練等を行います。また、避難訓練の実施後、講習会等を行います。

令和元年度

本庄市土砂災害に対する全国統一防災訓練を実施します。
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「社会を明るくする運動」本庄市推進委員会では、非行・犯罪防止等を呼びかけること

を目的に毎年講演会を開催しています。今年度は、本庄市青少年育成市民会議と共催で、

ホームレスや生活困窮者支援など、貧困問題の解決に取り組んできた湯浅誠氏をお招きし、

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：社会活動家、東京大学先端科学技術研究センター特任

教授、全国こども食堂支援センター・むすびえ理事長

湯浅 誠 氏

テ ー マ：「子どもの貧困 私たちにできること」

開催日時：令和元年６月３０日（日）

午後３時３０分 ～ 午後５時１５分

開催場所：児玉文化会館セルディ ホール

入 場 料：無 料（４５０席）
※満席時は立ち見となる場合がありますことをご了承ください。

湯浅 誠 氏による

「社会を明るくする運動」講演会の開催について



◆◆◆講師紹介◆◆◆

1969年東京都生まれ。東京大学法学部卒。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退学。1990

年代よりホームレス支援に従事し、2009年から足掛け3年間内閣府参与に就任。内閣官房社会的包摂推

進室長、震災ボランティア連携室長など。政策決定の現場に携わったことで、官民協働とともに、日本社会

を前に進めるために民主主義の成熟が重要と痛感する。2014 2019年まで法政大学教授。

著書に、『子どもが増えた！ 人口増・税収増の自治体経営』（泉房穂氏との共著、光文社新書、2019年）、

『「なんとかする」子どもの貧困』（角川新書、2017年）、『ヒーローを待っていても世界は変わらない』（朝

日新聞出版、2012年）、『反貧困』（岩波新書、2008年、第8回大佛次郎論壇賞、第14回平和・協同ジ

ャーナリスト基金賞受賞）、『貧困についてとことん考えてみた』（茂木健一郎と共著、NHK出版、2010

年）など多数。

ヤフーニュース個人に連載中の「1ミリでも進める子どもの貧困対策」で「オーサーアワード2016」受賞、

法政大学の教育実践で「学生が選ぶベストティーチャー」を2年連続で受賞。「こども食堂安心・安全プロ

ジェクト」でCampfireAward2018受賞。他に日本弁護士連合会市民会議委員、文化放送「大竹まこと

ゴールデンラジオ」レギュラーコメンテーターなど。

入場無料

「社会を明るくする運動」本庄市推進員会では、非行・犯罪防止等を呼びかけることを目的に毎年

講演会を開催しています。今年はホームレスや生活困窮者支援など、貧困問題の解決に取り組んで

きた湯浅誠氏をお招きし、ご講演いただきます。多くのみなさまのご来場をお待ちしています。

社会活動家・東京大学先端科学技術研究センター特任教授

全国こども食堂支援センター・むすびえ理事長

湯浅 誠 氏
令和元年６月３０日（日）
１５：３０～１７：１５ （１５時会場）

本庄市児玉文化会館セルディ

【主 催】 「社会を明るくする運動」本庄市推進委員会 ≪お問合わせ≫本庄市地域福祉課 ℡０４９５－２５－１１４２

手話通訳

講 師
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本庄市立藤田小学校の校庭を芝生化へ

昨年の北泉小学校に続き、藤田小学校の校庭に芝生コーナーを整備します。

市では、小学校の校庭芝生化を推進しており、藤田小学校が１０校目となります。

学校における総合的な学習の時間を活用し、環境教育授業の一環として、同校の４・５・

６学年の児童が主体となって植え付けを実施する予定です。

【イメージ写真】

⇒

※イメージ写真は、Ｈ26 年度の共和小学校の実績です。

○添付資料 芝生化配置計画図 1部

問合せ先

○本件記事に関すること 教育委員会 教育総務課施設係 担当：関根、平野

電話 ０４９５（２５）１１８２

○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

（開催予定）

１．日 時 ６月２８日（金） 午後１時４０分 午後３時２０分

※小雨決行（予備日７月２日（火）同時間）

２．場 所 藤田小学校校庭 （整備予定面積 約 1,041 ㎡）

３．参 加 者 藤田小学校４・5・6 学年の児童

及び学校教職員、教育委員会職員（計 約９５人）





本庄市長定例記者会見（令和元年５月２７日） 資料№７

本庄市郷土叢書第１集「本庄市の養蚕と製糸－養蚕と絹のまち本庄－」を増刷しました。

今回の増刷では、近年の調査によって明らかになった成果を加えたほか、全体の構成を一新し、

改訂版として編集しました。

養蚕と製糸は、私たちの祖先の多くが関わった身近な産業であり、地域経済の柱であると同時

に、日本の近代化を支えた国家の主要産業でした。本書では幕末から近年までの養蚕、製糸の歴

史とともに、養蚕関連の建物や民俗信仰なども紹介しています。

これまでの「叢書」シリーズ同様、郷土学習や地域研究などに広くご活用ください。

○添付資料 （改訂版）叢書 １冊

問合せ先

○本件記事に関すること 教育委員会部局 文化財保護課 担当：太田

電話：０４９５（２５）１１８６

○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

本庄市郷土叢書第１集
そうしょ

「本庄市の養蚕と製糸－養蚕と絹のまち本庄－」(改訂版)を刊行

■販売開始 ５月３１日（金）から

■販売場所

・本庄市役所４F文化財保護課

電話：0495-25-1186

・歴史民俗資料館

住所：本庄市中央1-2-3

電話：0495-22-3243

・塙保己一記念館

住所：本庄市児玉町八幡山368

電話：0495-72-6032

・競進社模範蚕室

住所：本庄市児玉町2514-27

電話：0495-71-1121

・旧本庄商業銀行煉瓦倉庫

住所：本庄市銀座1-5-16

電話：0495-71-6685

■販売価格 １冊 ５００円

■販売部数 ５００部限定



本庄市長定例記者会見（令和元年５月２７日） 資料№８

第５回ほんじょマルシェの開催について

都心から1時間。豊かな自然と歴史を感じさせる“蔵”が多く残るまち、本庄市。

このたび本庄市の中心市街地にて、第 5回『ほんじょマルシェ』を開催致します。

今回のテーマは“カレー”。

おいしいカレー屋さんと、カレーパン、雑貨などが、はにぽんプラザに集合します。

フリースタイルフットボーラー“佐藤 凌”さん出演

○添付資料 ほんじょマルシェチラシ 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 担当：金井

電話：０４９５（２５）１１７５

○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：６月２日（日曜日）１０時から１４時 ※荒天中止

○会 場：はにぽんプラザ（出入り口付近）埼玉県本庄市銀座 1-1-1

このマルシェは、埼玉県NEXT 商店街プロジェクトの一環として、地元の商店

街及び本庄市にゆかりのある有志メンバーが中心となり、マルシェを通じて

本庄市の魅力を再発見していただき、中心市街地の賑わいを取り戻すべく企画

された地域マルシェです。

フリースタイルフットボールとは、サッカーボールを自由に使ったパフォー

マンスです。サッカーボールを使うといってもサッカーとは違って、 ボール

1個に対して1人で足だけでなく手や上半身を使った、いわばサッカーボール

を使った魅せるパフォーマンスです。





本庄市長定例記者会見（令和元年５月２７日） 資料№９

あじさいの小路の「遅咲きあじさい」の見頃について
こ み ち

本庄市児玉町小平地区榎峠の林道沿い１．５Ｋｍに渡る『あじさいの小路』には、

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

低く開花が遅く長く楽しめる「遅咲きのあじさい」として知られ、年々訪れる方も増えて

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。こちらもお立ち寄りください。

○添付資料 案内図 １部

問合せ先

○本件記事に関すること 支所環境産業課 産業係 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 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話：０４９５（２５）１１５５

例年の見頃：６月下旬～７月中旬

管 理：あじさいの小路保存会

場 所：本庄市児玉町小平（榎峠※別添地図参照）

ト イ レ：有（仮設）

駐 車 場：無

※現地は榎峠の林道沿いのため、駐車場がありませんのでご注意ください。（途中の

ごっくん水付近に駐車スペース有。）時間に余裕がある場合は、麓にある観光農業

センターに駐車し、森林浴を楽しみながらのハイキング（あじさいの小路まで約２.

０㎞ 徒歩３５分）がお勧めです。

観光農業センター：本庄市児玉町小平 653 番地 0495-72-6742

関 連 HP：https://www.honjo-kanko.jp./



○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。

※毎年６月下旬に、シーズンを迎えるにあたり、あじさいの小路保存会を中心とした地元ボラ

ンティアの方々による下草刈などの環境整備作業を実施。

ふるさとの森公園

観光農業センター

住 所 ：本庄市児玉町小平 653 番地

電 話 ：0495-72-6742

ト イ レ：有

駐車場：有

観光農業センター～あじさいの小路

約 2.0km、徒歩約 35 分

林道のため道幅は大変狭く、すれ違いが困難な

箇所が多々あります。また、歩いている来訪者の

方もおりますので、自動車でお越しの際は十分

にお気をつけください。

あじさいの小路

ここから
仮設トイレ（1 基）

あじさいの小路

約 1.5km、約 30 分

あじさいの小路

ここまで

ごっくん水

駐車ｽﾍﾟｰｽ：1～2 台

不動滝

普明寺

石神神社



本庄市長定例記者会見（令和元年５月２７日） 資料№１０

埼玉県立本庄特別支援学校の生徒による地域貢献活動の紹介

本庄特別支援学校の生徒の皆さんが、地域貢献と学習活動の一環として、マリーゴール

ドの丘に「ひまわり」を育てることになりました。この取り組みは、本庄特別支援学校が、

今年度、県内県立特別支援学校では初となる「コミュニティ・スクール」導入校となり、

地域との一層の関係構築を行うための活動でもあります。

６月５日（水）に、中学部の生徒の皆さまが種まきを行います。

その後は、高等部が中心になって除草作業や水やりなどに取り組みます。夏には、満開

のひまわり畑が楽しめる予定です。ご期待ください。

○添付資料 作付け場所図 １部

問合せ先

○本件記事に関すること 都市整備部 都市計画課 担当：施設公園係 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：令和元年６月５日（水）午前１０時３０分から

○会 場：本庄市マリーゴールドの丘公園

○内 容：埼玉県立本庄特別支援学校の生徒による、ひまわりの種まき

○その他：当日は、公園指定管理者（清香園・東京ドームスポーツ共同体）

によりひまわりの管理方法と種まきの指導を行います。

※雨天中止

※撮影をされる場合は、あらかじめ学校職員へお声がけください。





本庄市長定例記者会見（令和元年５月２７日） 資料№１１

梅の実収穫祭の開催について

梅雨入り直前の恒例となりました「梅の実収穫祭」を今年も開催いたします。

毎年、大勢の方にご参加をいただいておりますが、収穫作業は準備体操（健康体操）を

行った後、一斉に実施します。

収穫された梅は、ご自身でお持ち帰りいただき、梅干し、梅酒、梅ジュースなど、さま

ざまな楽しみ、健康に役立てていただいています。

問合せ先

○本件記事に関すること 公園指定管理者 清香園・東京ドームスポーツ共同体

代表者 ㈱清香園 担当：高田

電話：０４９５（２２）３４１４

都市整備部都 市計画課施設公園係 担当：野口

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

（梅の実収穫祭）

開催日時：令和元年６月１日（土）

午前９時～１１時
※結実量によっては、早く終了する場合があります。

※雨天決行

会 場：本庄総合公園梅の園

集合場所：本庄総合公園芝生広場

参 加 費：無料

〈参加実績〉平成３０年度（４００名）

平成２９年度（３５０名）

〈結実が少ない場合〉

収穫袋をお一人様に1枚お渡しします。

皆さんで楽しみを分けあう為、収穫量の制限（収穫袋お１人様１枚分）を

設けます。

○収穫にあたってのルール

・商用目的の方はご遠慮ください。

・脚立の使用は禁止します。

・枝は折らないでください。

・木に登ったり、揺すったりしないでください。

・収穫時に使用する棒は用意してあります。



本庄市長定例記者会見（令和元年５月２７日） 資料№１２

第５回本庄武道館ふれあいコンサートの開催について

今年も本庄武道館においてふれあいコンサートが開催されます。

本庄市近郊で活動されている５組のアーティスト・団体が演奏を披露します。武道館と

いう会場を生かした音の反響を、是非間近で体験してください。また、当日は、本庄第一

高校美術部の作品展や、おみやげがもらえる抽選会も行います。是非ご来場ください。

○添付資料 ふれあいコンサートチラシ：１部

問合せ先

○本件記事に関すること 教育委員会 体育課 担当：笹原

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

○行事名：第５回本庄武道館ふれあいコンサート

○日 時：６月９日（日）１１時～１６時（１０時半開場）

○主 催：本庄市環境緑の会

○会 場：本庄市武道館

（本庄市小島６－１１－１４）

○内 容：コンサート及び美術作品展

○その他：スリッパ持参、座布団等あれば持参




