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埼玉で開催！東京 2020 開催 1 年前月間イベント in 上里

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会をオール埼玉で盛り上げるため、

１年前となる８月に、県内各地で開催１年前月間イベントが開催されます。

本庄市では、今回上里町のイオンタウン上里で開催される同イベントに出展し、ホスト

タウン相手国であるトルコ共和国の紹介や、交流事業を実施した際の写真、パネルやサイ

ン入りユニホームの展示、トルコランプやトルコの紅茶（チャイ）を飲むグラスなどの工

芸品の紹介を行います。

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８月１０日（土）１０：００～１８：００

○会 場：イオンタウン上里 ふれあいコート等

○内 容：本庄市ＰＲブースほか、各種ステージ発表、キックターゲット・

ゴルフ体験等競技体験コーナー、聖火リレーＰＲコーナー、スポ

ンサー企業ＰＲブース等出展予定

※詳細は、別紙をご覧ください。

○その他 会場テーマ：誰でも気軽に競技体験

本庄市のＰＲブースは、ベルク前通路になります。



【筋力トレーニング】 【ステップビクス（有酸素運動）】

｢マイトレ教室 目指せマイナス５歳！

～ステップ美クスで心も身体も健幸に～｣を実施しています。
び けんこう
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この教室では、平成２９年度から、医療費の削減と健康寿命の延伸を目的とし、健康長

寿埼玉モデルの推奨プログラム｢筋力アップトレーニング｣に基づいて、筋力トレーニング

と有酸素運動のウォーキングやステップビクスを実施しています。

｢マイトレ教室｣のマイトレ
．．．．

はマイトレーニングの略で、運動を継続して行い、運動習慣

を身につける自分自身ためのトレーニングという意味があります。また、1人 1人に合わ

せた個別の運動プログラムを作成し、それに基づき運動を実施しています。参加者には歩

数計を配布し、運動データの見える化を行い、目に見えて成果を確認することができます。

○添付資料 （本庄市の健康増進事業の取り組み～マイトレ教室～ １部）

問合せ先

○本件記事に関すること 保健部 健康推進課 担当：佐々木

電話：０４９５（２４）２００３

○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

｢マイトレ教室｣の主な成果

○体力年齢の若返り(※1) 約 8 歳の若返り（H30 年度参加者）

○運動習慣の改善 筋トレ回数 13 回/月（推奨回数）以上を維持

○歩数や、しっかり歩数の増加(※2)

○医療費抑制効果 1人あたり約 11,000 円/月

○H30 年度埼玉県健康長寿優秀市町村表彰式で、｢優良賞｣を受賞

※1･･･体力年齢とは、体力を評価する方法で、体力水準を示す年齢のことです。

※2･･･普通の歩行よりも早く歩いた歩数のこと（早歩きの歩数）です。



本庄市では平成２８年３月に「本庄市健康づくり推進総合計画」を策定し、健康づくりの重点施策の一つとして「生

活習慣病予防・重症化予防」を掲げ、日常生活における身体活動の推進を図っています。その事業の一つとして、

「マイトレ教室」を平成29年度から実施しています。

年を重ねると、血管自体が硬くなり、高血圧・心筋梗塞などのリスクが高くなります。有酸素運動を行うことによっ

て、血管を柔らかくし、内臓脂肪を減らすことで高血圧の改善・予防やメタボを予防することができます。また、筋力

トレーニングを行い、太りにくい身体をつくることでメタボを予防することができます。

マイトレ教室の具体的な取り組み（H30 年度）

内容（参加者：１７３名）

・有酸素運動（ウォーキング・ステップビクス）･･･7,000～8,000 歩/日を目標としています。

・筋力トレーニング･･･５～７種目 １３回/月を目標としています。

・体組成測定、血圧測定 ・血液検査

・運動と関連した栄養講座 ・体力測定

主な成果

・体力年齢の若返り ・医療費抑制効果

教室開始６か月で約８歳の若返り（H30 新規参加者） 1人あたり月平均医療費が約 11,000 円減

本庄市の健康増進事業の取り組み ～マイトレ教室～

開始時 ３ヵ月後 ６ヵ月後
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62.2歳８歳の若返り!!

・運動習慣の改善

①平均歩数 1 日あたり 2,500 歩/日 増加

②平均しっかり歩数 2,000 歩/日（推奨値）以上実施

③筋トレ（７種目/2 セット）３回/週以上実施 など

・体組成データの改善

体重の減少、筋肉率の維持・向上など

・血液検査結果の改善

中性脂肪の減少、HDL（善玉）コレステロール上昇など

医療費削減効果

教室実施期間
(平成 30年 9月～12月)

※ 月平均医療費の算出方法

対象となる月から 1年間を遡った年平均を
月平均として算出します。

ｎ＝単位（人）

対照群＝参加者の３倍の非参加者を

無作為に抽出

添付資料２－１
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マンホールカードを配布します

マンホールカードは、これまでに第９弾まで作成され、４０７自治体・４７８種が発行

されています。今回第１０弾の募集があり、その一つに本庄市のマンホール蓋（汚水 Ver）

が登録され、令和元年８月７日の全国一斉配布に向けて、印刷作成を行っております。

今回カード化されたマンホール蓋は、市内から見ることができる坂東大橋や赤城山を背

景に川の中を泳ぐトゲウオを描き、市内にある若泉公園の桜や小山川沿いの千本桜の花を

周りに配したものです。本市を囲う雄大な自然をイメージし、公共下水道の普及促進とと

もに、水や緑などの自然を大切にしていこうという思いを込めております。

なお、カードの元となったマンホール蓋は、現在本庄早稲田駅北口交差点付近歩道に設

置しております。今後、マンホール蓋の更新や公共下水道の整備の際に、歩道に順次設置

を進めていく予定です。

※ マンホールカードとは、下水道への理解・関心を深めていただくためのコミュニケーション

ツールとして、下水道広報プラットホームと全国の地方公共団体とが一緒に発行しているカード

です。 （下水道広報プラットホームＨＰより）

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：谷田部

電話：０４９５（２５）１１４７

○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

▲今回登録された本庄市（汚水 Ver）のマンホールカード

（配布について）

○配布開始日：８月７日（水）から

○配布時間：午前８時３０分～午後５時１５分

○配布場所：平日…本庄市役所２階下水道課窓口

土日休日…本庄市役所１階休日窓口

○その他：４，０００枚発行。１人につき１枚配布（郵送不可。手渡しのみ）。
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夏休み子ども教室『サマーチャレンジ』の開催について

本庄市では青少年健全育成を目的として、毎年、夏休み期間中に小学生を対象にした夏

休み子ども教室『サマーチャレンジ』を開催しており、夏休みの宿題のヒントや親子のふ

れあいの場として大変好評をいただいております。

今年度については、４２講座、延べ７００名の小学生の参加を予定しています。

申込みは既に終了しており、半数以上の講座が定員に達しています。

講座に関する問い合わせは各公民館で対応しています。

○添付資料 令和元年サマーチャレンジチラシ（１部）

問合せ先

○本件記事に関すること 本庄市教育委員会 生涯学習課 公民館係 担当：薄根

電話 ０４９５（２４）７３８３

○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

開催日程 ： 令和元年７月２０日（土）～８月２３日（金）

開催場所 ： 本庄市内公民館（全１１公民館）

講座内容 ： 料理・手芸・工作・習字・ダンスなど
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本庄東小学校 ２連覇達成！ 全国大会出場！！

中 央 小 学 校 第３位入賞！

６月２９日(土）、熊谷ドームで行われた第５３回交通安全子供自転車埼玉県大会

において、昨年に引き続き団体の部で２年連続優勝を果たした本庄東小学校の児童

９名と３位入賞の中央小学校の児童９名が、市長を表敬訪問します。

優勝した本庄東小学校は、来る８月７日（水）、東京ビッグサイトで行われる

第５４回交通安全子供自転車全国大会に出場します。

○添付資料 大会結果

問合せ先

○本件記事に関すること 教育委員会 学校教育課 担当：武藤

電話 ０４９５（２５）１１８３

○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

本庄東小学校・中央小学校が市長を表敬訪問

第５３回交通安全子供自転車埼玉県大会の結果報告

表敬訪問では、県大会での優勝報告と、全国大会出場に向けての意気込みを

市長に伝えていただきます。夏休みに入った今も、悲願の「全国制覇」を目指

して、毎日練習に励んでいます。

訪問日時 令和元年８月５日（月） 午前９時

場 所 本庄市役所 ６階 大会議室



第 54 回交通安全子供自転車全国大会出場！

「線は踏まない！足はつかない！一発勝負！」

令和元年６月２９日（土）に第53回交通安全子供自転車埼玉県大会が、彩の国くまがや

ドーム（熊谷市）で県内３９警察署管内から代表小学校各１校、前年度の優勝校・準優勝

校合計４１チームが参加し開催されました。

本庄市より出場した本庄東小学校は、見事２年連続初優勝を成し遂げました。個人の部

では優勝した細野さんをはじめ、１位から４位を独占しました。また、同じく本庄市より

出場した中央小学校は、団体の部で３位に入賞し、個人の部でも５位及び７位入賞を果た

しました。何度も練習試合を行い、互いに切磋琢磨してきた２校とも、本番では積み重ね

てきた練習の成果を発揮し、よい結果を収めることができました。

大会での競技は交通に関する安全知識を問われる学科試験と、基本的なルールや技術等

を問われる安全走行テスト、高度な技術を要求される技能走行テストの実技があり、４名

の選手が代表で競技をしました。昨年の全国大会では、１１位という悔しい結果となった

本庄東小学校は、卒業生の分まで必死に練習してきました。今年は「全国制覇」を合い言

葉に、一致団結して全国大会に臨みます。

問合せ先

○本件記事に関すること 教育委員会 学校教育課 担当：武藤

電話 ０４９５（２５）１１８３

○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

今回優勝した本庄市立本庄東小学校は８月７日（水）東京ビッグサイトで行われる

全国大会に埼玉県代表として出場します！

○団体の部

優 勝 本庄市立本庄東小学校

準優勝 上里町立神保原小学校

第 3位 本庄市立中央小学校

第 4位 春日部市立八木崎小学校

第 5位 三郷市立彦糸小学校

第 6位 久喜市立栗橋小学校

第 7位 白岡市立篠津小学校

第 8位 熊谷市立奈良小学校

大 会 結 果

○個人の部

優 勝 本庄市立本庄東小学校 細野 雪乃 6学年（女）

準優勝 本庄市立本庄東小学校 山田 茉緒 6学年（女）

第3位 本庄市立本庄東小学校 栁田 千和 6学年（女）

第4位 本庄市立本庄東小学校 飯塚 心美 6学年（女）

第5位 本庄市立中央小学校 岩脇 百花 6学年（女）

第6位 上里町立神保原小学校 子安 美緒 6学年（女）

第7位 本庄市立中央小学校 山田沙椰佳 6学年（女）

第8位 上里町立神保原小学校 本多 真弥 6学年（女）

第 53 回交通安全子供自転車埼玉県大会
本庄東小学校 ２連覇達成！ 全国大会出場！！

中央小学校 第３位入賞

添付資料５－１
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第２回本庄まちゼミの開催について

本年２月に開催し、大変好評をいただきました『本庄まちゼミ』の第２回を開催いたし

ます。

今回は、第１回参加店舗に加え、新たな店舗・講座が加わり、地域商店街の活性化に向

けて、今年も数多くの商店主が先生となり皆さまをおもてなしいたします。

本庄まちゼミへの想い～本庄オリジナルロゴ～

○添付資料 パンフレット・「第１回本庄まちゼミ実績報告」 各１部

問合せ先

○本件記事に関すること まちゼミ実行委員会（本庄商工会議所内）

担当：森村 電話 ０４９５（２２）５２４１

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

○開催期間 令和元年９月１日(日)～９月３０日(月)

○参加店舗 ３６店舗（３８講座）

○申し込み ８月９日（金）から各店舗へ直接申し込み

本庄まちゼミを１００倍楽しめるような企画をＷｅｂで掲載していきます。

＜開催前特別企画：店主突撃インタビュー＞

実行委員長の山田が、いきなり店舗に出向き、店主に突撃インタビュー！

チラシの講座タイトルだけでは伝わらない店主の想いやキャラクターを紹介。

＜開催後特別企画：講座レポート＞

実行委員メンバーや覆面調査員が開講講座に実際に潜入！

お店ごとにレポートにまとめてご紹介。（※9月中旬より随時公開予定）

○公式ＨＰ ： https://honjomachizemi.jimdofree.com/

○Facebook ： https://www.facebook.com/honjomachizemi/

本庄まちゼミＨＰにて、参加店舗や WEBコンテンツをご覧いただけます。

「お店の人はカッコイイ」をテーマに、職人さんのイラ

ストをあしらい、この街の商業者の高い能力に敬意を払

う意味合いを込めて作成したロゴマークです。

「お店のヒトはセンセイだ」をキャッチコピーに、まち

ゼミのコンセプトのさらなる浸透と宣伝効果の向上を狙

っています。



○開催期間 平成３１年２月 １日(金) ２月２８日(木)

○参加店舗/受講者数 ２９店舗（２９講座）/約４６２人

○参加者アンケート結果 市内78％、市外 22％と市内外問わずご参加いただきま

した。また、受講した講座についての感想は「大満足」「満足」が98％を占め、大

変好評いただきました。

○講師店アンケート結果 29 店舗中、93％の参加店が次回も参加するとご回答いた

だき、実施店舗にとってもメリットのあるイベントになりました。

○第１回本庄まちゼミ講座の様子

得する街のゼミナールを略して〝まちゼミ〟とは岡崎市発祥で、中心市街地の商店

街のお店が講師となり、プロならではの専門的な知識や情報、コツを無料で受講者

（お客様）にお伝えする少人数制のゼミです。

お店の存在・特徴を知っていただくと共に、お店（店主やスタッフ）とお客様のコ

ミュミケーションの場から、信頼関係を築くことを目的とする事業です。

美容・健康、飲食、物販、サービス、金融、と様々なお店が参加しており1時間 

1時間 30分程の時間で少人数制のゼミを実施し楽しい学びの場となっております。

お客様に喜んでいただけることで、「お店」と「まち」のファンづくりを推進して

います。

添付資料６－１

第１回本庄まちゼミ 実績報告

＜まちゼミとは＞
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出張 どんぐり子ども食堂 in 南中

「お兄さんやお姉さんと一緒に勉強したり、ごはんを食べたりして楽しく過ごしましょう。」

どんぐり子ども食堂は、月に１回、本庄市四季の里１丁目の『どんぐりルーム』で開催

しています。

今回は、多くの大学生・高校生にもボランティアとして参加していただき、本庄市立

本庄南中学校で開催します。

問合せ先

○本件記事に関すること どんぐり子ども食堂事務局 田邊

電話：０８０－５４６６－５７３５

○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８月３日（土）

９：３０ 受付開始

１０：００ 開会式、午前の部開始

１２：００ 昼食

１３：００ 午後の部開始

１４：３０ おやつの時間

１５：００ 閉会式

○会 場：本庄市立本庄南中学校（本庄市緑３－１３－１）

○内 容：宿題や勉強、自由研究、そして遊びを、学生リーダーが主体

となって行います。

お昼には、みんなでカレーライスと野菜サラダを食べます。

○対 象：中学生以下の子どもと、その保護者

（幼児は保護者同伴。小学生は送迎が必要です。）

○費 用：無料（大人は昼食代として３００円）

○申 込：前日の８月２日（金）午後５時まで申し込み期間を延長しました。

申込先：どんぐり子ども食堂事務局（田邊）

電話 ０８０－５４６６－５７３５


