
秩父市

Chichibu City

Press Release 令和２年１０月９日

（報道関係各位）

全国初！地域で開催！

がんばれ秩父地域！最大２０%戻ってくるキャンペーン！

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市、横瀬町、皆野町、小鹿野町、１市３町では、コロナ禍における秩父地域内消費を活性化

し、感染症予防の観点から直接現金の受渡しのない「キャッシュレス決済」を促進させるため、令

和２年７月・９月に秩父市で行った「PayPay」と連携のキャンペーンについて、１市３町で連携し

対象地域を拡大、下記のとおり開催することといたしました。

地域で共同開催する「PayPay」と連携のキャンペーンは全国初となります。

【キャンペーン概要】

■内 容：地域内対象店舗で対象期間中に、キャッシュレス決済サービス「PayPay」で決済

すると、最大２０％の PayPay ボーナスを付与

■対象店舗：地域内の PayPay 加盟店のうち中小規模事業者(※大手チェーンなど一部除外店舗

あり）

※病院・調剤薬局・大手チェーン店などを除く

■対象期間：１２月１日（火）から令和３年１月３１日（日）まで

■条 件：▶PayPay 残高、ヤフーカード、PayPay あと払い(一括のみ)での決済が対象

▶決済１回当たりの付与上限は最大３，０００円相当とし、

キャンペーン期間２カ月中の付与合計上限は１市３町それぞれの地域で

３０，０００円相当とする。

■委託事業者：一般財団法人 秩父地域地場産業振興センター

産業観光部商工課

担当者：宮城・栁澤

☎０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２５－０１３６



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和２年１０月２０日

（報道関係各位）

劇団四季ミュージカル『コーラスライン』開催！
秩父宮記念市民会館主催事業

【strong point/ここが言いたい！】

１９７９年の初演以来、４０年を超えてもなお、人々を魅了し続け

ている不朽の名作『コーラスライン』。不安と希望の間で、ひたむき

に夢を追い求めるダンサーたちの情熱、葛藤、祈り、そして誇りを描

き出し、『四季ミュージカルの原点』と言われています。

秩父でのコーラスラインの上演は、１９９０年の上演以来、なんと

３０年ぶり、四季公演は２４年ぶりとなります！

舞台に生きる若者たちの姿に明日への希望が湧いてくること間違

いなし！ぜひご来場ください！

■日 時：１２月２５日（金）午後５時４５分開場

６時３０分開演

■会 場：秩父宮記念市民会館 大ホールフォレスタ

■入 場 料：（全席指定）市民先行：一般８，８００円 高校生以下５，５００円

一般販売：一般９，９００円 高校生以下５，５００円

※公演当日３歳以上有料。２歳以下の入場不可。

■取り扱い：秩父宮記念市民会館ホール事務室、電話予約０４９４‐２３‐２２９４（火曜日休館）

※ホール事務室は、各発売日の翌日以降、残席がある場合のみ取り扱い。

■発 売 日：市民先行：１０月２５日（日）午前１０時～

※発売初日は電話予約のみ。 ※１回の購入につき２枚まで。

※料金支払時に要住所確認。支払期限：予約確定後１週間以内

※チケットは、後日ご自宅に郵送。

※インターネット予約の取り扱いはありません。

一般販売：１１月３日（火・祝）午前１０時～

※市民先行終了後、残席があった場合のみ販売します。

※発売初日は電話予約、インターネット予約のみ。

※料金支払期限：予約確定後２週間以内 ※チケットは、後日ご自宅に郵送。

【next plan/今後の事業展開】

市民会館では、今後もさまざまな事業を展開することで、市民をはじめとするより多くの人々の

鑑賞機会の充実を図り、芸術文化を通じて地域の活性化を図る。

市民部秩父宮記念市民会館

担当者：松村・髙井

☎０４９４－２４－６０００

FAX：０４９４－２３－２２９８
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秩父市

Chichibu City

■フォーラムちらし

て使用

（必ず写真など目を引くもの

を！）

■場所、昨年度の様子 などの説

明

Press Release 令和２年１０月２８日

（報道関係各位）

「秩父地域自殺予防フォーラム」を開催します
秩父市は、～誰もが自殺に追い込まれることのない秩父市～を目指しています。

【strong point/ここが言いたい！】

ちちぶ定住自立圏事業として、秩父地域で一体となって

自殺予防に取り組むため、例年実施している「秩父地域自

殺予防フォーラム」を本年度も開催します。

今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オン

ライン配信を期間限定にて実施します。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、心身の不調や

自殺のリスクが高まることが懸念されています。日々健やか

に過ごすには、自分の心をどのようにコントロールしたらよ

いか「心の持ち方」について、精神科医 名越 康文 先生に

お話ししていただきます。

多くの方にご視聴いただきたいと思います。

□視聴期間 １０月２３日（金）午前９時～

１２月２７日（日）午後１１時５９分まで

□テーマ 「自分を支える心の技法」

□講 師 精神科医 名越 康文先生

□視聴方法 視聴期間中に秩父市ホームページ「秩父地域自殺予防フォーラム」のお知らせから

アクセスまたは、チラシに掲載されているＱＲコードを読み取りアクセスする。

保健医療部保健センター

担当者：箕輪

☎０４９４－２２－０６４８

FAX：０４９４－２２－５３３８



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和２年１０月２７日

（報道関係各位）

ＰＣＲ検査等の検査費助成制度がスタート！
新型コロナウイルス感染症の感染拡大や重症化を防止するため、

一定の高齢者や基礎疾患を有する方が本人の希望により検査を行う場合の費用を助成します。

【strong point/ここが言いたい！】

感染した場合に重症化するリスクが高い一定の高齢者や基礎疾患を有する方の希望により、ＰＣ

Ｒ検査、抗原定量検査を行う場合の検査費を助成し、感染拡大の防止、重症者の増加の抑制を図り

ます。

■助成期間 １１月２日（月）～令和３年３月３１日（水）までに受けた検査

■対 象 者 ・６５歳以上の方

・基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患）

を有する方

■対象検査 ①ＰＣＲ検査

②抗原定量検査

※行政検査、保険適用される検査は対象外です。

■助 成 金 ①ＰＣＲ検査 上限２０，０００円

②抗原定量検査 上限 ７，５００円

※上限額を超えた分は、自己負担となります。

■助成回数 ＰＣＲ検査または抗原定量検査のいずれか１回限り

■実施方法 償還払い（窓口で検査料を全額支払い、後日、対象者に振り込み）

■事 業 費 ４，０００千円（２００件）

【next plan/今後の事業展開】

今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の対策に積極的に取り組み、引き続き、医

療体制の充実を図ってまいります。

保健医療部地域医療対策課

担当者：千島

☎０４９４－２２－２２７９

FAX：０４９４－２５－５２３６



秩父市

Chichibu City

■秩父市移住相談センター ロゴマーク

Press Release 令和２年１０月２７日

（報道関係各位）

「秩父ファンクラブ」が発足しました！
秩父のことが好きな方、秩父への移住を考えている方など、仲間と一緒に楽しみながら

秩父のコミュニティを盛り上げていけるメンバーを募集しています。

【strong point/ここが言いたい！】

オンラインツールによるコミュニケーション、イベント、

現地体験を通じて、ファンクラブメンバー自身が楽しみな

がら秩父の魅力を発信する新たなプロジェクトです。

移住相談センターでは株式会社 SAGOJO と連携し、「秩父

ファンクラブ」を立ち上げました。参加メンバーには、そ

れぞれの個性やスキルを活かして秩父を一緒に盛り上げ

ていただくため、主に次のようなプロジェクトに取り組ん

でいただきます。

■「秩父の Things to Do」の開発 …「秩父に来たらやりたい／するべき」または「秩父だからこ

そできる」ような体験を、一緒にアイデアを出し合いながら考えていきます。

■ 秩父の食材を使って自宅でレシピ考案 … 参加者には秩父の食材をプレゼントします（２回、

人数制限有り）。その食材を使って、自宅でオリジナルの料理を作り、コミュニティ内で共有し

たり、ＳＮＳで発信していきます。

■ 秩父の魅力をみんなでＰＲ … 秩父を実際に訪れて、発見したまちの魅力をＳＮＳやブログな

どでシェアします。

ファンクラブへの参加を希望される方は、移住相談センターへお電話いただくか、秩父市移住推

進事業公式サイト「暮らす、秩父」（https://www.chichibu-iju.com/）のお問い合わせフォームか

らお申し込みください。

【next plan/今後の事業展開】

秩父ファンクラブを通じて、楽しみながら秩父の魅力を発信する取り組みを続けていくことで、

秩父市に継続的に関わる関係人口の拡大、さらには移住・定住促進へと繋げていきたいと考えてい

ます。

市長室 地域政策課 移住相談センター

担当者：深町・関口

☎０４９４－２６－７９４６

FAX：０４９４－２６－７９４６



秩父市

Chichibu City

■車両点検の様子

指揮者が点検者に報告を行っている様子

Press Release 令和２年１０月２７日

（報道関係各位）

令和２年度 秩父市消防団特別点検を縮小して開催！

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市消防団特別点検は、点検者の秩父市長が消防

団員の職務遂行に必要な、服装規律、機械器具および

消防操法訓練などを総合的に点検します。

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、

内容を縮小し、感染防止対策を徹底して行います。ま

た感染拡大防止のため、来賓や一般の方の見学につい

てはご遠慮いただきます。

■開 催 日 １１月１日（日）

午前１０時～１０時３０分

■会 場 秩父市上影森２１７－１

影森グラウンド

■主 催 者 秩父市消防団

■参加団員 約１１０人

■消防車両 ３４台

■内 容 １．開会式 ２．車両点検 ３．閉会式

総務部危機管理課

担当者：齋藤

☎０４９４－２１－０１２７

FAX：０４９４－２７－８１１５



秩父市

Chichibu City

■昨年度大会の写真

Press Release 令和２年１０月２７日

（報道関係各位）

第４回秩父市ペタンクジュニア大会を開催します！

仲間とのチームワークで元気に楽しく！

【strong point/ここが言いたい！】

■日時：１１月７日（土）午前９時開会

※予備日【雨天の場合】１１月８日（日）午前９時開会

■会場：別所運動公園競技場

※予備日開催の場合、影森グラウンド

■主催：秩父市青少年育成協議会

■共催：秩父市ペタンク連盟

■後援：秩父市、秩父市教育委員会、秩父中央ライオンズクラブ、秩父市社会福祉協議会、

青少年育成秩父市民会議、秩父市体育協会、秩父ＰＴＡ連合会秩父支部

■内容：

市内小中学生対象のペタンク大会です。育成会からさまざまな学年の子どもたちがチームを

組み、ペタンクのルールを覚えながら、仲間と楽しんでプレーします。各ブロックでリーグ戦

を行った後、上位チームと下位チームごとにトーナメント戦を行います。

■参考：昨年度参加者数

３４チーム・１０２人

市民部生涯学習課

担当者：浅見

☎０４９４－２２－０４２０

FAX：０４９４－２４－０４３０



秩父市

Chichibu City

■昨年度アトラクションの写真

市内小学生によるピアノミニコンサート

Press Release 令和２年１０月２７日

（報道関係各位）

第４０回秩父市青少年健全育成推進大会を開催します！
明日の秩父市を担う青少年が、心身ともに健やかに成長し、より良い青少年の健全育成を図るた

め、秩父市青少年健全育成推進大会を開催します。

【strong point/ここが言いたい！】

■日時：１１月１４日（土）午後２時開会

■会場：歴史文化伝承館 ２階 ホール

■主催：青少年育成秩父市民会議（加盟：市内７８団体/会長：秩父市長）

■後援：秩父警察署、小鹿野警察署

■内容：

（１）青少年育成特別功労者への感謝状贈呈

（２）青少年育成功労者・優良青少年・未来を担う私たちの主張（青少年の主張）

作文コンクール入賞者の表彰

（３）未来を担う私たちの主張（青少年の主張）作文コンクール入賞者の作文発表

※今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、参加者を限定し規模を縮小して開催し

ます。アトラクションは実施しません。

市民部生涯学習課

担当者：浅見

☎０４９４－２２－０４２０

FAX：０４９４－２４－０４３０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和２年１０月２７日

（報道関係各位）

秩父銘仙ＰＲイベント情報
埼玉１５０周年１年前イベント、豊島区『イケビズフェスタ』に登場します!

【strong point/ここが言いたい！】

１１月１４日（土）に開催される『埼玉１５０周年 1年前イベント』および１１月２３日（月・

祝）に豊島区『イケビズフェスタ２０２０』にて秩父銘仙のＰＲを行います。

《埼玉１５０周年１年前イベント 詳細》

■日時・場所 １１月１４日（土）

一部：午後２時～４時、二部：午後５時３０分～７時３０分

埼玉会館（埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１－４）

※秩父市は午後５時４０分～５０分に登場予定

※当日はイベントＨＰにて、オンライン配信も実施

■内 容 秩父銘仙ファッションショー

予定出演者：秋乃ろーざ（秩父銘仙大使・女優・モデル）、武内おと（秩父銘仙大使・

女優・モデル）、ポテくまくん 他

※予定出演者は１０月２６日現在

■主 催 埼玉県

《イケビズフェスタ２０２０ 詳細》

■日時・場所 １１月２３日（月・祝）午前１０時～午後５時

IKE・Biz としま産業振興プラザ（東京都豊島区西池袋２－３７－４）

■内 容 出張ちちぶ銘仙館！エコバッグ染め体験 ※詳細は添付のチラシをご覧ください。

■主 催 IKE・Biz 指定管理者としまのちから

【next plan/今後の事業展開】

秩父夜祭絹市は新型コロナの影響により中止となったため、他のイベントにて引き続き秩父銘仙

をＰＲしていきます。

産業観光部商工課

担当者：宮城・三ツ井

☎０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２５－０１３６

イベントページＱＲコード



東京音楽大学

金管五重奏
オータムコンサート

IKE・Biz指定管理者としまのちから IKE・Bizとしま産業振興プラザ �階事務室（電話：��-����-����）

〒171- 0021　豊島区西池袋2-37- 4　としま産業振興プラザ

毎月最終月曜日（祝日の場合は前週月曜日）

10:00 ～ 20:00

https://www.toshima-plaza.jp/電話：03-3980-3131

IKE･Bizとしま産業振興プラザ 1階事務室

20202020
中小企業や創業者へのサポートを行うとしまビジネスサポートセンターの展
示ブースと出店者の販売・ワークショップをイケビズフェスタにて同時開催！

時間／10:00～ 17:00（なくなり次第終了）

駒込の女子栄養大学校舎内にある洋菓子店
「プランタン」がイケビズフェスタに出店！

パン・焼き菓子販売
加島智子

（2018ボルダリングW杯準決勝進出）
小野智（レッドポイント4段）

ボルダリング
「体験会＆トークショー」

ビジサポマルシェ
秩父市商工課 ななキッチン、�owershop315

その他展示もあり！

出張ちちぶ銘仙館！
エコバッグ染め体験

キッズクラフト
 加藤久美子

秋のミニアルバム作り
ワンコイン

時間／ 10:00～ 17:00（なくなり次第終了）

前回も大好評の、かわいい絵柄を入れ込んだ
アイスボックスクッキーを今年も販売！

オープニング
セレモニー
東京音楽大学

5F  EVホール

・クッキー 420円
・焼きドーナッツ 190円
・レストレーゲ 360円
・キャラメルラスク 360円
 など

価格 1枚100円～価格

出張プランタン！9 絵柄入りアイスボックスクッキー10

ビジサポマルシェ11

時間／10:00～ 17:00
　　　 (なくなり次第終了)　

出店：ななキッチン

1個150円～価格

6F  第3会議室

クリスマススワッグレッスン

時間／➀13:00～ 14:00　➁15:00～ 16:00

出店：�owershop315

2,200円／名参加費

15名／回定員 小学生以上 ※見学不可対象

要事前
申込み

春風亭昇羊

はじめての寄席体験
～扇子や太鼓にふれてみよう～

女子栄養大学併設
菓子工房プランタン

秋の旬♪
モンブランタルト作り

日本アイスボックスクッキー協会

絵柄入り
アイスボックス
クッキー

同時開催

女子栄養大学併設
菓子工房プランタン

出張プランタン！

要事前
申込み

要事前
申込み

要事前
申込み

要事前
申込み

一部
要事前
申込み

出張販売
・移住相談（秩父市移住相談センター）　事前申込制
・秩父名産品販売（地場産業振興センター）
・酒類の販売（矢尾本店）
・ワインの販売（兎田ワイナリー）
・チーズの販売（秩父やまなみチーズ工房）
・「木の宝石」を作ろう！（秩父市森づくり課）　事前申込制
・マイ箸作りワークショップ（浅見箸製作所）　事前申込制
・木工商品の販売（㈱寺尾工げい、えとき工舎、関野木材、浅見箸製作所）

昨年ワイン・チーズ講座を行った
「兎田ワイナリー」と「秩父やまなみチーズ工房」も出店！

秩父市をまるっとご堪能ください！

主催 問い合わせ

出店：日本アイスボックスクッキー協会

ご来場のお客様へご協力のお願い

同時開催

1F　エントランス 出張販売 1F　エントランス 出張販売

2311/

10:00～17:00
開始･開演時間

住所

受付時間

休館日

電話 HP

QRコードは
こちら

お問い合わせ

豊島区姉妹都市
秩父市による秩父ブース

スワッグとは：
花や葉を束ねて壁にかける飾りのこと。
（インテリアとしてもお使いいただけます）

窓口／電話(03-3980-3131)
受付時間　10:00 ～ 20:00
10月1日(木)10:00より受付開始

申
込
方
法

IKE･Biz
としま産業振興プラザ

IKE・Biz公式twitterはコチラ

出店：女子栄養大学併設菓子工房プランタン



東京音楽大学の現役学生と卒業生による
華やかな演奏でイケビズフェスタがスタート！

加島智子選手とボルダリングを楽しく体験しよう！
参加記念にイケビズ特製缶バッジキーホルダーを
プレゼント。

豊島区の姉妹都市である埼玉県秩父市を存

分にご紹介。普段触れたことのない秩父の

魅力を存分に味わって下さい。工芸品や名

産品の販売があります。

6F 多目的ホール　10:00 ～ 16:30

5F  和室 5F  工芸室 5F  料理実習室

B2F  体育室

5F  美術室

1F　エントランス  10:00～

豊島区姉妹都市秩父市による 秩父ブース

●秩父市のPRステージ！

山桜材の箸作り体験！箸作り後は
「美しい箸の持ち方講座」を実施！

出演：春風亭昇羊
時間／➀11:30～ 12:10　
　　　➁14:00～ 14:40　
　　　➂15:30～ 16:10

昨年大好評だった寄席体験が今年も開催！現役
の噺家さんに扇子や手ぬぐいの使い方を学ぼ
う！貴重な体験をぜひお子様とご一緒に。事前
申込みなし、大人の方の見学のみも大歓迎です!

動物たちのイラストを使い自然をイメージしたお
うち型のフォトアルバムを作ります。お子様から大
人まで夢中になってしまうことまちがいなし！

テューバ 
松本 匡偉

トロンボーン
原 啓悟

ホルン
佐藤 文香

トランペット
森村 香子

トランペット
鈴木 惇也 

ボルダリング　加島  智子（かじま ともこ）
2019リードジャパンツアー 13位。現在深谷でクライミングジムの経営
とインストラクションを担当。「お子様からお年寄りまで誰でも楽しめ
るスポーツです。この機会にクライミングの魅力を少しでも皆さんに伝
えられればと思います。最小限のパワーとバランスで簡単に登れるコツ
をサポートします。是非気軽にご参加お待ちしています。」

▶
出
演
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル ボルダリング　小野  智（おの さとし）

30歳よりクライミングを始め、岩場を中心に活動。ジムスタッフ・ジムチー
フルートセッターを経て、クライミングイベント・インストラクター・セッ
ターなど、幅広く活躍している。尚、 IKE・Biz主催「ボルダリング講習会」の
講師としても指導を行っている。レッドポイント（トライ回数関係なく完登
する事）4段／オンサイト（事前情報無く、初見で完登する事）初、2段

※画像はイメージです。　※内容については、変更になる場合がございます。　※販売について売り切れの場合はご容赦ください

準備体操講師　上田  真穂（うえだまほ）
世界大会に10年以上出場している日本代表選手。
選手活動だけでなく、指導者としてもエアロビッ
ク普及やスポーツの素晴らしさを伝えている。

入場
自由

参加
無料

入場
自由

参加
無料

参加
無料

入場
自由

参加
無料

価格 180ml ／ 330円 
720ml 1本 1,070円～
【飲食】120ml ／ 300円～

出店：矢尾本店

創業寛延二年（1749年）秩
父の美しい自然に育まれた
清酒「秩父錦」を販売！

酒類の販売

※販売物は予定品になります。当日、変更の可能性があります。
※1つ1つ手作りになるため、色合い等が画像と異なる場合があります。

出店： ㈱寺尾工げい、えとき工舎、関野木材、浅見箸製作所

木のぬくもりを感じられる
おもちゃや各種小物を販売！　

･「えとき工舎」
猫っちのお風呂・
亀ちゃんのお風呂(入浴木)
各350円
・ブリ木タウン 2,000円
作って遊ぶ！秩父の笠鉾
小 2,500円

・「関野木材」
藍染木のさかずき 1,800円～
藍染木の皿 1,800円～
・「㈱寺尾工げい」
コースター (渦)、子供イス
・「浅見箸製作所」
斧折 箸 880円～

参加費 無料

講師：加島　智子（2018ボルダリングW杯準決勝進出）  
小野　智（レッドポイント4段）

時間／➀10:30～ 11:50　➁14:00～ 15:20

体験 18名／回、付添 18名／回 無料　参加費定員

4歳以上／小学2年生以下は保護者付添　※見学のみは不可対象

秩父市への移住を考えてみません
か？少しでも関心がある方はぜひ、
お気軽にご相談ください！

参加費 無料　（事前申込み制）

時間／10:00～ 17：00 (30分／回)
出店：秩父市移住相談センター

移住相談A
秩父名物しゃくし菜漬をはじめ、秩父
の名物をご用意しております。
出店：秩父市地場産業振興センター　
販売物：しゃくし菜漬、他　　

380円、他価格

秩父名産品販売B

C 「木の宝石」を作ろう！F 木工商品販売H

マイ箸作りワークショップG
ワインの販売

出店：兎田ワイナリー

ぶどう栽培からワイン醸造まで
一貫して手掛ける兎田ワイナ
リーの秩父産ワインを販売！

750ml  2,640円～価格

D

秩父の新鮮な牛乳、水、酒など、素
材にこだわったチーズを販売！

チーズの販売

出店：秩父やまなみチーズ工房 税別600円～価格

E

オープニングセレモニー2

6F　第3会議室  11:00～ 11:40

東京音大の現役学生と卒業生によるコン
サート。華やかな金管五重奏をお友だち
やご家族皆さんでお楽しみ下さい。

出演：東京音楽大学　学生・卒業生

参加費 無料

金管五重奏  オータムコンサート3

1

はじめての寄席体験
～扇子や太鼓にふれてみよう～

4 出張ちちぶ銘仙館！エコバッグ染め体験！5 秋の旬♪モンブランタルト作り6 7

ボルダリング
「体験会＆トークショー！」

8

受付開始
10月1日(火)10:00より

窓口／電話(03‐3980-3131)
受付時間　10:00 ～ 20:00

出演：キッズクラフト　加藤久美子加藤 久美子
　　　(スクラップブッキング協会認定講師)

時間／➀10:30～11:30  ➁13:00～14:00  ➂14:30～15:30

定員 12名／回 ※見学不可

500円／名参加費

小学生以上対象
※大人の参加も歓迎！
※未就学児応相談

A F G 5 6 7 8

体験会前には
エアロビック競技選手の
上田真穂選手と
準備体操で体を
ほぐそう！

要事前
申込み

要事前
申込み

要事前
申込み

要事前
申込み

要事前
申込み

要事前
申込み

要事前
申込み

伝統工芸品である秩父銘仙を作る際に用いられている染
める技術「捺染」をエコバッグに施し、オリジナルエコバッ
グが作れます！お気に入りの一品を作って持ち歩こう！
出演：秩父市商工課
時間／➀11:00～ 12:00　➁13:00～ 14:00　
　　　➂14:00～ 15:00　➃15:00～ 16:00　
　　　➄16:00～ 17:00

参加費 Sサイズ:1,000円  M:1,500円  L:2,000円

8名／回 定員 ※見学不可 ※未就学児応相談

秋の旬「栗」を使ったモンブランタルトを作りま
す！お子 様やお友 達 同 士で参 加して楽しみま
しょう♪1人1ホール持ち帰りができます。
出演：女子栄養大学併設菓子工房プランタン
時間／親子の回　➀10:00～ 11:30　
　　　大人の回　➁13:30～ 15:00

➀5組10名　➁10名　※見学不可定員

1,000円／名参加費

➀2人1組参加 (2ホール製作)、小学生＋18歳以上
➁中学生以上

対象

秋のミニアルバム作り
ワンコイン

時間／ 10:00～ 12:00，
　　　 13:00～ 16:00 (1時間／回)

出店：浅見箸製作所

4名／回　※見学（同伴）不可定員

小学3年生以上対象

1,100円／膳参加費

事前申込み
なっせん

小学生以上対象

10:40 ◆PR映像上映(30分)
11:20 （株）矢尾本店
11:50 秩父市森づくり課
12:10 ◆PR映像上映（5分）×2
12:20 秩父市商工課
12:40 地場産業振興センター
13:00 ◆PR映像上映（5分）×2

13:10 秩父市地域政策課
13:30 兎田ワイナリー
14:00 ◆PR映像上映（12分）
14:20 秩父やまなみチーズ工房
14:40 地場産業振興センター
15:00 ◆PR映像上映
※時間と内容は、予告なく変更になる可能性が
あります。

木片を磨いてキーホルダーまたは
首掛けをお作りいただけます。

時間／ 10:00～11:30，
　　　　13:00～17:00 まで(15分／回)

出店：秩父市森づくり課

6名／回　※見学（同伴）不可定員

5才以上　対象 無料参加費
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秩父荒川しだれ桜とそばの里スタンプラリー開催！

荒川地域では、本格的な紅葉ならびに新そばの季節が訪れます。荒川地域では『しだれ桜とそば

の里』のキャッチフレーズをもとにＰＲを行っていますが、今年度は、新型コロナウイルスの影響

で、観光客が減少し、そば店をはじめとする飲食店等の地域経済が低迷しております。そこで地域

の振興を図るため、はじめての試みで、そば店を中心とし、宿泊施設や小売店等を含む荒川地域全

体で『秩父荒川しだれ桜とそばの里スタンプラリー』（主催：荒川そばの里づくり連絡協議会（澤

井莊司会長））を開催します。

開催期間は、１１月１日～令和３年１月３１日までで、参加店舗において、お食事または買い物

（５００円以上）をするとスタンプが取得でき、３つ集めると荒川地域の宿泊券やそば店で使える

商品券等が抽選で当たります。１１月ごろから本格的な紅葉シーズンも訪れ、観光客の皆さまには

『秩父荒川しだれ桜とそばの里』を見て・食べて・買い物を楽しんでいただくとともに、スタンプ

ラリーのイベントを通じて、観光客の消費で地域経済の活性化を目指します。

※毎年１１月第３日曜日に開催している『ちちぶ荒川新そばまつり』は、新型コロナウイルスの拡

大感染を防止するため、今年は中止としました。

■開催期間 １１月１日（日）～令和３年１月３１日（日）

■参加店 ３６店舗

飲食店１９店舗（そば店１１店舗、その他８店舗）、宿泊施設７軒、その他１０事業所

■内 容 参加店において、お食事または買い物（５００円以上）をするとスタンプを 1つ取得で

きます。スタンプを３店舗分取得すると応募ができます。（応募箱は参加店舗に設置）

賞品 特賞 ペア宿泊招待券１０組

１等 そば専門店商品券（５，０００円分）２５本

２等 全店共通商品券（３，０００円分）５０本 ※別紙、パンフレット参照

■その他 従来の新そばまつり開催日（１１月第３日曜日）の１１月１５日（日）においては、指

定したそば店において、特別サービスがあります。

■主催者 荒川そばの里づくり連絡協議会（荒川商工会内） 電話０４９４－５４－１０５９

荒川総合支所地域振興課

担当者：市川

☎０４９４－５４－２１１４

FAX：０４９４－５４－２９７６
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８ｍスタートヒルついに完成！
～ナショナルチーム所属プロライダーその他数名が試走し、完成披露会を行います～

【strong point/ここが言いたい！】

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの事前トレー

ニング地となっている秩父滝沢サイクルパーク（ＢＭＸコ

ース）に「８ｍスタートヒル」が完成しました。

この８ｍスタートヒルは、国際自転車連合（ＵＣＩ）規

格に合わせて整備し、東京オリンピック競技会場と同じ規

格のスタートヒルとなりました。

次のとおり完成披露会を行いますので、ぜひお越しくだ

さい。

■日時・場所 １１月１日（日）

午後１時～

秩父滝沢サイクルパーク（大滝２９０１）

■出 席 者 秩父市長

秩父市教育委員会教育長

秩父市議会議長、副議長

■試 走 者 プロライダー 中井 飛馬さん
ナカイ アスマ

プロライダー 丹野 夏波さん
タンノ カナミ

プロライダー 吉井 康 平さん その他数名
ヨシイ コウヘイ

■内 容 プロライダーによるデモンストレーション

※天候およびコースコンディションによっては、デモンストレーションを行わない

場合もあります。

【next plan/今後の事業展開】

来年度の東京 2020 オリンピック・パラリンピックや国際大会誘致に向けてＰＲ活動を展開して

いきます。

大滝総合支所地域振興課

担当者：山口

☎０４９４－５５－０８６１

FAX：０４９４－５５－０１７２
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給食にオリンピック・パラリンピック応援メニューを提供
学校給食を通してコロンビア共和国の食文化を学びます

１ 目的

秩父市は東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会参加国との相互交流を図る「ホス

トタウン」に、コロンビア共和国が相手国として登録されたことを受け、コロンビアの食文化を

学ぶ機会として、市立幼稚園および市立小・中学校の給食にコロンビア共和国の料理をアレンジ

した給食を提供します。

２ 実施日

（１）１１月２４日（火）に実施する学校 市立小・中学校１９校、市立幼稚園２園

（２）１１月２５日（水）に実施する学校 市立小学校２校

３ メニュー内容

・チキンライス（コロンビア風）

コロンビア共和国やスペイン、カリブ海周辺の島々で食べられるアロス・コン・ポジョを給食

用にアレンジした鶏肉の炊き込みご飯。

※本来は鳥の骨が付いた肉を使用するが、給食では提供できないため混ぜご飯にしている。

・アヒアコ

コロンビア共和国を代表する伝統料理。鶏肉やジャガイモ等を使ったとろみのあるスープ。

・白身魚のフライ

コロンビア共和国では白身魚をよく食べることにちなんだメニュー。

・チョコプリン

コロンビア共和国は世界でも上位のカカオ豆生産国。

・中濃パックソース

・牛乳

４ その他

１１月２４日（火）、午後１２時２５分から秩父市立秩父第一小学校（秩父市上宮地町３６番

１１号）での取材が可能です。また、当日の給食もご用意いたします。

取材を希望される場合は、１１月１１日（水）午後５時までに保健給食課までご連絡ください。

教育委員会保健給食課

担当者：新井

☎０４９４－２２－２４４３

FAX：０４９４－２３－９２９４
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第１回「秩父市未来技術社会実装協議会」を開催します！

～内閣府「未来技術社会実装事業」採択事業～

秩父市では、内閣府の「未来技術社会実装事業」の採択を受け、国（府省庁）の人的支援を得な

がら官民一体により、ドローンや IoT、自動運転などの未来技術を活用した事業に着手します。

このほど、この事業と連携して推進する「地方創生推進交付金（Society5.0 タイプ）事業」の

主体事業者を公募型プロポーザル審査により、「株式会社ゼンリン」に決定したことから、主体

事業者および連携事業者とともに、官民組織からなる協議会を発足させ、以下の通り、そのキック

オフ会議となる「秩父市未来技術社会実装協議会」を開催します。

なお、当日の協議会には、国や埼玉県、民間事業者、地元関係団体、地元町会等の各代表が一堂

に会し、事業内容の確認、情報共有、意見交換等を実施する予定です。

【日時】 １１月６日（金）午後１時３０分～３時

【場所】 秩父市役所 本庁舎４階 第１・２委員会室

【出席予定者】

・内閣府（地方創生推進事務局） ・警察庁（交通局）

・総務省（関東総合通信局） ・厚生労働省（関東信越厚生局）

・国土交通省（関東地方整備局 / 関東運輸局 自動車技術安全部・交通政策部 / 航空局）

・埼玉県（秩父地域振興センター） ・公益財団法人 埼玉県産業振興公社

・早稲田大学 ・公益財団法人 本庄早稲田国際リサーチパーク

・株式会社 ゼンリン ・楽天 株式会社

・株式会社 西武ホールディングス ・株式会社 西武観光バス

・株式会社 ファミリーマート ・株式会社 アズコムデータセキュリティ

・秩父商工会議所（工業部会） ・広域秩父産業連携フォーラム

・地元町会 ・秩父市役所関係部署

産業観光部企業支援センター

担当者：笠井・熊澤

☎０４９４－２１－５５２２

FAX：０４９４－２５－０１３６


