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新型コロナウィルス感染症拡大により影響を受けた市内の小規模事業者等に対

し、事業継続等の取組を応援するため給付金を支給します。令和２年度の小規模 

事業者等応援臨時給付金を受けた方も対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：仲原 

電話：０４９５（２５）１１７４・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 

○給付額  ： １事業者に対し５万円 

○対象者  ： 市内で事業を行っている、従業員数 20 人以下の 

小規模事業者（法人・個人事業主、ＮＰＯ法人） 

創業１年未満の小規模事業者等も対象となります。 

※事業収入が収入全体の 50％未満の場合は対象外です。 

※対象外となる事業者 

・宗教法人、学校法人、一般社団法人、一般財団法人等 

・農業、林業、漁業 ・暴力団員又は暴力団と関係する者 

○給付要件 ：①令和３年４月以降のいずれかの月の月間売上高が前年同月    

又は前々年同月の売上高に比べ、15％以上減少したこと。 

②市内に本店又は主たる事業所を有すること。 

③市税（到来した納期限のもの）に滞納がないこと。 

④申請日に営業を営んでおり、今後も継続する意思があること。 

○申請方法 ： 原則郵送申請 

     新型コロナウィルス感染症拡大防止のためご協力をお願いします。 

【郵送先】〒367-8501 本庄市本庄 3-5-3 

本庄市役所商工観光課（応援臨時給付金申請担当）宛 

○申請期間 ： 令和３年 11 月１日（月）～令和４年１月 31 日（月） 

（当日消印有効） 

 ○問い合わせ先 本庄市役所経済環境部商工観光課 

        電話：０４９５（２５）１１７４・（２５）１１７５ 

 ※給付金は課税対象となります。 

 ※その他、詳細事項については、本庄市ホームページをご確認ください。 

小規模事業者等応援臨時給付金について 
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 「カミケンシルクドーム」表示板除幕式の開催について  

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

○本件記事に関すること スポーツ推進課 庶務係 担当：田中・原口 

              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  11 月 13 日（土）午前９時～午前９時 30 分   

 

２．会 場  本庄総合公園体育館メインアリーナ 

       本庄市北堀 433 番地 

 

３．主 催  株式会社上里建設 

 

４．内 容  本庄総合公園体育館の愛称「カミケンシルクドーム」表示板の 

除幕式を開催します。 

                     ※イメージ 
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新型コロナウイルス感染拡大の影響により、休業や失業等で経済的に影響を受け

ている子育て世帯に対し、新型コロナウイルス対策応援金を活用しておこめ券を無

償で配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

○本件記事に関すること 本庄市社会福祉協議会 担当：倉林 

              電話：０４９５（２４）２７５５ 

  

○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 

 

◯配布内容：全国共通おこめ券 

       

◯対象者：本庄市にお住まいの方で、新型コロナウイルス感染拡大により、休

業や失業等で経済的に影響を受けている 18歳以下の子を持つ子育

て世帯 

 

○配布数：1,500 枚 300 世帯分を予定  

（1 世帯あたり、世帯人数により 4～6 枚を配布させていただく予定です） 

※１世帯につき１回の申込みとなります。 

 

○問い合わせ先：本庄市社会福祉協議会 電話：０４９５（２４）２７５５ 

 

◯そ の 他 

受付は、11 月 15 日(月)ＡＭ9：00 から 12 月 1 日（水）PM5:00 までに         

右記コードまたは、電話にて受付。（応募者多数の場合は抽選） 

当選された方には、おこめ券をご自宅に送付します。 

この事業は、新型コロナウイルス対策応援寄附金を活用して 

実施いたします。 

 

『ほんじょうつながりプロジェクト』 

おこめ券配布事業の実施について 
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新型コロナウイルス感染拡大の影響により、休業や失業等で経済的に影響を受け

ている子育て世帯に対し、新型コロナウイルス対策応援金を活用してクリスマスケ

ーキ（４号サイズの生デコレーションケーキ）を無償で配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

○本件記事に関すること 本庄市社会福祉協議会 担当：倉林 

              電話：０４９５（２４）２７５５ 

  

○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 

 

◯受取日：12 月 24 日(金)・25 日(土)より選択 

       

◯対象者：本庄市にお住まいの方で、新型コロナウイルス感染拡大により、休

業や失業等で経済的に影響を受けている18歳以下の子を持つ子育

て世帯 

 

○配布数：500 個 ※１世帯につき１回の申込みとなります。 

 

◯ケーキの内容：４号サイズの生デコレーションケーキ 

 

○問い合わせ先：本庄市社会福祉協議会 電話：０４９５（２４）２７５５ 

 

◯そ の 他 

受付は、11 月 15 日(月)ＡＭ9：00 より 30 日（火）PM5:00 までに         

右記コードまたは、電話にて受付。（応募者多数の場合は抽選） 

当選された方には、引換券を送付します。指定された 

店舗に引換券を持参してケーキを受け取っていただきます。       

また、抽選でサンタクロースがご自宅にケーキをお届けいたし 

ます。この事業は、新型コロナウイルス対策応援寄附金等を活用して実施

いたします。 

 

『ほんじょうつながりプロジェクト』 

クリスマスケーキ配布事業の実施について 
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 キッズ健幸アンバサダー養成講座（旭小学校）  

キッズ健幸アンバサダー養成講座とは、スポーツ庁における令和 3 年度「Sport in 

Life 推進プロジェクト(スポーツ実施を阻害する課題解決のための実証実験）」として行

われる事業で、講座を通して、スポーツの重要性や楽しさ、オリンピアへの憧れ、そして

大切な人に影響を与えることができる伝え方等を体験、習得したインフルエンサー(キッ

ズアンバサダー＝ＫＡ）が講座で得た知識、スポーツの楽しさを、コロナ禍において運動

不足になりがちな親や祖父母に熱意を持って伝えることで、子どもたちのスポーツ実施率

をはじめ、大人世代のスポーツ実施率向上を目指します。 

旭小学校の協力を得て、授業の一環として小学１～３年生を対象に北京オリンピック

陸上銀メダリスト・朝原宣治氏やサッカーなでしこジャパン ワールドカップ優勝メンバ

ー・安藤 梢氏をはじめとする豪華講師陣を招いて講座を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○添付資料 取材申込書 

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 

旭小学校でのキッズ健幸アンバサダー養成講座は、以下のとおり実施します。 
 

○日 時：令和３年 11 月 22 日（月） 

     第１講座・・・９時 20 分～11 時 05 分（１年生・２年生） 

     第２講座・・・13 時 15 分～14 時 55 分（２年生・３年生） 

○会 場：本庄市立旭小学校 

○講 義：①「健康におけるスポーツの力とＫＡの使命と役割」 

      筑波大学教授・博士（医学） 久野 譜也 氏 

     ②「速く走る秘訣」 

      北京五輪 2008 陸上男子４×100m リレー銀メダル 

            ＮＯＢＹ Ｔ＆Ｆ ＣＬＵＢ 朝原 宣治 氏 

     ③「ボールをうまく操ろう」 

      サッカーなでしこジャパン ワールドカップ 2011 優勝 

                  ロンドン五輪 2012 銀メダル 

          筑波大学助教・博士（体育科学） 安藤 梢 氏 

     ④「相手の心に火をつける話し方」 

      ㈱つくばウエルネスリサーチ取締役 

      保健師・博士（スポーツウェルネス学） 塚尾 晶子 氏 
 
○その他：同じ内容の講義を、午前の第１講座、午後の第２講座として２回

実施します。 



日  時  令和３年 12月 18 日（土） 

13 時～18 時（開場 12時 00 分） 

会  場  本庄市民文化会館ホール   

内  容  ○表彰式 13 時～14 時 

     ○記念イベント 14 時 15 分～  

・渋沢栄一アンドロイドトークイベント 

        協力：深谷市・渋沢栄一記念館     

          ・本郷和人氏（東京大学史料編纂所教授） 

講演テーマ「日本の歴史に見る塙保己一の貢献」 

       ・ゴールボールパラリンピアンイベント 

       ・子どもたちによる群読劇「塙保己一物語」を公演 

入 場 料  無料 

定  員  1,000 人（予定：要申込み） 

申込方法  下記のいずれかの方法でお申し込みください。 

メール：a3310-06@pref.saitama.lg.jp 

電 話：048-830-3309 又はファクス：048-830-4789 

注意事項  申込者が定員を超えた場合は、抽選になります。 

表彰式・記念イベント当日は、入場券を必ずご持参ください。 

申込締切  令和３年 12月６日（月） 

そ の 他  ○手話通訳と要約筆記が配置されます 

     ○臨時送迎バス（無料）の運行 

主  催  埼玉県福祉部障害者福祉推進課 ｢塙保己一賞｣係 

電話：０４８（８３０）３３０９ 

共  催  本庄市／埼玉県教育委員会 
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塙保己一賞は、本市の偉人「塙保己一」のように、障害がありながらも不屈の努力を続け社会的

に顕著な活躍をしている人や、障害者を献身的に支援している人を表彰する事業です。 

塙保己一没後 200 周年にあたる今年は、表彰式とあわせて記念イベントを開催します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○添付資料 第 15 回塙保己一賞チラシ １部 

 問合せ先 

○本件記事に関すること 教育委員会生涯学習課 文化会館係 担当：前川 

              電話 ０４９５（７２）８８５１ 

○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 

本郷和人氏 

 

©深谷市 

塙保己一没後 200 周年記念大会 

第 15 回塙保己一賞表彰式・記念イベントを開催します 

渋沢栄一アンドロイド 

mailto:a3310-06@pref.saitama.lg.jp
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 本庄まつりの山車模型展示会について  

 旧本庄商業銀行煉瓦倉庫において、本庄まつりの山車模型を展示します。 

制作したのは、市内在住で信元（しんげん）工房の田中啓元さんと境野信一さんのお二

人で、今回の展示会には、１/５、1/10、１/15 スケールの本庄地域の山車を約 30 基展示

していただきます。精密に作られた山車が勢ぞろいする様は圧巻で、お祭り気分をたっぷ

りと味わうことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年、11 月２日・３日に行われる本庄まつりは、昨年に続き今年も中止となりました。本庄

まつりは明治時代から続く中山道一といわれる山車祭りです。10 基ある山車のうち、８基が明

治・大正時代に製作され、それらは市指定有形民俗文化財に指定されています。今回は、その

山車を忠実に再現した山車模型の展示会となっています。 

製作した田中さんと境野さんは幼馴染みで、プラモデル作りが趣味でしたが、それが山車製

作に代わり、仕事が休みの日に作り続けていました。県内をはじめ日本各地の山車祭りに足を

運び製作に役立てているそうです。また、二人が製作した川越祭りと秩父夜祭りの山車模型は

2018 年フランスパリで開催された日本の文化を紹介するユネスコ展でも展示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 施設運営係 担当：荻野 

                       電話：０４９５（２２）０８２８ 

             旧本庄商業銀行煉瓦倉庫 担当 加藤・我妻・田中 

                       電話：０４９５（７１）６６８５ 

○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 

 ○本庄の山車模型展示！！ 

 ○日 時：10 月 18 日（月）～11 月 14 日（日） 

 ○主 催：ＮＰＯ法人地域環境緑創造交流協会（会場指定管理者） 

○会 場：旧本庄商業銀行煉瓦倉庫 本庄市銀座１丁目５番 16 号 

○入場料：無料 

○その他：トイレ：有。駐車場：有（28 台） 
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 本庄早稲田の杜ミュージアムがある浅見山丘陵とその周辺には、古墳時代の全期間を通

して古墳が築かれていました。古墳時代前・中期（４世紀から５世紀）には、墳丘長 70ｍ

を超える前方後円墳、北堀前山 1 号墳や直径 60ｍ級の大型円墳、公卿塚古墳・金鑚神社古

墳など児玉地域を代表する有力な首長墓が築かれました。また、古墳時代後期から終末期

（６世紀から７世紀）にかけては、横穴式石室をもつ円墳が数多く造られ、宥勝寺裏埴輪

窯跡では埴輪の生産も行われていました。 

 この展示では、これまでの発掘調査によって出土した資料を通して、ミュージアム周辺

の古墳を紹介します。 

 

会期 令和３年 10 月 12 日（火）     

～令和３年 12 月 26 日（日） 

 

会場 本庄早稲田の杜ミュージ  

アム 交流ひろば 

   本庄市西富田 1011  

  

時間 午前９時～午後４時 30 分  

※月曜日休館 

 

費用 無料 

 

○添付資料  チラシ １部 

 

 

 

問合せ先 

○本件記事に関すること 教育委員会事務局 文化財保護課 担当：松橋・太田 

                       電話：０４９５（７１）６８７８ 

○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 

ミニ企画展 

「ミュージアム周辺の古墳」 





展示箇所 出土遺跡 資料名称 出土地 点数 時期

円筒埴輪片 北堀 7 ４世紀

盾形埴輪片 北堀 5 ４世紀

柵形埴輪片 北堀 7 ４世紀

土師器　杯 北堀 1 ４世紀

直刀 北堀 2 ７世紀

鵐目金具 北堀 2 ７世紀

鍔 北堀 1 ７世紀

鎺 北堀 1 ７世紀

責金具 北堀 3 ７世紀

鉄鏃 北堀 7 ７世紀

弓飾金具 北堀 3 ７世紀

耳環 北堀 1 ７世紀

刀子 北堀 1 ７世紀

展示台１ 浅見山Ⅰ遺跡２号墳 円筒埴輪 西富田 4 ６世紀

碧玉製管玉 西富田 1 ４世紀

土師器　壺 西富田 1 ４世紀

土師器　鉢 西富田 2 ４世紀

土師器　台付甕 西富田 1 ４世紀

土師器　高杯 西富田 1 ４世紀

土師器　壺 西富田 1 ４世紀

土師器　坩 北堀 1 3世紀

土師器　壺 北堀 1 3世紀

翳形埴輪 北堀 2 ６世紀

大刀形埴輪 北堀 2 ６世紀

人物埴輪 北堀 1 ６世紀

馬形埴輪 北堀 8 ６世紀

展示台２ 金鑚神社古墳 円筒埴輪 児玉町入浅見 3 ４世紀

円筒埴輪片 児玉町入浅見 6 ４世紀

朝顔形埴輪片 児玉町入浅見 3 ４世紀

生野山将軍塚古墳 円筒埴輪片 児玉町生野 3 ４世紀

展示ケース１

公卿塚古墳

元富東古墳

展示ケース２

浅見山Ⅰ遺跡３号周溝墓

浅見山Ⅰ遺跡８号周溝墓

宥勝寺北裏遺跡1号周溝墓

展示ケース３ 宥勝寺裏埴輪窯跡

展示ケース４
金鑚神社古墳

　ミュージアム周辺の古墳　出品目録

展示ケース１ 展示台１ 展示ケース２
展示

ケース３
展示台２ 展示

ケース４

交流ひろば
展示ケース・台 配置図 壁面

順路
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 本庄早稲田の杜ミュージアムでは、埼玉誕生

150 周年記念として、埼玉県民の日である 11 月 14

日に「世界に一つだけの勾玉づくり」ワークショ

ップを開催します。 

 勾玉は、埼玉県章のデザインに採用されてお

り、埼玉県にゆかりの深いものとなっています。

ワークショップでは、参加者が作成した勾玉で県

章を描きます。 

 なお、ミュージアムには、古墳時代後期から飛

鳥時代にかけての古墳から出土した、水晶や瑪瑙

（めのう）、碧玉（へきぎょく）製の勾玉が展示さ

れております。 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

日時 令和３年 11 月 12 日（金）・13 日（土）・14 日（日） 

会場 本庄早稲田の杜ミュージアム（本庄市西富田１０１１） 

費用 ３色から選択 白：２００円、ピンク・黒：３５０円（材料費） 

定員：１日２回 各回１０名（事前申込制 10 月 30 日（土）から先着順） 

 

問合せ先 

○本件記事に関すること 本庄市教育委員会 文化財保護課   担当：山田・松橋 

                       電話：０４９５（７１）６８７８ 

○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 

「世界に一つだけの勾玉づくり」

ワークショップ 
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〇「スポレクフェスタ 2021」の開催中止について 
令和３年 11 月 13 日（土）に開催を予定しておりました「スポレクフェスタ 2021」に

つきましては、本庄市スポレクフェスタ実行委員会により、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止のため、開催中止が決定されました。 

 

問合せ先 

○本件記事に関すること 教育委員会事務局 スポーツ推進課 担当：鈴木 

                       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 

 

 

 

〇「第 25 回本庄早稲田の杜クロスカントリー＆ 

ハーフマラソン大会」の開催延期について 
令和４年４月 10 日（日）に開催を予定しておりました「第 25 回本庄早稲田の杜    

クロスカントリー＆ハーフマラソン大会」につきましては、本庄早稲田の杜クロス  

カントリー＆ハーフマラソン大会実行委員会により、新型コロナウイルス感染症の  

感染状況が未だ不透明のため、令和５年への開催延期が決定されました。 

 

問合せ先 

○本件記事に関すること 教育委員会事務局 スポーツ推進課 担当：山口 

                       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 

スポーツイベントの開催中止または延期について 


