
伊勢崎市
観光物産協会だより

No.92
　今号では、５月に伊勢崎市文化会館で開催さ
れる伊勢崎銘仙イベントをご紹介します！
　ほかにも、伊勢崎駅に誕生した冷凍自販機や
華蔵寺公園花まつりなどのお出かけ情報、イン
スタグラムフォトコンテスト「いせさきふぉと。」
の結果発表などを掲載しています。
　ぜひ隅々までご覧ください！
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■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
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いせさき銘仙の日協力企業

インスタグラムフォトコンテスト 結果発表
●応募総数：４２２点　●応募者数 ：１０４名

最優秀賞

優秀賞

佳 作

特別賞

a_k_i_i_i_memoriesさま
小泉稲荷神社

okurauyellさま
華蔵寺公園遊園地

kutaphotographさま
小泉稲荷神社大鳥居とコスモス畑

mii_akkunさま
いせさきイルミネーション in 波志江沼環境ふれあい公園

eiko__photoさま
ロマンチックしナイト2021 in 華蔵寺公園遊園地

yosihiro.kaneko.52さま
華蔵寺公園遊園地

kanapi35さま
赤堀花しょうぶ園

50hjpさま
境御嶽山自然の森公園

xinjingayumi6さま
旧時報鐘楼

a9s9t9さま
華蔵寺公園遊園地

hi_designfocusさま
小泉稲荷神社

gongon_2772さま
富士重工旧伊勢崎製作所 第二工場のレンガ塀

tsuyoshi.ichineiさま
神社コロッケと焼きそば

tama_3223さま
夏越の大祓（茅の輪くぐり） in 國定赤城神社

　初開催の本コンテスト（募集期間：R3.5.10～12.31）では、たくさ
んのご応募をいただき、応募総数は422点、応募者数は104名に達し
ました。どれも素晴らしい作品で入賞作品の選定は難航しましたが、
このとおり決定いたしました。入賞作品は伊勢崎市の観光 PR などに
使用され、伊勢崎市の魅力を皆様にお届けしていきます。

最優秀賞

優秀賞

佳 作

特別賞
Final Stage

当協会のインスタグラムでも詳しく紹介しています。

開場時間　14：30
開演時間　15：00
会　　場　大ホール

時間　12：00～17：00
会場　大ホールホワイエ

時間　12：00～17：00
会場　３階第１展示室

時間　12：00～17：00
会場　1階ロビー

○伊藤正義作品展
伊勢崎銘仙の型紙を彫る技術を生かし、緻密
な技巧の粋で制作に取り組んできた「刀刻」
作家の故・伊藤正義氏の作品を展示します。

2022年 5月21日（土）
伊勢崎市文化会館

12：00～17：00　入場無料
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、急遽中止になる場合があります。

○企業ブース・抽選会
協力企業のご紹介！伊勢崎市で頑張る企業の製品を
ご覧ください。抽選会では、市内企業や団体にご協力
いただき、企業製品など、豪華賞品をご用意いたします！

○銘仙ファッションショー
伊勢崎銘仙の新しい着こなしを披露
します。

時間　12：05～14：35
会場　小ホール

○アンティーク銘仙市
アンティーク着物店が出店。
伊勢崎銘仙や小物などを特別
価格で購入できるチャンス！

○高校生パフォーマンス
市内の各高校がパフォーマンス
を披露します。

※イベントの内容は状況により変更になることがあります。   詳細は今後の続報をお待ちください！
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華蔵寺公園花まつり華蔵寺公園花まつり
期　　間：４月１日（金）～５月２０日（金）
場　　所：華蔵寺公園、華蔵寺公園遊園地
問い合わせ：伊勢崎市文化観光課　☎０２７０－２４－５１１１
※期間中は２２時３０分まで提灯で園内をライトアップ ( 桜終了後は２１時まで )
新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更または中止になることがあります。

期　　間：４月１日（金）～５月２０日（金）
場　　所：華蔵寺公園、華蔵寺公園遊園地
問い合わせ：伊勢崎市文化観光課　☎０２７０－２４－５１１１
※期間中は２２時３０分まで提灯で園内をライトアップ ( 桜終了後は２１時まで )
新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更または中止になることがあります。

郷土芸能発表会
期　日：４月３日（日）※荒天中止
時　間：10：00～15：00
会　場：華蔵寺公園野外ステージ
主　催：伊勢崎市文化協会
問い合わせ：伊勢崎市文化観光課

ミスひまわり撮影会

グリーンフェスタ２０２２

粕川の鯉のぼり ■堀下鯉のぼり（約５００匹）
期間：４月３日（日）～５月７日（土）
会場：赤堀せせらぎ公園南（粕川沿い）
問い合わせ：堀下鯉のぼりを揚げる会
　　　　　 石田さん  ☎０２７０-６２-３６８２

■鹿島鯉のぼり（約１５０匹）
期間：４月１７日（日）～５月７日（土）
会場：鹿島親水公園（粕川沿い）
問い合わせ：鹿島鯉のぼりの会
　　　　　 鵜生川さん  ☎０２７０-２５-１７２５

不要になった鯉のぼりをお譲り
いただける方は、各会の問い合
わせ先までご連絡ください。期　日：５月３日（火・祝）

時　間：10：00～15：00
会　場：公園内各所
内　容：苗木の無償配布、植木市、
　　　　草花即売、ガーデニング教室など
主　催：伊勢崎市・伊勢崎市緑化推進委員会

※内容が変更となる場合があります。

観光ボランティア伊勢崎まちガイド
期　日：５月３日（火・祝）４日（水・祝）
時　間：10：00～15：00
会　場：公園東口付近 
内　容：時間や興味にあわせた
　　　　ガイドをいたします。

無料シャトルバスを運行します
運行期間
４月２９日（金・祝）～５月５日（木・祝）
※５月２日（月）は運休です。
運行時間　9：00～18：00
運行経路
伊勢崎駅北口～絣の郷～華蔵寺公園南口
※絣の郷にも停車しますので、ぜひご利用ください。

ひょうたん絵付体験
期　日：５月４日（水・祝）５日（木・祝）
時　間：10：00～15：00
会　場：遊園地北口付近 
参加料：300円
主　催：ひょうたんアートクラブ

クイズラリー

第1問　令和4年5月21日（土）に伊勢崎市文化会館で開催。
　　　  THE ●●●●●● REVOLUTION
第2問　㈱栗食  第２工場直売所で購入できる
　　　  銘柄豚「上州●●●●ポーク」
第3問　初開催の「いせさきふぉと。」では応募者数104名、
　　　  応募総数●●●点が集まりました。

【応募方法】  郵便はがきに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たよりの感想を添えていただき、下記宛にご応募ください。
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プレゼントクイズ係

【締　切】 令和４年３月２９日（火）　必着

突撃！突撃！

― 伊勢崎市観光物産協会 会員紹介 ―　　   株式会社　栗食
株式会社栗食は安心安全で新鮮な商品をリーズナブルな価格で提供することをモットーとし、
処理・加工から検査まで、一貫体制で皆様の食卓へお届けします。職人が的確に素早くカット
することで、肉本来の美味しさを損なうことなく鮮度を保ち、最高の食材を生み出します。

株式会社栗食は安心安全で新鮮な商品をリーズナブルな価格で提供することをモットーとし、
処理・加工から検査まで、一貫体制で皆様の食卓へお届けします。職人が的確に素早くカット
することで、肉本来の美味しさを損なうことなく鮮度を保ち、最高の食材を生み出します。

茂呂町にある第２工場では市内スーパーで取り扱っていない栗食のお肉を
販売しているとのことで協会員が早速伺いました！

●本社：東上之宮町1625-1　●事業：食肉加工処理業・食肉卸売業　●創業：昭和39年

＊栗食　第２工場直売所＊
茂呂町二丁目3520-7
10：00～18：00
日曜日・祝日
0270-24-0046

問題の●●に入る答えを書いてください。
全問正解者の中から抽選で右記の賞品をプレゼントいたします。
問題の●●に入る答えを書いてください。
全問正解者の中から抽選で右記の賞品をプレゼントいたします。 5名様

賞品１

賞品２

賞品３

銘仙がまぐち
ポーチ

10名様

10名様

提供：伊勢崎市観光物産協会

施設管理公社提供：（公財）伊勢崎市公共施設管理公社

※「栗食 第２工場直売所」にて
　引き換えとなります

※色・柄はこちらで選択
　させていただきます

華蔵寺公園遊園地
乗り物券
（70円券×17枚綴り）

提供：㈱栗食

豚中トロもつ煮
引換券
豚中トロもつ煮
引換券

消防車両展示
期　日：５月５日（木・祝）
時　間：9：00～12：00
会　場：遊園地北口付近
参加料：無料
主　催：伊勢崎消防署

華蔵寺公園遊園地イベント情報

４月～５月  イベントカレンダー

営業時間：９時～１７時
伊勢崎市華蔵寺町１　 ☎０２７０－２５－４4７８

春の夜間営業「夜桜みナイト２０２２」
期　間：４月１日（金）～７日（木）
上記期間は営業時間を２１時まで延長して営業します！
（アスレチックハウスを除く全遊器具）

さらに！春の延長営業
期　間：４月９日（土）～５月１５日（日）の土日祝日
上記期間は営業時間を１８時まで延長して営業します！
（アスレチックハウスを除く全遊器具）

●３月～６月の休園日について
３月：２２日（火）
４月：休園日なし
５月：１７日（火）、２４日（火）、３１日（火）
６月：　７日（火）、１４日（火）、２１日（火）、２８日（火）

桜の開花状況及び新型コロナウイルス感染拡大状況により、
変更または中止になることがあります。

４月  １日（金）～５月２０日（金）
　　　華蔵寺公園花まつり（華蔵寺公園、華蔵寺公園遊園地）

５月  １４日（土）  ミスひまわり撮影会（華蔵寺公園）

　　  ２１日（土）  THE MEISEN REVOLUTION
　　　　　　 　　（伊勢崎市文化会館）

期　日：５月４日（水・祝）５日（木・祝）
時　間：10：00～15：00
会　場：遊園地及び公園内各所
受　付：遊園地北口付近
参加料：無料
主　催：伊勢崎市文化観光課
※参加した人には参加賞があります。
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伊勢崎市観光物産協会の

冷凍自販機が伊勢崎駅に誕生！！

協会会員のお店の商品が伊勢崎駅で購入
できます。餃子やお肉のほか、デザート
もあります。伊勢崎のお土産や晩御飯の
おかずにいかがですか？自由
通路内にありますので、
お気軽にお立ち寄りくだ
さい。

非対面で安心!
いつでも買える!

栗食のお肉をここで買えます

工場直売なので新鮮!

種類が豊富!

市内では販売していない
銘柄豚「上州せせらぎポーク」がおすすめ！

もつ煮もあります！

期　日：５月１４日（土）
　　　　※荒天時は翌１５日（日）に順延
時　間：10：00～15：00（午前の部：和装、午後の部：洋装）
会　場：華蔵寺公園
受　付：公園内石畳通路の
　　　　モニュメント付近
参加料：無料
主　催：伊勢崎市観光物産協会
問い合わせ：伊勢崎市文化観光課


