伊勢崎市

年 末 年 始 プ レゼントクイズ
年末年始恒例、12月号は読者の皆様へのお歳暮企画！
豪華賞品をご用意しました！たくさんのご応募お待ちしております！
応募方法について

クイズはこちら

はがきに①クイズの答え②郵便番号③住所④氏名
⑤電話番号⑥希望賞品番号⑦このたよりの感想を
明記の上、次の宛先にご応募ください。当選者の発
表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
応募締切：１２月１５日（水）★必着★
宛先：〒３７２-８５０１ 伊勢崎市今泉町２-４１０
伊勢崎市観光物産協会事務局
年末年始プレゼントクイズ係
賞品
番号

1 牛ぶたスライスセット

５名様

賞品
番号

３ 合格まんじゅう（5個入り）引換券

※「親玉商店」の店頭にて引き換え
となります。

提供：㈲親玉商店
賞品
番号

５名様

問題➌ 伊勢崎市観光フォトコンテスト2021の入賞作品は、
境赤○○○倉庫で展示されます。

赤城せんべい「ゆずせんべい」
賞品
番号 ２ ギフトセット 引換券
この季節だけの「ゆずせんべい」の詰
め合わせです。冬はこたつでまったり
と、お茶のお供にいかがですか。

銘仙の生地を使用したバッグです。
規格：
（左）30㎝×約30㎝
（真ん中・右）25㎝×25㎝×マチ約8㎝

提供：伊勢崎市観光物産協会
賞品
番号

華蔵寺公園遊園地乗り物券
７ 《70円券×17枚綴り
》

新年の営業は1月2日からとなりますので、
ご家族でぜひお越しください。

20名様
提供：
（公財）
伊勢崎市公共施設管理公社

波志江沼環境ふれあい公園内の橋などを青色ライトで
装飾し、新型コロナウイルス感染症の対応のため最前

線で活躍されている医療従事者の皆さんへの感謝の

気持ちと、事業者および市民の皆さんへの応援の気持ち

を込めて開催されます。

（引換期間：2022年1月30日まで）
協力：㈲赤城せんべい
賞品
番号

８名様

４ 天ひで御食事券（1，000円分）

提供：割烹天ひで

10 名様

６ 虎ひょうたん

３名様

３名様

間：１２月１日(水)～２５日(土)

インスタグラムフォトコンテスト開催中！
伊勢崎市観光物産協会の Instagramアカウント
をフォローして、
「＃いせさきふぉと」を付けて
みんなで投稿！

女性限定ランチ10食（税込1，
680円）

来年の干支「虎」を描いた
おめでたい柄のひょうたんです。
規格：高さ約15 ㎝

期

点灯時間：１６：３０～２１：３０
※1日（水）は１７：００から点灯
セレモニーが行われます。
会 場：波志江沼環境ふれあい公園
（伊勢崎市波志江町３３３５-２）
問い合わせ：伊勢崎商工会議所
（いせさきイルミネーション実行委員会）
（代）
TEL：０２７０-２４-２２１１
入 場 料：無料

※「赤 城 せ ん べ い 本 舗」の 店 頭 に て 引
き換えとなります。

賞品
番号

５ 銘仙バッグ

※色・柄はこちらで選択させていた
だきます。

URL https://isesaki-kankou.com/

伊勢崎市の割烹料理店です。
天ぷら、鰻、ふぐ、上州和牛、会
席料理、
御祝い、
御法事、
御宴会
など承ります。テイクアウト
メニューもございます。

縁起のいい小豆のおまんじゅうで
す。絵馬のついた箱としおりは伊
勢崎神社でご祈祷してあります。

（引換期間：2022年2月27日まで）

観光物産協会だより

■ 発行／伊勢崎市観光物産協会（伊勢崎市産業経済部文化観光課内）
伊勢崎市今泉町二丁目 410
■ 電話／0270-24-5111 内線 3230
■ メールアドレス／ kankoukyoukai@isesaki.ne.jp

問題➋ 当協会では伊勢崎市観光フォト○○○○○2022
を発売しました！

セット内容
協力：㈱栗食

91

No.

12月1日から、
問題➊ いせさきイルミネーション2021が、
波志江沼環境○○○○公園で開催されます。

食という字は「人」を「良く」
すると書きます。食肉を通じ
て世界の人達と交流を図り平
和な生活が出来るように心よ
り願っています。
国産黒毛和牛肩350g
国産豚ロース350g

令和 3 年 12月 1日(水)発行

今回は２年ぶりの開催となるいせさきイルミ
ネーションや伊勢崎市観光フォトコンテスト
の結果発表など、ワクワクする情報が盛りだ
くさんです！
年末恒例の豪華プレゼント企画もありますの
で、ぜひお楽しみください。

華蔵寺公園遊園地
ロマンチックしナイト2021

まちなかイルミネーション

提供：ひょうたんアートクラブ
賞品
番号

８ 伊勢崎市観光フォトカレンダー 2022

伊勢崎市の四季折々の写真を
使用した卓上カレンダーです。
規格：縦132㎜×横174㎜

10名様
提供：伊勢崎市観光物産協会

（土）～１２/２５
（土）
【期 間】１２/１１
※１２/１４
（火）、２１
（火）を除く
【時 間】１６：３０～２１：００ 一部遊具を運行します。
【会 場】華蔵寺公園遊園地
【問い合わせ】華蔵寺公園遊園地 TEL：０２７０-２５-４４７８

【期 間】１１/１９
（金）～１/１０（月・祝）
【時 間】１６：３０～２１：００
【会 場】伊勢崎駅南口駅前広場・伊勢崎駅北口駅前広場
大手町パティオ
【問い合わせ】都市開発課 TEL：０２７０-２１-７４９０

伊勢崎市観光フォトコンテスト２０２1 審査結果発表！！

おすすめ 情 報

本コンテストは今年で１６回目を迎えました。今年もたくさんのご応募ありがとうございました（応募総数３０１枚、
応募者数１０４名）
。今回は入賞作品をすべて掲載します。入賞作品は、これから行われる入賞作品展で鑑賞でき
るほか、当協会のホームページでもご覧いただけます。ぜひチェックしてください。

グランプリ

審査員紹介

入賞作品展示

◎公益社団法人日本写真家協会
（JPS)
◎一般社団法人二科会写真部会員
◎日本自然科学写真協会（SSP)会員

１２月１日
（水）
〜６日
（月）

今井

華蔵寺公園遊園地イベント情報
●
「焼きいもハウス」開始！
期 日：11月26日（金）～3月6日（日）
価 格：1個200円
設置場所：観覧車前メロディーペットテント

○ 境 赤レンガ倉 庫

●
「お客様感謝デー」

審査員講評

今回はお祭りや花火、イベントなどが中止になり応募数は前回と比
較して大幅に減りましたが、自然、風景など市内に写真を写す材料が
豊富にあって、写真愛好者にはとても恵まれた環境にあると思います。
今年も欠点の少ない、非常にレベルの高い良い作品が数多く集ま
りました。順位を付けるには、どの作品も僅かの差であり、非常に悩
むところでした。今年のグランプリはまつり・イベントの部「ハンカチ
に願いを込めて」粕川の鯉のぼりの写真です。惜しくも上位の賞に入
らなかった中にも、優秀な作品が沢山ありました。

﹁シャボン玉
みんなだ〜い好き！﹂

推薦
井野 幸代

﹁アンカーにタスキを﹂

特選

まつり・イベントの部

特選

﹁咲き誇る﹂

髙間 邦明

自然・風景の部

推薦

﹁御嶽山の彩り﹂

「ハンカチに願いを込めて 」 長谷川 正和

寿雄 氏

いせさき初市

期
今年で65回目を迎えるいせさき初市。縁起だるまを中心とし
た露店が本町通りを埋め尽くします。新型コロナウイルス感染
拡大防止のため出入口を制限し、各種イベントは開催いたしま
せん。ご来場の際にはマスクを着用し、こまめな手洗い・手指
消毒をお願いいたします。

日
場

時：1月11日（火） 正午～20：00（交通規制時間）
所：本町通り ほか

伊勢崎地方卸売市場開放
期

日：12月18日（土）、29日（水）・
1月15日（土）
・2月19日（土）
・
3月19日（土）
時 間：7：30～9：00
場 所：伊勢崎地方卸売市場
（日乃出町702）
問い合わせ：伊勢崎地方卸売市場
0270-50-8118
（土・日、
祝日及び市場休業日を除く）

内

日：12月26日
（日）
・1月30日
（日）
・
2月27日
（日）
・3月20日
（日）
容：乗り物1機種を無料開放

公式インスタグラム開設！！
最新情報が掲載されますの
で要チェックです！

遊園地InstagramQRコード
@kezoujikouen_yuenchi

伊勢崎市観光フォトカレンダー2022 発売！
伊勢崎市の四季折々の写真を使用
した、伊勢崎市観光フォトカレン
ダー2022を販売しています。写
真は伊勢崎市観光フォトコンテス
トの過去の入賞作品を使用してお
ります。伊勢崎市の風景とともに
一年を過ごしてみませんか？

小山 輝永

御供 良 一

販 売 日：11月15日（月）～
価
格：500円（税込）
販売場所：市役所北館2階
文化観光課窓口

限定２００部！

卓上カレンダー

縦 132ｍｍ× 横 174ｍｍ

伊勢崎市観光物産協会 会員紹介
小久保運送有限会社

神岡 敬

関矢 俊夫

浅見 頼好

近藤 義明

特別賞

ホテル若松

会社HP

会社HP

須永 邦雄

柳沢 哲也

秋山 博昭

薊 金一

倉林 博

角張 洋司

春山 鉄夫

来年もたくさんのご応募
お待ちしております。
※敬称略

伊勢崎駅から徒歩約５分とビジネス出張や観光に便利な立地
です。男女別の大浴場があり、無料 Wi-Fi が接続可能。洗濯・
乾燥機も無料で利用でき、すべてのプランに朝食サービスが
ついています。

住所：大手町22-26
：0270-25-0353
収容人数 124 名

弊社は軽車両〜２t 車までを用い、一般貨物・引越等を中心に、
個人から上場企業まで幅広いお客様にご利用頂いております。
現在、新サービス「かたづけダンベぇ」を展開中。詳細は
HP をご覧ください。

住所：八斗島町1604-8

：0270-32-1542

