
その他イベント情報

今年の参加賞は「オリジナルはにぽんミニタオル」！！！
参加受付をして手に入れよう！

※デザインはイメージです

※今年度はスタンプラリーを実施しません。
※参加賞は数に限りがあります。

参加賞

塙保己一記念ブラインドスポーツ体験交流会 in 本庄
　来年、没後２００年を迎える埼玉県ゆかりの三偉人の一人・盲学者『塙保己一』を記念し、５人制サッカー
【ブラインドサッカー／ロービジョンフットサル】で日本代表として活躍する菊島宙選手（埼玉 T.Wings）や
岩田朋之選手（CA SOLUA 葛飾）によるブラインドスポーツ体験交流会を実施します。また、会場内で塙保
己一のパネル展示も行います。

詳しくはこちら

厚生労働省
ウェブサイト

新型コロナウイルス感染症対策推進室
情報通信技術（IT）総合戦略室

Android の方はこちらiPhone の方はこちら

新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：COCOA）のインストールをお願いします。

その他注意事項とお願い
○会場では屋内、屋外問わずマスクの着用が必要になります。

○室内で行う種目の会場には、室内用運動靴をご持参ください。

○当日は雨天・荒天の場合中止となります。本庄市ホームページをご確認ください。

○新型コロナウイルスの感染状況によって、当日の開催が中止、または開催内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

○各会場の駐車場に限りがあります。お近くにお住まいの方はなるべく自転車・徒歩でご来場ください。

はにぽんチャレンジ対象事業
※当日、ポイントをもらい忘れても大丈夫！後日、「入場パス」と「ポイント手帳」を持って
　保険課・支所市民福祉課（児玉総合支所）・保健センターへお越しください！

はにぽんチャレンジのポイントがもらえます！
詳しくは当日、PRブースへお立ち寄りください。

主催：本庄市スポレクフェスタ実行委員会　後援：本庄市・本庄市教育委員会　協力：早稲田大学

お問い合わせ
本庄市スポレクフェスタ実行委員会事務局
（本庄市教育委員会スポーツ推進課内）☎0495（25）1152　平日 8：30～ 17：15
※当日の問い合わせ先（シルクドーム）☎0495（25）5677

Android の方はこちら
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スポレクスポレク

手洗い！手洗い！手洗い！

会場：市内複数施設会場：市内複数施設会場：市内複数施設
10：00～12：0010：00～12：0010：00～12：00
13：00～15：0013：00～15：0013：00～15：00

川淵三郎塾

市民一人１スポーツ
はにぽんチャレンジ対象事業

・お問い合わせ：本庄市スポレクフェスタ実行委員会事務局
　　　　　　　（本庄市教育委員会スポーツ推進課内）
・☎0495（25）1152　平日：8：30～17：15

2020/11/14（土）
雨天・荒天時中止

新型コロナウイルス感染症対策を徹底します！！新型コロナウイルス感染症対策を徹底します！！新型コロナウイルス感染症対策を徹底します！！

※新型コロナウイルス の感染状況によって、当日の
　開催が中止、または変更になる場合があります。
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※新型コロナウイルス の感染状況によって、当日の
　開催が中止、または変更になる場合があります。

※当日は新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底しての開催と
　なりますので、会場ではスタッフの指示にしたがってください。
※当日は全会場でマスクの着用が必須となります。

※当日は新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底しての開催と
　なりますので、会場ではスタッフの指示にしたがってください。
※当日は全会場でマスクの着用が必須となります。

※当日は新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底しての開催と
　なりますので、会場ではスタッフの指示にしたがってください。
※当日は全会場でマスクの着用が必須となります。
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フェスタフェスタ
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・主催：本庄市スポレクフェスタ実行委員会　・後援：本庄市・本庄市教育委員会　・協力：早稲田大学

午前の部：午前の部：午前の部：

午後の部：午後の部：午後の部：
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■午前の部（10：00～12：00）■午前の部（10：00～12：00）

▼シルクドームアリーナ▼シルクドームアリーナ

卓球体験コーナー　　　　　　　　卓球連盟（スポーツ協会）卓球体験コーナー　　　　　　　　卓球連盟（スポーツ協会）

基礎体力向上講座　　　　　　　　スキー連盟（スポーツ協会）基礎体力向上講座　　　　　　　　スキー連盟（スポーツ協会）

太極拳体験コーナー　　　　　　　太極拳連盟（スポーツ協会）太極拳体験コーナー　　　　　　　太極拳連盟（スポーツ協会）

フラダンス体験コーナー　　　　　ハートオブアロハフラ .netフラダンス体験コーナー　　　　　ハートオブアロハフラ .net

▼ケイアイスタジアム（市民球場）▼ケイアイスタジアム（市民球場）

ソフトボール体験コーナー　　　　ソフトボール協会（スポーツ協会）ソフトボール体験コーナー　　　　ソフトボール協会（スポーツ協会）

▼芝生広場▼芝生広場

ヨガ体験コーナー　　　　　　　　シルクヨガヨガ体験コーナー　　　　　　　　シルクヨガ

▼本庄総合公園周辺▼本庄総合公園周辺

みんなで歩こうウォーキング　　　ウォークこだま・山岳協会・本庄歩こう会（レクリエーション協会）みんなで歩こうウォーキング　　　ウォークこだま・山岳協会・本庄歩こう会（レクリエーション協会）

▼武道館▼武道館

少林寺拳法体験コーナー　　　　 少林寺拳法連盟（スポーツ協会）・少林寺拳法本庄（スポーツ少年団）少林寺拳法体験コーナー　　　　 少林寺拳法連盟（スポーツ協会）・少林寺拳法本庄（スポーツ少年団）

▼多目的グラウンド▼多目的グラウンド

▼芝生広場▼芝生広場

　　　　　　北泉サッカー・旭サッカー・西サッカー・南サッカー・
　　　　　　　　　　　　　　　　中央サッカー・ホッパーズ・児玉ディパーチャFC（スポーツ少年団）、
　　　　　　　　　　　　　　　　サッカー協会（スポーツ協会）

　　　　　　　　　　　　　　　　北泉サッカー・旭サッカー・西サッカー・南サッカー・
　　　　　　　　　　　　　　　　中央サッカー・ホッパーズ・児玉ディパーチャFC（スポーツ少年団）、
　　　　　　　　　　　　　　　　サッカー協会（スポーツ協会）

ブラインドサッカー＆
ロービジョンフットサル体験コーナー
ブラインドサッカー＆
ロービジョンフットサル体験コーナー

グラウンドゴルフ体験コーナー　　グラウンドゴルフ協会（レクリエーション協会）グラウンドゴルフ体験コーナー　　グラウンドゴルフ協会（レクリエーション協会）

サッカー体験コーナーサッカー体験コーナー

埼玉県障害福祉推進課



※午後の部を開催するのはシルクドームでの体験のみです。
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■午後の部（13：00～15：00）■午後の部（13：00～15：00）
▼シルクドームアリーナ▼シルクドームアリーナ

ボッチャ体験コーナー　　　　　　本庄ボッチャの会ボッチャ体験コーナー　　　　　　本庄ボッチャの会

ドッジボール体験コーナー　　　 本庄アタッカーズ（スポーツ少年団）ドッジボール体験コーナー　　　 本庄アタッカーズ（スポーツ少年団）

体創り運動体験コーナー　　　　　ヴィジョン体創クラブ（スポーツ少年団）体創り運動体験コーナー　　　　　ヴィジョン体創クラブ（スポーツ少年団）

①シルクドームアリーナ

②ケイアイスタジアム（市民球場）

③芝生広場

④ウォーキング集合場所

①シルクドームアリーナ

②ケイアイスタジアム（市民球場）

③芝生広場

④ウォーキング集合場所

⑤武道館

⑥多目的グラウンド

⑦芝生広場

⑤武道館

⑥多目的グラウンド

⑦芝生広場

車いすバスケットボール体験コーナー　  スポレクフェスタ実行委員会車いすバスケットボール体験コーナー　  スポレクフェスタ実行委員会

芝生広場芝生広場

武道館武道館

駐車場駐車場

駐車場駐車場

多目的グラウンド多目的グラウンド

若泉(北)

●才武給食●才武給食

●コカ・コーラボトラーズ
　ジャパン㈱本庄SC
●コカ・コーラボトラーズ
　ジャパン㈱本庄SC

●トレッド本庄店●トレッド本庄店
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多目的広場

わんぱーく

男堀川

プロムナード

駐車場駐車場

ケイアイスタジアム
（市民球場）

ケイアイスタジアム
（市民球場）

シルクドームシルクドーム

駐車場駐車場

ドッグランドッグラン

石の広場石の広場

修景池修景池

芝生広場芝生広場

若泉運動公園エリア会場マップ

本庄総合公園エリア会場マップ
至本庄早稲田駅至本庄早稲田駅

総合受付

総合受付

④④④
①①①

⑤⑤⑤

⑥⑥⑥

⑦⑦⑦

②②②

③③③

会場マップ〜体験会場〜



スポレクフェスタ 2020
当日の体験までの流れ

④各会場で自由に体験
・体験前にスタッフに入場パスを見せてください。

①自宅で検温・体調確認・参加申込書を記入

②総合受付で参加申込書を提出
・参加申込書を提出し入場パスを受け取ってください。
・総合受付の場所は右ページの地図をご確認ください。

③リストバンド型の入場パスの装着
・会場にいる間はよく見える場所に装着してください。
・入場パスをしていない方は体験できません。

　　★入場パスの説明★
・リストバンド型の入場パスです。
・全会場共通です。
・受付番号が印字してあります。
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17総合受付

総合受付

会場マップ～総合受付～



⚠新型コロナウイルス感染拡大防止対策について⚠⚠新型コロナウイルス感染拡大防止対策について⚠
新型コロナウイルス感染拡大を防止するためには、来場されるみなさまのご協力が必要です。
下記の注意事項をよく確認していただき、感染症対策にお力添えください。

○マスクの着用○マスクの着用
会場滞在時はマスクの着用が必要です。受付した方にはマスク（不織布）を配布します。
またマスクを外して休憩等をする場合、なるべく周囲の人から離れた場所で行ってください。

○参加申込書の提出○参加申込書の提出
体調等を確認するため参加申込書の提出が必要となります。ご自宅で記入の上、総合受付へ提出してください。

○入場パスの装着○入場パスの装着
受付をした方には入場パスを配布しますので、会場滞在時にはスタッフが確認できるような場所に装着してください。
体験会場での接触履歴確認のため、受付番号と体験の受付時間を各体験ブースにてチェックします。
入場パスは全会場共通で使用しますので、なくさないようご注意ください。

○入場制限の実施○入場制限の実施
当日の来場人数によって入場制限を行う場合があります。当日のスタッフの指示に従ってください。

○その他感染症拡大防止対策について○その他感染症拡大防止対策について
・大きな声での会話、応援は控えてください。
・会場内での飲食は運動前後の水分補給を除いて控えるようにしてください。
・会場にはゴミ箱を設置していません。ゴミは各自でお持ち帰りください。
・会場内で体調不良者を発見した場合はお近くのスタッフまでお声がけください。
・体調が優れない場合は参加の自粛をお願いします。
・会場では体験前の手指消毒の徹底にご協力ください。

○屋内会場について○屋内会場について

・必ず室内用運動靴を持参してください。施設では運動靴の貸出を行っておりません。
・常に窓を開けて換気を行いますので、会場内の気温が通常より低くなることが予想されます。
調整できるような服装でご来場ください。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によって、当日の開催が中止、または開催内容が変更と
　なる場合があります。ご了承ください。

お問い合わせ

本庄市スポレクフェスタ実行委員会事務局

（本庄市教育委員会スポーツ推進課内）

TEL：０４９５（２５）１１５２

平日８：３０～１７：１５

〈個人情報の取り扱いについて〉
・ご記入いただいた個人情報は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として、
　開催後に当日の行動履歴や体温の確認等に利用します。新型コロナウイルス感染症
　感染拡大防止対策の目的以外には利用しません。
・いただいた個人情報は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のために保健所等公
　的機関へ提出することがあります。
・このチェックリストはイベント当日から 1か月間保管することとし、保管期間終了
　後は適切な方法により破棄します。
・必要事項をご記入いただけない場合は参加をお断りすることがあります。
・イベント終了後、参加者の中に新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された場合、
　陽性者の行動履歴や濃厚接触者の有無等を市ホームページにて公開します。その際、
　個人を特定できるような情報は公開しません。



当日提出用

チェック項目
１ 当日の体温に異常がない

２

参加前 2週間において以下の事項に一つも該当しない
　①　発熱や風邪の症状、嗅覚や味覚の異常がある
　②　新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある
　③　同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる
　④　過去 14日以内に政府から入国制限がされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある

３ 当日マスク等を着用または携行している

４ 介護者や誘導者の必要な場合や小さなお子様をお連れの場合を除き、周囲の人となるべく距離を空けるように気をつける

５ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施する

６ イベント終了後に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに主催者に対して発症したことや氏名等を報告をする

参加者名簿

代表者
氏名 電話番号 当日の体温

℃

参加者 氏名 当日の体温 参加者 氏名 当日の体温

１ ℃ 5 ℃

２ ℃ 6 ℃

３ ℃ 7 ℃

４ ℃ 8 ℃

事務局使用欄 受付番号 ～ 受付時間 ：

※申込書を総合受付に提出して入場パスを受け取ってください。
※当日は入場パスがないと体験ができません。当日の流れについては裏面をご確認ください

スポレクフェスタ 2020参加申込書

参加者全員が上記チェック項目を満たしている参加者全員が上記チェック項目を満たしている


