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婚活「寺コン」の開催について

お寺で縁結び！ 良縁祈願行います
結婚を希望している独身の男女に出会いの場を提供する婚活「寺コン」

を開催します。

お好みの香りでオリジナルのお香作り体験。美味しいデザートやバイ

オリン等の生演奏もご用意。お寺の住職が縁結びのお手伝い！大人気の

「お寺コン」、この機会にステキなご縁を結んでみませんか。

○添付資料 開催チラシ（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：２０１９年１０月２６日（土）

午後１時３０分～５時（受付開始 午後１時～）

会 場：大正院（本庄市本庄２－４－８）

※当日の取材はできません。

定 員：２４名（男女各１２名）応募者多数の場合は抽選

対 象 者：３０代～４０代の独身の方

参 加 費：１，０００円（デザート・ドリンク付）

申 込 み：９月１３日（金）～１０月６日（日）までに下記より申込

応募フォーム OR ＵＲＬ

共 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

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

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

男性 女性
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トルコ代表チームヨーロッパ予選の結果について

ブラインドサッカートルコ共和国チームは、残念ながら準決勝敗退により、東京２０

２０パラリンピックの切符を手にすることができませんでした。

今後は、本市ができることを関係機関と協議しながら進めていく予定です。

《グループ A》

《グループ B》

準決勝 スペイン ０ － ０ イングランド（PK でスペイン）

準決勝 フランス ３ － １ トルコ

決勝 スペイン ３ － １ フランス

３位決定戦 イングランド １ － １ トルコ（PK でイングランド）

５位決定戦 ロシア ５ － ０ イタリア

７位決定戦 ドイツ ２ － ０ ベルギー

９位決定戦 ルーマニア ４ － ０ ギリシャ

ヨーロッパ予選開催場所：ローマ（イタリア）

問合せ先

○本件記事に関すること オリンピック・パラリンピック支援室 担当：佐藤

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

イタリア トルコ スペイン ベルギー ルーマニア 順位

イタリア
１－１
△

0－4
×

１－１
△

3－1
○

3

トルコ
１－１
△

0－0
△

１－0
○

１－0
○

2

スペイン
4－0
○

0－0
△

３－０
〇

7－０
〇

1

ベルギー
１－１
△

0－1
×

０－３
×

3－2
○

4

ルーマニア
1－3
×

0－1
×

0－7
×

2－3
×

5

ロシア フランス イングランド ドイツ ギリシャ 順位

ロシア
0－2
×

１－１
△

１－１
△

4－0
○

3

フランス
2－0
○

0－0
△

１－１
△

5－1
○

1

イングランド
１－１
△

0－0
△

1－０
〇

3－０
〇

2

ドイツ
１－１
△

１－１
△

０－1
×

3－0
○

4

ギリシャ
0－4
×

1－5
×

0－3
×

0－3
×

5

順位 １ スペイン

２ フランス

３ イングランド

４ トルコ

５ ロシア

６ イタリア

７ ドイツ

８ ベルギー

９ ルーマニア

１０ ギリシャ
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ブラインドサッカー東日本リーグ 2019 が本庄市で開催！

北澤豪氏によるトークショーやブラサカ体験会も同時開催！

NPO 法人日本ブラインドサッカー協会(以下、JBFA)は、9月 8日（日）の慶應義塾大学日

吉キャンパスを皮切りに「ブラインドサッカー東日本リーグ2019」を開催しています。

同リーグは、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のブラインドサッカー10 チー

ムおよびロービジョンフットサル3チームにより、12 月までの 4ヶ月間にわたる熱戦を各

地で繰り広げます。

今回下記のとおり、10月 20 日（日）に本市の若泉運動公園にて第3節が行われます。

当日は、元サッカー日本代表で一般社団法人日本障がい者サッカー連盟会長（JIFF）の

北澤豪氏が来場し、同公園内芝生広場にてトークショーも行われるほか、フットサルコー

ト内でブラインドサッカーの体験教室が行われる予定です。

○添付資料 チラシ

問合せ先

○ブラインドサッカー協会主催東日本リーグに関すること

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 事務局

E-mail: media@b-soccer.jp 電話：03-6908-8907 FAX：03-6908-8908

○同時開催イベントに関すること 企画財政部オリンピック・パラリンピック支援室

支援係 担当：岩崎・佐藤

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

大会名： ブラインドサッカー東日本リーグ 2019 第 3節

主 催： 本庄市・NPO法人日本ブラインドサッカー協会

日 時： 2019 年 10 月 20日（日） １０：３０ １７：３０

※ 第 1 試合キックオフ 11：00 から

※ 取材には事前の申し込みが必要です。

会 場： 若泉運動公園多目的グラウンド（人工芝）

（〒367-0061 本庄市小島 6丁目 10－19）

その他： 入場料無料、観戦自由
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デフフットサル女子日本代表選手の市長表敬訪問

本庄市は、障害というハンデを持ちながら、様々な分野でチャレンジしているア

スリートを応援しています。

本年１１月にスイスで開催されるデフフットサルワールドカップ２０１９の

女子日本代表に、ケイアイスター不動産（本社：本庄市西富田）に所属する２名が

選出されました。

ワールドカップ出場を前に、お二人がケイアイスター不動産チャレンジアスリー

トチームに所属する車いすバスケットボール選手３名と共に市長を表敬訪問しま

す。

問合せ先

○本件記事に関すること 企画財政部 秘書課 担当：清水

電話 ０４９５（２５）１１５３

○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

○訪問者

デフフットサル女子日本代表選手

川畑 菜奈（カワバタ ナナ）選手

岩渕 亜依（イワブチ アイ）選手

○訪問日時等

日 時：令和元年１０月７日（月） 午後２時３０分

場 所：本庄市役所 市長応接室

内 容：デフフットサルワールドカップ出場に向けた市長表敬訪問

※ デフ（deaf）とは、「聞こえない」「聞こえにくい」という意味。

聴覚に障害のある人たちのサッカー（フットサル）が、デフサッカー（デ

フフットサル）。

「音のないサッカー」とも呼ばれ、声を出す代わりに、選手同士が手や

眼で合図する。

障害のある人もない人も、少しの工夫で一緒にプレーできる。
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ロービジョンフットサル日本代表を世界へ！

ロービジョンフットサル日本代表チームが、本年１２月、トルコ共和国で開催さ

れるロービジョンフットサル世界選手権出場に向け、資金調達活動を行っています。

ＮＰＯ法人日本ブラインドサッカー協会では、代表チーム派遣費用の一部を調達

するため、９月１７日（火）から寄付の募集を開始しました。

本庄市は、障害というハンデを持ちながら、様々な分野でチャレンジしているア

スリートを応援しており、本市でも１０月に市内で開催するイベントにおいて、来

場者に募金の呼びかけを行うこととしました。

○その他

本庄市では、市民主導の「ロービジョンフットサル日本代表を応援する会本庄支部」

が発足し、合宿支援等を行っています。

この活動が、本市が障害者スポーツ、中でも視覚障害者のブラインドサッカーを応援

する契機の一つとなりました。

問合せ先

○本件記事に関すること 企画財政部 秘書課 担当：清水

電話 ０４９５（２５）１１５３

○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

○募金活動の目的

ロービジョンフットサル日本代表チームの世界選手権派遣のための資

金調達

○募金活動の日時・場所等

10月 12 日（土） 11：00～15：00 「ふれ愛祭」会場（本庄総合公園）

10月 14 日（祝） 9：00～15：00 「スポレクフェスタ」会場（若泉

運動公園）

10月 20 日（日） 10：30～17：30 「ブラインドサッカー東日本リー

グ」会場（若泉運動公園多目的グ

ランド）
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福祉団体による大イベント「ふれ愛祭」の開催について

ふれ愛祭は、障害児者、高齢者及びボランティア等の創作品や活動内容を出品・展示す

るほか即売をすることで、参加者の創作意欲と生きがいを高めるとともに参加団体相互の

連携が図られる事による障害児者の社会参加の場を拡大することを目的として開催するも

のです。

さらには、こうした行事を通じ、市民等の皆様に障害児者、高齢者及びボランティア等

に対する理解を深めていただくことを目的としています。

※昨年の様子

○添付資料 ふれ愛祭開催パンフレット（１部）

問合せ先

○本件記事に関すること 福祉部 障害福祉課 給付係 担当：宇都宮、吉田

電話：０４９５（２５）１１２５

○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１２日（土） 開会 １１：００

終了 １５：００

場 所：本庄総合公園体育館（シルクドーム）周辺

主 催：ふれ愛祭実行委員会

後 援：本庄市・社会福祉法人本庄市社会福祉協議会

協 賛：埼玉県都市競艇組合







本庄市長定例記者会見（令和元年９月２７日） 資料№７

令和元年度 本庄市緑のカーテンコンテスト

表彰式と応募作品の展示を実施します。
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、本庄市緑のカーテンコンテストの作品を募集したところ、以下の

とおり表彰者が決定したため、表彰式及び作品展示を開催いたします。

 市長賞作品（橋本すみ子）

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

○作品募集

募集期間 令和元年７月１日（月）～８月２３日（金）

応募者数 ３８名

○表 彰 市長賞（橋本 すみ子）

優秀賞（埴岡 正人、田邉 智子、中沢 國惠） ※敬称略

○表 彰 式 令和元年１０月７日（月）午後１時３０分～

本庄市役所５階 ５０３会議室

○作品展示

展示期間 令和元年１０月３日（木）～１０月９日（水）正午まで ※土日を除く

※３Ｒ推進月間パネル展と併設予定

展示場所 本庄市役所１階 市民ホール
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とことん児玉なす～１００％活用プロジェクト～

本庄市児玉地域では、黒紫色の光沢が美しく、みずみずしくて皮が柔らかい「児玉なす」

が盛んに生産されています。一般的になすは、毎日の収獲が欠かせない手間のかかる作物

と言われますが、葉の影で傷が出来てしまうような非常に敏感な一面も持ち合わせていま

す。児玉地域も例外ではなく、こうしてできた規格外なすは、市場に出まわることなく、

安価で加工業者に出荷されたり、廃棄されている現状があります。

児玉地域では、今後も関東有数のなす産地であり続けるために、市内の農業者団体や食

品事業者等が連携して、“とことん児玉なす～１００％活用プロジェクト”を実施すること

になりました。

○添付資料 チラシ（１部）

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：久米、今井、田島

電話：０４９５（７２）１３３４

農政課 担当：鈴木、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

「私たちは規格外なすの活用に賛同し、児玉地域を応援します！」

（１）JA 埼玉ひびきの：なすジャム

（２）マロン：なすを使ったパンとマフィン

（３）きんしょう：なす染めのハンカチ

（４）マハロ：なすジャムクレープ

各店舗および児玉商工まつりでの販売を予定しております！



みずみずしくて皮が柔らかい児玉なす。
実は葉の影で傷ができてしまうような敏感な一面も。

産地であるがゆえに生まれてしまう、
そんな「わけありなす」がこのたび生まれ変わりました。

事務局：本庄市役所経済環境部 支所環境産業課  0495-72-1334
                   農政課  0495-25-1177

本庄野菜info
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スポレクフェスタ２０１９の開催について

本庄市では、生涯スポーツの促進を図るため「市民一人１スポーツ」を目標に掲げ、そ

の実現に向けた取り組みとして、スポレクフェスタ２０１９を下記のとおり開催します。

スポレクフェスタは、「みる・する・楽しむ」をキャッチフレーズに、市内のいろいろな

場所で、さまざまな種目のスポーツやレクリエーションを気軽に体験することができる参

加型イベントとして毎年体育の日に開催しています。

スポーツの秋にスポレクフェスタ２０１９に参加して、様々なスポーツやレクリエーシ

ョンの体験をしてみませんか？

○添付資料 開催パンフレット（１部）

問合せ先

○本件記事に関すること 体育課 スポーツ推進係 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

１．日 時 10 月 14 日（月・祝）午前 9 時～午後 3時

２．会 場 本庄総合公園体育館（シルクドーム）ほか市内複数施設

３．主 催 本庄市スポレクフェスタ実行委員会

４．内 容 市内複数施設で体育協会・レクリエーション協会・スポーツ少年団に属する団体

等によるスポーツ・レクリエーションの体験コーナーを実施します。

昨年度より体験時間を延長し、各会場を結ぶ無料のシャトルバスを更に充実させ

て運行することで、より多くの人が様々なスポーツやレクリエーションの体験が

できるようにします。

５．その他 ① 各体験コーナーをまわって様々な「はにぽん」のスタンプを集めるスポレク

スタンプラリーを実施します。

集めたスタンプの数（はにぽんポイント）に応じて景品と交換できます。ま

た、スタンプラリーに参加した全員にスポレクオリジナル「はにぽんクリアフ

ァイル」をプレゼントします。

参加賞及び景品の交換は、各エリアにあるインフォメーションセンター（景

品交換所）でできます。

② 昨年も実施した「ボッチャ」や「ロービジョンフットサル」の体験コーナー

に加えて、「車いすバスケットボール」の体験コーナーも実施します。

体験を通じてパラリンピアンや現役選手との交流ができます。





本庄市長定例記者会見（令和元年９月２７日） 資料№１０

本庄市戦没者追悼式について

本庄市出身の１，３７０余名の戦没者のご冥福を祈り、併せて恒久平和への誓い

を新たにするため、次のとおり、本庄市戦没者追悼式を開催します。

問合せ先

○本件記事に関すること 地域福祉課 地域福祉推進係 担当：松澤

電話 ０４９５（２５）１１２７

○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

○本庄市戦没者追悼式を下記のとおり開催いたします。

日 時 令和元年１０月１７日（木） １３時３０分から

場 所 本庄市民文化会館 ホール

内 容 追悼式では、黙祷や国歌斉唱、献花等により戦没者のご冥福をお

祈りします。

（当日の流れ）

１．開式の辞

２．拝礼

３．国歌斉唱

４．黙祷

５．追悼の辞

６．献花

７．参加者全員による献花

８．閉式の辞



本庄市長定例記者会見（令和元年９月２７日） №１１

本庄市文化団体連合会第１３回文化祭が開催されます

本庄市文化団体連合会では、加盟２９団体による舞台発表（日舞、ダンス、民謡、和太

鼓、八木節等）、作品展示（短歌、絵画、書道、盆栽、写真、ひょうたん、パッチワーク等）、

茶道体験、囲碁の観戦・対局など、多岐に亘る文化祭を２日間の日程で開催します。

市民の皆さまに展示、実演、舞台発表などをご覧いただくことで、本庄市の文化芸術活

動の活発化を図っています。

○添付資料 文化祭プログラム、文化祭ポスター（各１部）

問合せ先

○本件記事に関すること 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

○日 時：令和元年１０月５日（土）・６日（日）

○場 所：本庄市民文化会館

○内 容：１０月５日（土）午前９時～午後５時 作品展示

午前９時～午後３時 囲碁の実演

午前１０時～午後３時 茶道の実演

１０月６日（日）午前９時～午後４時 作品展示

午前１０時～午後２時３０分 舞台発表

午前１０時～午後３時 茶道の実演

午前１１時３０分～正午 記念式典



本庄市文化団体連合会

とき 令和元年10月５日（土）
令和元年10月６日（日）

ところ 本庄市民文化会館

■展示部門
10月５日（土）９時～17時

10月６日（日）９時～16時
■舞台部門
10月６日（日）10時～14時30分・記念式典(11時30分～)

■実演部門

茶道体験 10月５日（土）・６日（日）10時～15時
囲碁実演 10月５日（土）９時～15時

【展示部門】

本庄短歌会 本庄万葉集研究会 麓原会 本庄市書道人連盟 児玉盆栽会
本庄古美術愛好会 本庄美術刀剣保存会 ＨＰＣ写真クラブ

児玉カメラクラブ はぎれっ子 ひょうたん趣味の会 本庄虹の演劇鑑賞会

【舞台部門】
秋山八木節保存会 風洞八木節保存会 こだま和太鼓会

こだま民謡連合会 寿流鶴岡扇会 西川流清秋会 寿流鶴穂会

児玉町社交ダンス愛好会 ロコマイカイ児玉フラ さくらダンス愛好会
【実演部門】

日本棋院埼玉本庄支部 本庄市茶道連合会 児玉茶道会

お問い合せ：本庄市文化団体連合会（本庄公民館内）
電 話 番 号：0495-24-7383
主催：本庄市文化団体連合会
後援：本庄市・本庄市教育委員会

茶道体験者は
お茶(お菓子付き)

無料！！
※数に限りがあります。











本庄市長定例記者会見（令和元年９月２７日） 資料№１２

「ふるさと交流ショップ台東」で本庄の物産を販売します

本庄商工会議所では、東京都台東区の「ふるさと交流ショップ台東」を活用し、期間限

定で地元の野菜やお菓子、漬物、日本神社だるまなどの販売を行います。

「ふるさと交流ショップ台東」とは、全国各地の自治体が 1週間単位で入れ替わり、

各地の魅力を発信するアンテナショップです。ぜひ皆様、当店へ足を運んでください。

○添付資料 チラシ（1枚）

問合せ先

○本件記事に関すること

本庄市役所商工観光課 担当：山口

電話：０４９５－２５－１１７４

本庄商工会議所（担当：飯島・蓮沼）

電話：０４９５－２２－５２４１

○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

出店期間 ： 令和元年１０月１０日（木）から１０月１５日（火）

営業時間 ： 午前１０時から午後７時まで

出店場所 ： 東京都台東区浅草四丁目３６番５号（千束通り商店街内）

※銀座線浅草駅から徒歩１５分

そ の 他 ： 駐車場無

関連ＨＰ：https://www.city.taito.lg.jp/index.html

主 催 ： 本庄商工会議所・シェイクハンド株式会社







本庄市長定例記者会見（令和元年９月２７日） 資料№１３

第６回ほんじょうマルシェが開催されます

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6回『ほんじょうマルシェ』を開催致します。

今回のテーマは“パン・コーヒー・グリーン”。

市内や近隣から、パン屋さんやコーヒー屋さん、野菜やお花などの１４店舗がはにぽんプラ

ザに集合します。

○同時開催イベント

３人制バスケットボール「３×３（スリーバイスリー）」選手“飯島康夫”さんによる３×

３バスケットボール関連イベントが行われます。

（会場：本庄皮膚科医院駐車場、銀座３－７－２１）

○添付資料 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：１０月２０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） 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。

○３人制バスケットボール「３×３」とは

ストリートバスケ「３on３」に、国際バスケットボール連盟が正式な国際ルールを

定めた競技が、「３×３」。最大の魅力はスピーディな展開。１チーム３人で構成され、

バスケット数を競い合います。

○飯島康夫選手

児玉白楊高校出身。アメリカマイナーリーグＩＢＬ

に在籍後、日本プロリーグに所属。同時に３対３のプ

ロリーグ活動も開始。2017 年より本庄市でバスケット

ボール教室をスタート。日本代表候補選手として２０

２０東京オリンピックを目指している。







本庄市長定例記者会見（令和元年９月２７日） 資料№１４

児玉商工まつりが開催されます

本庄市児玉町の事業所が、日頃のご愛顧に感謝して、皆様に良い品を安くご提供いたし

ます。

駅前通り（約350メートル）を交通規制し、地元の商店や企業等約 50 店舗が出店して展

示会や即売会等を実施します。

大抽選会やゲームのほか、楽しいイベントも多数行います。また、“とことん児玉なす～

100％活用プロジェクト”の商品も販売いたします。

ご家族ご近所お誘い合わせのうえ皆様そろっておでかけください。

○添付資料 チラシ（1部）

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

１．日 時／１０月２０日（日） １０時３０分から１５時３０分

２．主 催／児玉商工会

３．場 所／児玉駅前通り

４．ト イ レ／有

５．駐 車 場／有

６．アクセス／ＪＲ八高線 児玉駅下車すぐ

関越自動車道 本庄児玉ICより５ｋｍ

７．関連ＨＰ／https://www.honjo-kanko.jp./





本庄市長定例記者会見（令和元年９月２７日） 資料№１５

GOGO HALLOWEEN!!が開催されます

はにぽんプラザ及び本庄駅北口エリアでハロウィンイベント「GOGO HALLOWEEN!!」が開

催されます。

イベント内容としては、仮装コンテストや仮装パレード、サンバチームによるサンバが

行われる他、はにぽんプラザ前でマルシェも開かれます。また、はにぽんプラザ多目的室

では、チアダンス、チアリーディング、キッズダンスの演技や吹奏楽の演奏等も行われま

す。さらに今年は、記念撮影用にハロウィンの飾り付けをしたフォトスポットを設置し、

参加者が楽しめるイベントとなりますので、是非ご来場ください。

なお、当日は午後 2時 30分より北海亭駐車場で先着200 名のお子様にお菓子の配布をし

ます。

○添付資料 「GOGO HALLOWEEN!!開催チラシ」（1 部）

問合せ先

○本件記事に関すること

本庄市役所商工観光課 担当 中田

電話：０４９５－２５－１１７４

GOGO HALLOWEEN!!実行委員会 担当：池田

電話：０９０ー２７２１ー０４５８

○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ー２５ー１１５５

○日 時 ： １０月２７日(日)１０：３０～１６：００

○主 催 ： GOGO HALLOWEEN!!実行委員会

○会 場 ： はにぽんプラザ及び本庄駅北口エリア

○内 容 ： 仮装コンテスト・仮装パレード・サンバ・マルシェ

○その他 ： 参加者の記念撮影用にハロウィンフォトスポットの設置







本庄市長定例記者会見（令和元年９月２７日） 資料№１６

普寛霊場秋季大祭が開催されます

本庄市は木曽御嶽山 表山道王滝口（おもてさんどう おうたきぐち）開山の師、密教行

者・普寛上人入寂の地です。上人は数々の奇跡に恵まれた人物で、加持祈祷の旅の途中、

病となり斎戒沐浴して座したまま大往生をとげたと言われています。

大祭は普寛上人の遺徳を偲んで、春４月１０日、秋１０月１０日に行われます。「火渡り」、

「釜鳴り」神事など奇祭・荒行が信徒によって行われ、一般参加もできます。

○添付資料 案内図（1部）

問合せ先

○本件記事に関すること

本庄市観光協会（本庄市役所商工観光課 担当：山口）

電話：０４９５－２５－１１７４

普寛霊場 電話：０４９５－２２－４４５１

○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：普寛霊場秋季大祭

○日 時：１０月１０日（木）午前１０時～

○主 催：普寛霊場

○場 所：普寛霊場内（本庄市中央３－４－４１）

○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（３ｋｍ）

○その他：トイレ：有

駐車場：有（大型バス不可）

関連 HP: https://www.honjo-kanko.jp





本庄市長定例記者会見（令和元年９月２７日） 資料№１７

日枝神社秋祭り（吉田林獅子舞）が開催されます
ひ え き た ばやし

日枝神社の秋の祭典の行事として吉田林獅子舞（市指定文化財）が奉納されます。

江戸時代の中頃、この地域に日照りや干ばつが続き作物がとれなかったり、村に悪い病気

が流行して多くの人が亡くなるなどしました。この惨状を見た当時の殿様が、悪霊払いの

ため獅子頭３頭を奉納したことに始まり、その後、獅子舞が行われてきたと伝えられてい

ます。現在、獅子舞は春・秋の両祭りで舞われています。

○添付資料 案内図（1枚）

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

１．日 時／１０月１３日（日）１３時３０分から

２．主 催／日枝神社

３．場 所／本庄市児玉町吉田林９２５－１ 日枝神社

４．ト イ レ／無

５．駐 車 場／有（５台程度）

６．アクセス／ＪＲ八高線 児玉駅より約800ｍ（徒歩10分・タクシー５分）

関越自動車道 本庄児玉ＩＣより約５ｋｍ（車10分）

７．関連ＨＰ／https://www.honjo-kanko.jp./





本庄市長定例記者会見（令和元年９月２７日） 資料№１８

石神神社秋祭り（小平獅子舞）が開催されます
せ き じ ん

石神神社の秋の祭典の行事として小平獅子舞（市指定文化財）が奉納されます。

日光東照宮完成後、彫刻の名人としてその名を知られる左甚五郎が彫ったという言
ひだりじんごろう

い伝えのある小平獅子舞は、元禄 12 年（1699）に皆野町に伝わった獅子頭を成身院覚桑

上人が譲り受け小平に持ち帰ったことが始まりといわれ、疫病の厄払いと雨乞い祈願で

舞われていました。現在は春と秋の祭典の行事として春は日本神社に、秋は石神神社に

奉納されています。

○添付資料 案内図（1枚）

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

１．日 時／１０月１７日（木） １０時３０分～１３時３０分

２．主 催／石神神社

３．場 所／本庄市児玉町小平 石神神社

４．ト イ レ／無

５．駐 車 場／無（近くの本庄市観光農業センター利用可）

６．アクセス／ＪＲ八高線 児玉駅より約５ｋｍ（徒歩60分・タクシー10分）

関越自動車道 本庄児玉ICより約10ｋｍ（車20分）

７．関連ＨＰ／https://www.honjo-kanko.jp./




