
本庄市長定例記者会見（令和元年６月２１日） 資料№１

婚活パーティー「料理コン」の開催について
※平成 31 年度予算編成 重点施策 1 「子どもが輝く未来を描く〈少子化への対応〉」実施事業

料理も学べて 出会いも叶う♪
素敵な出会いを見つけながら、地元の食材をたくさん使ったおウチで

も美味しく簡単にできる人気のカフェ料理を作ります。

その他資料（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

男性：https://ws.formzu.net/sfgen/S79632652/

日 時：２０１９年８月１７日（土）

午前１０時～午後３時（受付開始 午前９時３０分～）

会 場：はにぽんプラザ（本庄市銀座１－１－１）

定 員：２４名（男女各１２名）応募者多数の場合は抽選

対 象 者：おおむね３０歳～４５歳の独身男女

参 加 費：【男性】２，５００円 【女性】１，５００円

講 師：ハナファームキッチン本庄店 店長 花里陽介 氏

メ ニ ュ ー：こだわり野菜のバーニャカウダ・ローストビーフ

エスニックカレー・ホームメイドジンジャーエール

（デザート付）

申 込 み：７月１日（月）～７月２８日（日）までに下記より申込

応募フォーム OR ＵＲＬ

共催：本庄市社会福祉協議会（SAITAMA 出会いサポートセンター本庄）・
美里町社会福祉協議会・神川町社会福祉協議会・上里町社会福祉協議会

後援：本庄市・美里町・神川町・上里町

男性 女性

女性：https://ws.formzu.net/sfgen/S48848417/



AM O:00～PM3:00

(受付開始9:30～)

1(月)～7/28(日)まで に下記

一本庄 (本庄市社会福祉協 5

美里      議会・    会福祉協議会・上里町社会福祉協議会
し込み・問い合わせ先1

TEL0495-24-2755(本庄市社会福祉協議会)TEL0495-76-3601(美里町社会福祉協議会)
TEL0495-74-1188(神川町社会福祉協議会)TEL0495-33-4232(上里町社会福祉協議会)

【後援】本庄市・美里町・神川町・上里町



本庄市長定例記者会見（令和元年６月２１日） 資料№２

ホストタウン交流事業「駐日トルコ共和国大使夫人来訪」
※平成 31 年度予算編成 重点施策 3 「活気あるまちの未来を描く〈まちの魅力向上への対応〉」実施事業

本庄市は、昨年１２月にトルコ共和国を相手国としてホストタウン登録されました。

駐日トルコ共和国大使夫人インジ・メルジャン氏をお招きし、交流事業を行います。

トルコ共和国の文化に親しみをもっていただくきっかけとして、トルコ料理に焦

点をあて、学校給食にトルコ料理を提供します。提供日に合わせ駐日トルコ共和国

大使夫人をお迎えして、児童と一緒に給食を召し上がっていただきます。

また、本庄絣の機織り体験や、保育園児とのふれあいを予定しています。

○添付資料：行程表、取材申込書

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

１．日 時 令和元年７月９日（火）午前１１時～午後３時（予定）

２．内 容 市役所での歓迎→本庄市立中央小学校での交流、給食→

古澤織物での機織り体験→いずみ保育所での園児とのふれあい

※詳細は別紙行程表をご覧ください。

３．取材申込 学校施設等のため、取材の際は取材申込書を７／５（金）まで

に FAX してください。また、当日は記者証または自社腕章の着

用をお願いします。

４．そ の 他 情報解禁は７／９（火）午後３時以降でお願いします。

本庄市はトルコ共和国の

ホストタウンです。



本庄市長定例記者会見（令和元年６月２１日） 資料№３

「福祉窓口の多チャンネル化」の実証事業を開始します。

※平成 31 年度予算編成 重点施策 5「志と共生のまちへの未来を描く〈共生社会への対応〉」実施事業

「福祉窓口の多チャンネル化」とは、市民が福祉相談を行いやすく、また情報を得やす

くするために、市民に多様な形式の窓口（経路：チャンネル）を提供する取り組みであり、

福祉課題の早期発見が期待できます。

本市では、既に市内の美容・理容組合などのご協力を頂き、要介護認定４・５の方を対

象に要介護高齢者訪問理美容サービス事業を行っていますが、今回、学校法人山野学苑と

協働して行う実証事業により、美容室が福祉窓口の多チャンネル化の１つとして利用でき

るかを検証します。結果は、今後の地域福祉計画を推進する上で参考とします。

※「福祉窓口の多チャンネル化」は、本市が平成３１年４月に策定した「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並びに第２期本庄市地域福祉活動計

画）」の基本戦略「市民の生活を支える仕組みづくり」の施策として、位置づけている

事業です。

問合せ先

○本件記事に関すること 福祉部 地域福祉課 担当：宮前

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

○実施事業の概要

ご自身若しくは同行者と実施会場に来られる要介護認定２までの方、または、

７５歳以上の方を対象に募集を行い、実施期間中に３回の施術を体験していただ

きます。その際に生活に関するアンケート、困りごとの調査、また体験前と体験

後の気持ちや行動の変化について調査・協力をお願いする予定

○応募方法：地域福祉課に電話またはメールにて申込

※現在受付中

本人、家族、ケアマネージャーさんなどからの申込を想定

申込アドレス：fukusi@city.honjo.lg.jp

○実施期間：７月～１２月に３回の施術（日時は応募者と相談し決定）

○実施会場：社会福祉法人安誠福祉会 特別養護老人ホーム安誠園

○実施内容：ヘアカット、ヘアセット、ヘッドマッサージ、メイク、ネイル、

ハンドマッサージの中から応募者と相談し決定する。



本庄市長定例記者会見（令和元年６月２１日） 資料№４

令和元年度 本庄市緑のカーテンコンテストの実施について

参加者募集！

入賞者には賞状と記念品を贈呈します。

緑のカーテンには、直射日光を遮ること及び葉からの蒸散作用により、気温を低下させ、

夏の冷房使用によるエネルギー消費を抑制する効果があります。

本庄市では、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、緑のカーテンコンテストを開催します。

▲昨年度市長賞作品（株式会社関口組）

その他

コンテストチラシ（１部）

応募要領（１部）

応募用紙（１部）

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

○応募資格

個人または団体であって、令和元年度春以降に本

庄市内にある応募者管理の住宅、学校、事業所等に

おいて設置した緑のカーテンであること

○受付期間

令和元年７月１日（月）～８月２３日（金）

※土・日・祝日除く

○応募方法

応募用紙に必要事項を記入のうえ、写真を添えて

期日までに直接持参、郵送または電子メールにより

応募

○表 彰

市長賞（１名）・優秀賞（３名）



本
庄
市

＊...＊...＊...＊...＊...＊...＊...＊...＊...＊...＊...＊
本庄市では、緑のカーテンの普及を図るため、

緑のカーテンコンテストを開催します。

審査の結果、優秀作品に選ばれた方には表彰状及び記念品を贈呈します。

たくさんのご参加お待ちしています！

＊...＊...＊...＊...＊...＊...＊...＊...＊...＊...＊...＊

✿応募資格

個人又は団体であって、令和元年度春以降に本庄市にある応募者管理の住宅、学校もしくは事

業所等において設置した「つる性植物」を用いた緑のカーテンであること。

✿受付期間

令和元年７月１日（月）～令和元年８月２３日（金） ※当日消印有効

✿応募方法

応募用紙に必要事項を記入のうえ、写真を添えて期日までに持参、郵送又は電子メールにより応

募してください。詳しくは応募要領をご覧ください。

応募要領と応募用紙は環境推進課（市役所４階）及び支所環境産業課（アスピアこだま２階）で

配布します。また市ホームページからもダウンロードできます。

✿応募先（問い合わせ先）

〒３６７－８５０１ 本庄市本庄３－５－３

本庄市役所経済環境部環境推進課エコタウン推進係

電 話 ０４９５－２５－１２４９

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



令和元年度 本庄市緑のカーテンコンテスト 応募要領

１．目的

緑のカーテンには、直射日光を遮ること及び葉からの蒸散作用により、気温を低下さ

せ、夏の冷房使用によるエネルギー消費を抑制する効果があります。

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、緑のカーテンコンテストを開催します。

２．応募資格

個人または団体であって、令和元年度春以降に本庄市にある応募者管理の住宅、学校

もしくは事業所等において設置したゴーヤ・へちま・アサガオ等の「つる性植物」を用

いた緑のカーテンであること。

３．受付期間

令和元年７月１日（月）～令和元年８月２３日（金） 当日消印有効

※土・日・祝日を除く

４．応募方法

次の①と②をご用意いただき、期日までに持参、郵送、または電子メールによりご応

募ください。

① 緑のカーテンコンテスト応募用紙

必要事項をご記入ください。

応募用紙は、市役所４階環境推進課、アスピアこだま２階環境産業課の窓口で配布

しております。また、市ホームページからもダウンロードできます。

② 緑のカーテン設置完成写真

全体がよく判るカラー写真（現像したものであればサービス版～２Ｌサイズ、電子

データの場合は２ＭＢ未満）を1枚以上ご用意ください。写真は返却しません。

＊ 写真を電子メールで提出される場合の注意点 ＊

添付ファイルのサイズが大きい場合は受信できない場合がありますので、写真デー

タ１枚につき、１通ずつのメールに分けて送信してください。

電子メールには氏名・住所・電話番号を記入し、件名を「緑のカーテンコンテスト」

としてください。

なお、写真データは返却しません。



５．審査方法

応募用紙記載事項と写真の審査により、設置規模や設置方法の工夫などを審査します。

審査のため、現地確認にお伺いすることがありますので、その際にはご協力をお願い

します。

６．表彰

市長賞(1名)・優秀賞(３名)を選考し、受賞者には賞状及び記念品を贈呈します。

７．公表

全ての応募作品を市役所１階市民ホールにて展示します。

また、入賞者は市のホームページ等で発表し、写真を掲載する予定です。

８．応募に際しての注意

①設置及び撤去費用、通信費用等、全ての経費は応募者の負担とします。

②設置場所は、応募者の所有または管理している場所です。

③道路などの公共用地にはみ出ないよう、事故に十分注意し、強風時における対策も

行ってください。また、設置にあたっては防犯面にも十分ご注意ください。

④著作権、商標権、肖像権などで第三者の権利を侵害することのないよう配慮してく

ださい。

⑤応募作品の諸権利は主催者に帰属し展示、公開すること（氏名等含む）を了承のう

え応募してください（印刷物・ＨＰなどで使用する場合もあります。）。

⑥審査後、入賞者には通知します。

⑦応募書類及びメディアは返却しません。

９．応募先及び問い合わせ先

〒367-8501 本庄市本庄3丁目5番3号

本庄市役所 経済環境部 環境推進課 エコタウン推進係

電 話 0495-25-1249

FAX 0495-25-1248

E-Mail kankyo@city.honjo.lg.jp



※事務処理欄

受付Ｎｏ．

令和元年度 本庄市緑のカーテンコンテスト 応募用紙

応募者住所
〒 －

本庄市

応募者名

（個人または団体名等）

(フリガナ)

設置場所の住所 本庄市

昼間の連絡先

電 話

ＦＡＸ

E-Mail アドレス

写真データの提供について

電子メールでの写真データの提供は（○付け）

可 能 不可能

※ 電子メールの送信予定日を教えてください。

月 日

植物の種類(名称)とその数量、植え方

約 本 プランター・地植え・他（ ）

約 本 プランター・地植え・他（ ）

約 本 プランター・地植え・他（ ）

約 本 プランター・地植え・他（ ）

約 本 プランター・地植え・他（ ）

カーテンの大きさ(規模)
幅 約 ｍ 高さ 約 ｍ



※事務処理欄

受付Ｎｏ．

設置回数
回目

(今回が初めての場合は１回目とします。)

温度

(測定が可能でしたらご記入ください)

測定日 月 日( 曜日)

時間 午前・午後 時頃

カーテンの外側 . ℃

カーテンの内側 . ℃

緑のカーテンを設置するうえで工夫した点や、感想、温度や省エネのデータ等、

自由に記入してください。



本庄市長定例記者会見（令和元年６月２１日） 資料№５

“涼しくするぞ！本庄”打ち水大作戦２０１９の開催について

昔から、朝夕に庭先や玄関先に打ち水をする習慣がありました。水は蒸発するときに熱

を奪うため、打ち水をすると涼しくなると言われています。

そこで、７月２３日(火)大暑から８月２３日(金)処暑の間、「打ち水を本庄の風物詩にし

よう」を合言葉に、みなさんの家庭や職場でも打ち水をしてみませんか。

○添付資料：“涼しくするぞ！本庄”打ち水大作戦２０１９ 案内パンフレット（各会場）

問合せ先

○本件記事に関すること 上下水道部 下水道課 担当：猪熊

電話 ０４９５（２５）１１４６

○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

【市民一斉打ち水大作戦】
今年も、市民のみなさんと、夏の風物詩の打ち水イベントを開催します。

下記のとおり、２会場で１日ずつ実施します。

第１回

日 時 ８月５日（月） 午後３時３０分～（雨天中止）

場 所 はにぽんプラザ前小イベント広場

第２回

日 時 ８月６日（火） 午後３時３０分～（雨天中止）

場 所 アスピアこだまイベント広場



日本では昔から、朝夕に庭先や玄関先に打ち水をする習慣がありました。水は

蒸発するときに熱を奪うため、打ち水をすると涼しくなるといわれています。

そこで、７月２３日（火）大暑から８月２３日（金）処暑の間、

「打ち水を本庄の風物詩にしよう」を合言葉に、みなさんの家庭や職場でも

打ち水をしてみませんか。

～～市民一斉打ち水大作戦市民一斉打ち水大作戦～～
一斉に打ち水をして、まちを涼しくしましょう。

当日は、集まっていただいたみなさんに打ち水をしていただき

打ち水の効果を体感していただきます。

・日時 ８月５日(月)午後３時３０分～（雨天中止）

・場所 はにぽんプラザ前小イベント広場

（本庄市銀座１－１－１）

※会場へはなるべく徒歩や自転車でお越しください。

主催：本庄市 担当課：下水道課 ☎0495-25-1146

あつい夏を

２℃

涼しくしよう！

■おとなも 夏休み中のお子さんも、

はにぽんプラザに集合しましょう！



日本では昔から、朝夕に庭先や玄関先に打ち水をする習慣がありました。水は

蒸発するときに熱を奪うため、打ち水をすると涼しくなるといわれています。

そこで、７月２３日（火）大暑から８月２３日（金）処暑の間、

「打ち水を本庄の風物詩にしよう」を合言葉に、みなさんの家庭や職場でも

打ち水をしてみませんか。

～～市民一斉打ち水大作戦市民一斉打ち水大作戦～～
一斉に打ち水をして、まちを涼しくしましょう。

当日は、集まっていただいたみなさんに打ち水をしていただき

打ち水の効果を体感していただきます。

・日時 ８月６日(火)午後３時３０分～（雨天中止）

・場所 アスピアこだまイベント広場

（本庄市児玉町八幡山３６８）

※会場へはなるべく徒歩や自転車でお越しください。

主催：本庄市 担当課：下水道課 ☎0495-25-1146

■おとなも 夏休み中のお子さんも、

アスピアこだまに集合しましょう！

あつい夏を

２℃

涼しくしよう！



本庄市長定例記者会見（令和元年６月２１日） 資料№６

本市では、「市民一人１スポーツ」の実現に向けて、早稲田大学と連携し川淵三郎塾事業

に取り組んでおり、その一環として川淵三郎ＣＵＰを開催しています。

本大会は、競技を通じ青少年の夢と友情を育み、心身の健全な発育を促すことを目的に、

平成２１年度から開催しており、大会種目は本庄市スポーツ少年団に所属する３種目（サ

ッカー、ミニバスケットボール、軟式野球）を順番に開催しております。

今年度は、ミニバスケットボールが該当するため、「川淵三郎ＣＵＰ２０１９ミニバスケ

ットボール大会」を下記のとおり開催します。

前回のミニバスケットボール大会の様子

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

川淵三郎ＣＵＰ２０１９

ミニバスケットボール大会の開催について

○日 時：７月１５日（月・祝）海の日 午前８時～午後５時

○会 場：本庄市児玉総合公園体育館（エコーピア）

（住所：本庄市児玉町金屋７５３番地１）

○内 容：ミニバスケットボール大会

フリースロー大会

○主 催：本庄市・本庄市教育委員会

○主 管：本庄市ミニバスケットボール連盟

○協 力：早稲田大学

※川淵三郎塾とは

本市と包括協定を締結(平成 17年 5月)する早稲田大学の特命教授に川淵三郎氏が

就任したことを契機に、本市の生涯スポーツに対する目標「市民一人１スポーツ」

を実現するための取り組みとして、川淵氏の名を冠した「川淵三郎塾」事業を実施

しています。



本庄市長定例記者会見（令和元年６月２１日） 資料№７

「社会を明るくする運動」講演会の開催について

児玉地区保護司会及び児玉地区更生保護女性会の「社会を明るくする運動」の取組の一

環として、長野県松本市にある松本少年刑務所内の「松本市立旭町中学校桐分校」で３５

年間、教壇に立たれていた角谷敏夫先生による講演会を開催します。

問合せ先

○本件記事に関すること 市民生活部 支所市民福祉課 担当：今井

電話：０４９５（７２）１３３３

美里町役場 住民福祉課（児玉地区保護司会事務局）

担当：荒井

電話：０４９５（７６）５１３２

○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

松本市立旭町中学校桐分校は、松本少年刑務所内にある、義務教育を終えていない

受刑者のための公立中学校です。同校を取り上げたテレビドラマ「塀の中の中学校」

は、２０１１年の第５１回モンテカルロ・テレビ祭で３冠に輝いています。

（講師プロフィール）

角谷敏夫（すみや としお）

松本市立旭町中学校桐分校で３５年間、教官として教壇に立ち、退官後は全国で、

講演活動を行っている。テレビドラマ「塀の中の中学校」では企画協力出演。

○日 時：令和元年７月１７日（水）午後１時３０分～３時

○会 場：埼玉グランドホテル本庄

○内 容：「学びと感動が人を変える」講師：角谷敏夫先生

○その他：入場無料



本庄市長定例記者会見（令和元年６月２１日） 資料№８

本庄祇園まつりの開催について

「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などが市内を練り歩く盛大な祭となってい

ます。１４日には、東西に分かれてのみこし巡行も行われ、近隣及び県外の観客を含め、

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、１３・１４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。

○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

○行事名：本庄祇園まつり

○日 時：７月１３日（土） 交通規制時間 午後４時～午後１０時

７月１４日（日） 交通規制時間 午後２時～午後１０時

【まつりの詳細】
・みこし巡行（中山道～銀座通り） ：１４日 午後３時～午後１０時

・台町の獅子舞

（八坂神社～台町町内～大正院） ：１３日 午後２時～

１４日 午後０時～

（銀座ポケットパーク～はにぽんプラザ） ：１４日 午後３時～午後４時４５分

・子どもみこし巡行（銀座通り～中山道） ：１３日 午後４時はにぽんプラザ出発

○主 催：本庄祇園まつり実行委員会

○場 所：本庄市街地

○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





本庄市長定例記者会見（令和元年６月２１日） 資料№９

こだま夏まつりの開催について

児玉の夏の風物詩『こだま夏まつり』が今年も盛大に開催されます。

「八坂の祇園祭」と呼ばれ、９基のみこしが児玉町市街地を練り歩きます。こだま夏まつ

りの代名詞は夕刻から始まる「ケンカみこし」。２基、３基のみこしがトンボを組み合わせ、

「叫び」「回し」「押し合う」荒々しく活気あふれる組み合いも健在で、伝統ある町だから

こその、若者の力が今も光る祭礼です。

○添付資料 ポスター、規制図（本庄祇園祭りと同じ）

問合せ先

○本件記事に関すること 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 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

開催日 ／令和元年７月１４日（日）

日 程 ／ １１：００ 交通規制（～２１：３０）

１２：３０ 渡御発輿祭（八幡神社境内）
と ぎ ょ は つ よ さ い

１３：３０ みこし渡御開始
と ぎ ょ

主 催 ／こだま祭り実行委員会

場 所 ／本庄市児玉町市街地

トイレ ／有

駐車場 ／有

関連 HP ／https://www.honjo-kanko.jp./（本庄市観光協会 HP）

https://www.saitamatsuri.jp/matsuri/kodama-natsumatsuri/

（さいたまつり HP：児玉のまつりが紹介されています。）

※ケンカみこしの様子。

写真は以前のものです









本庄市長定例記者会見（令和元年６月２１日） 資料№１０

お姿流しの開催について

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。

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

金鑚神社

電話：０４９５－２２－３２６７

○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：お姿流し

○日 時：７月３１日（水） 午後６時頃～

○主 催：金鑚神社
かなさな

○場 所：若泉第一公園（本庄市若泉２丁目付近）

○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

○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（令和元年６月２１日） 資料№１１

本庄市高校生プロジェクト「七高祭」の開催について

本庄市高校生プロジェクトでは、平成２７年度から「はにぽんプラザ」を会場と

して「六高祭」を開催してきました。今年度より本庄特別支援学校高等部も仲間入

りし、更にパワーアップした「七高祭（ななこうさい）」を開催します。ぜひお越

しください！

○添付資料

・ポスター（案）・「七高祭」改名企画 各１部

問合せ先

○本件記事に関すること

【七高祭事務局】 都市整備部 都市計画課 担当：矢島、小暮、赤坂、矢本

電話：０４９５（２５）１１３８

【七高祭改名企画】オリンピック・パラリンピック推進室 担当：岩崎

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７月２８日（日） ９時１５分～１８時００分

○会 場：本庄市市民活動交流センター（はにぽんプラザ）

○内 容：ステージ発表（ダンス、箏曲、ピアノ、合唱、演劇、書道パフォーマン
ス、軽音楽、学習活動の紹介など）

展示・実演発表（茶道、美術、書道、写真、漫画、電子機械科、機械科、

チャリティー販売、スーパーサイエンス実演など）

○その他：①実行委員による、七高祭オリジナル企画
・七高祭プロデュース オリジナルスイーツ発表会

・飛び入り参加ＯＫ！○×クイズ大会

・小さなお子様も楽しめる「七高祭縁日」

・オリジナルグッズがもらえるはにぽんスタンプラリー

②「七高祭」改名企画

・本庄特別支援学校が新たに加わることを記念し、七高祭オリジナル

ドリンクを作成します。当日は物品販売、同校卒業の小久保寛太選

手のPRブースとともにパラスポーツで活躍するアスリートへの応援

資金として募金していただいた方へオリジナルドリンクを提供しま

す。

※上記内容については、現時点で検討しているものです。当日、内容が変更となる

場合がありますので、御了承ください。



ポスター(案)




