
伊勢崎市
観光物産協会だより

No.93
　今号では３年ぶりに開催予定の「いせさき花
火大会」と「いせさきまつり」をご紹介します。
今年度は新型コロナウイルス感染症の対策を講
じたうえで開催となります。
　また、４面では５月２１日（土）に開催された
「The Meisen Revolution」の模様を紹介してい
ます。お見逃しなく！

令和 4年 7月15日(金)発行

■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）
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賞品

賞品

提供：（公財）伊勢崎市公共施設管理公社

が開催されました！

5名様
今年のいせさき花火大会は８月○○日（土）に開催されます。

第36回伊勢崎市観光特使○○○○コンテストの出場者を募集
しています。
伊勢崎駅に銘仙柄にラッピングされた「駅○○○」が設置され
ました。

提供：伊勢崎市観光物産協会

銘仙髪飾り・
キーストラップセット
※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：伊勢崎市観光物産協会

※色・柄はこちらで選択
　させていただきます。

「刀刻マスクケース」
２枚セット

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！
たくさんのご応募をお待ちしています！

おかげサマー！クイズ 2022おかげサマー！クイズ 2022おかげサマー！クイズ 2022

いせさき明治館に保管されていたアップライト
ピアノが、「伊勢崎駅ピアノ」として銘仙柄に
ラッピングされて復活しました。
７月１６日（土）からどなたでも演奏できます。
ぜひ足を運んで駅ピアノをお楽しみください。

伊勢崎駅に駅ピアノが設置されました！

設 置 場 所：伊勢崎駅構内自由通路
演奏可能時間：１０時～２０時
管理・運用：いせさき駅ピアノ実行委員会
修繕・調律：ピアノプラザ群馬　協力：伊勢崎市

いせさき明治館
２階からクレーン
でつるし、運びだ
しました。

ピアノを解体
して修繕中

【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。
【締　  切】　令和４年７月２９日（金）　必着
【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おかげサマー！クイズ２０２２係

10名様

10名様

提供：（公財）伊勢崎市公共施設管理公社

ファイナルプレイバック展
あの感動をもう一度！
ファイナルプレイバック展
あの感動をもう一度！

場　所：いせさき明治館

期　間：６月２２日（水）～

　　　  ８月１４日（日）

休館日：月・火（祝日の場合は水曜日）

時　間：１０時～１７時

内　容

 ・モデルが着用した銘仙の展示

 ・ショーのＤＶＤ映像を上映

 ・出演モデルの写真展示

　５月２１日（土）に伊勢崎市文化会館で開催された
「Ｔｈｅ Ｍｅｉｓｅｎ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ Ｆｉｎａｌ Ｓｔａｇｅ」の
メインイベント「銘仙ファッションショー」の様子を
お届けします。
　当日は、高校生パフォーマンスや抽選会、アン
ティーク銘仙市、伊藤正義作品展など様々な催しが
開催され、多くの来場者で賑わいました。
　今回が最後の開催となった銘仙ファッションショー
は、力強い和太鼓演奏から始まり、約５０人のモデル
が和装や洋装など多彩でモダンな着こなしを披露し、
観客を魅了しました。
　２０１２年から行われてきた銘仙ファッション
ショーは、観客からの大きな拍手に包まれ、約１０年
の歴史に幕を閉じました。

上州あずま太鼓会によるオープニング

銘仙衣装の
バレリーナ

羽裏を使った着こなし

銘仙の反物が飾られた美しい舞台でフィナーレ

一反の反物から作られたピンワークドレス一反の反物から作られたピンワークドレス

The Meisen Revolution Final Stage 市ホームページで
動画を見られます

当協会ＨＰ

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、変更または中止となる場合があります。
　ご来場の際は、マスクを着用し、手指消毒などを心掛けましょう。

※いせさきまつりの詳細については、
　８月下旬頃に当協会HPにてお知ら
　せします。

いせさき花火大会

３年ぶりの開
催！

いせさきの夏を
楽しみつくそ

う！

いせさきまつり

９月２４日（土）
９月２５日（日）

【会 場】
本町通り・大手町通り
中央銀座通り・南銀座通り

西町通り

⇒

【打上場所】
ラブリバー親水公園
うぬき多目的広場付近

８月２０日（土）
１９時～２０時

【観覧会場】
伊勢崎オートレース場

西部公園
つなとりスポーツ広場

※今年はラブリバー親水公園
　全域において観覧ができません。

HANABI　  MUSIC



新

新

令和４年度 会員紹介

会員募集
当協会では伊勢崎市および周辺地域内における観光事業者、物産事業者、
ならびに当協会の目的にご賛同いただける団体または個人の方を募集しています。

個 人 会 員

関口 　博   佐藤 利文
須藤 哲男   谷　 彰良

アイオー信用金庫本店
公益財団法人　相川考古館
NPO法人アイマップネットワーク
　 赤石屋
あかぎ信用組合
　 ㈲赤城せんべい
あかぼり小菊の里つくりの会
赤堀地区区長会
㈱足利銀行伊勢崎支店
あずま地区区長会
アパホテル〈伊勢崎駅南〉
　 ㈲天武
㈱泉屋本店ニューいづみ
伊勢崎飲食店組合
伊勢崎織物協同組合
伊勢崎菓子工業組合
伊勢崎管工設備協会
伊勢崎菊花同友会
いせさき御殿山絵画館
伊勢崎佐波石材商組合
伊勢崎市区長会
伊勢崎商工会議所
伊勢崎商工会議所女性会
伊勢崎商工会議所青年部
伊勢崎神社
伊勢崎鮨商組合
（公社）伊勢崎青年会議所
伊勢崎造園協会
伊勢崎蕎麦商組合
伊勢崎中央ロータリークラブ
伊勢崎電気工事協同組合
伊勢崎市佛教会
伊勢崎南ロータリークラブ

いせさき銘仙の会
伊勢崎めいせん屋
伊勢崎ロータリークラブ
　 ㈲井上製麺
岩瀬産業㈱
インターメディアサービス
殖蓮地区区長会
馬の親子之碑愛護会
emiyoga
　 ㈲大竹園
　 ㈲親玉商店
　 ㈱親玉本店
　 華月堂製菓㈲洋菓子工房ラ・華月
鹿島鯉のぼりの会
柏井建設㈱
割烹　天ひで
　 ガトー・ドゥ・リヨン
川島美術印刷㈱
北地区区長会
きものリサイクルセンター無二。
桐生信用金庫伊勢崎支店
　 ㈱栗食
　 グンイチパン㈱
㈱グンツチ
群馬伊勢崎商工会
㈱群馬銀行伊勢崎支店
（一社）群馬県建設業協会伊勢崎支部
群馬県自動車整備振興会
群馬県写真材料商組合
群馬中央バス㈱
㈱群馬トラベルエージェンシー
㈱GENKIDO
小泉稲荷神社
　 工房　嶌吉

コガックス㈱
小久保運送㈲
小島印刷㈱
寿運輸倉庫㈱
　　  ㈱コラボレーション
境地区区長会
　　   SAMM ENTERTAINMENT㈱
　 佐波伊勢崎農業協同組合
ジェイアールバス関東㈱
しののめ信用金庫伊勢崎支店
島田工業㈱
　 ㈲シャルマン
十王自動車㈱
　 ㈲松露庵
チーズケーキの店　新幸堂
㈱スパサンフジ  湯楽の里伊勢崎店
　 清酒研究会
関口桐箱店
そばきり酒房　すだ金
第一印刷㈱
㈲高沢クリーニング
鷹巣会館㈲　プラザアリア
　 田中屋分店焼まんじゅう
　 ㈱忠治茶屋
　 ㈱ツイップス
㈱　商店
つばめタクシー㈱
㈱Ｔ
東京都競馬㈱
　 トヨウケ総合㈱
豊受地区区長会
㈱トヨタレンタリース群馬
とり弁鶏
　 中里海産㈱

名和地区区長会
　　  ㈱二幸
西町通り商店会
日本シイエムケイ㈱
　　  ㈱Hand SEVEN NUTS
㈱ビーエムバス
ビジネスホテル伊勢崎平成イン
　 ひょうたんアートクラブ
　 平達織物
　 ㈱冨士ハム
　 ㈲舟定屋
㈲保険工房
㈱ホテル若松
堀下鯉のぼりを揚げる会
本町共栄会
三郷地区区長会
　 ㈱ミトミ
　 ㈲水戸屋本店
南地区区長会
宮郷地区区長会
　 ㈱茂木園
茂呂地区区長会
㈲ヤマキコーポレーション
　 山崎製パン㈱伊勢崎工場
㈱山セ
　 UCC上島珈琲㈱群馬工場
ゆうぜんや
　 ㈱リマルヤ
㈱ワイズサイン
㈲ワイズ・プランニング

当協会の活動や目的にご賛同いただいている企業、事務所、個人の方です。

物産部会員は   のマークです。

新会員は　 のマークです。

（敬称略、五十音順）

●ひまわり選考会事業
　 伊勢崎市の「観光特使ひまわり」
　 3名を選出 
●集客拡大事業
　 観光シャトルバスを運行
●観光フォトコンテスト2022事業
　 観光PRのためのフォトコンテスト、
　 インスタグラムフォトコンテスト
●いせさき明治館活用事業
　 伊勢崎銘仙の展示、土産品の製作

●広報事業
　 観光物産協会だよりの発行（年4回）、
　 ホームページ運営 
●ググっとぐんま観光事業
　 「両毛線沿線のほほん」イベントの実施
●物産振興事業
　 物産展への部会員出店　等
●その他の観光事業
　 各種協賛イベントの実施、地域関連団体
　 との連携　等
●各種助成事業
　 観光ボランティアガイド、
　 粕川鯉のぼり　等 

銘仙寄付の御礼

法 人 会 員

中　島　 雅　子
島　沢　 孝　次
森　村　 俊之助
田　島　 春　子
木　村　 千代子
近　藤　 弘　子
㈱　山　 セ
吉　田　 英　子 
増　田　 丈
羽　鳥　 とみ子

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

銘仙をご寄付いただきました。
ありがとうございました。

（順不同）

新

新

新

営業時間：9時～17時
伊勢崎市華蔵寺町１　　☎0270－25－4478
真夏の雪の遊園地（真夏に雪を降らせまショー）
期日：8月11日（木）～8月16日（火）

７月
１日（金）～３１日（日）
天幕城趾あかぼり蓮園

１６日（土）～２４日（日）
いせさきスターナイト
＠伊勢崎駅南口駅前広場 ほか

２０日（土）
いせさき花火大会８月

９月

７～９月 イベントカレンダー

※新型コロナウイルス感染拡大状況により中止・または

　変更になることがあります。

華蔵寺公園遊園地情報

２４日（土）・２５日（日）
いせさきまつり

7月～9月休園日について

7月：5日（火）、12日（火）、19日（火）
8月：休園日なし
9月：6日（火）、13日（火）、20日（火）、27日（火）

題材は伊勢崎市内の写真であれば
風景・グルメ・イベントなど何でも
OK。スマートフォンとインスタ
グラムのアカウン
トがあれば簡単に
応募することがで
きます。

伊勢崎市の自然・風景、ま
つり・イベント、ミスひま
わり、花火（大会）を題材
とした作品を募集します。
詳しくは市観光物産協会
ホームページをご覧くだ
さい。

最優秀賞には
「JＴBギフトカード３万円相当」を贈呈します！
 応募締切　令和５年 １月３１日（火）
 応募資格　インスタグラムの公開アカウントをお持ち 
　　　　　 で、賞品発送先が日本国内の方
 募集作品　令和４年１月以降に伊勢崎市内で撮影され 
　　　　　 た自作で未発表の写真

必ず応募要項をご確認のうえ、ご応募ください。

2021 年最優秀賞

a_k_i_i_i_memories さま

2021年グランプリ
「ハンカチに願いを込めて」

長谷川正和さま

グランプリには「賞金５万円」を贈呈します！
 サ イ ズ　 カラープリント四切
　　　　　  ※デジカメは銀塩プリントに限る。
　　　　　 　 ワイド四切、インクジェットは不可。

 応 募 先　 市観光物産協会へ郵送もしくは持参。
　　　　　 応募票は市観光物産協会配布の募集要項
　　　　　 に付いています。 ホームページ
　　　　　 からもダウンロード可能です。

必ず応募要項をご確認のうえ、ご応募ください。令和４年度事業計画令和４年度事業計画

2022

応募はこちら

公式ＳＮＳ

伊勢崎市観光フォトコンテストいせさきふぉと。2022

ご応
募お待ちしています !

「#いせさきふぉと2022」で投稿！

 応募方法
ひまわりコンテストのホームページからご応募ください。
応募締切　令和４年 ７月３１日（日）　
応募要項を必ずご確認のうえ、ご応募ください。

 お問い合せ
伊勢崎商工会議所青年部　☎０２７０－２４－２２１１（代）

「観光特使ひまわり」とは…年間を通じて地域の祭りやイベントに参加し、市の観光ＰＲの主役として活躍しています。
今回から名称を「ミスひまわり」から「ひまわり」に改め、性別・国籍・婚姻の有無などにかかわらず幅広く応募を募ります。

第36回 伊勢崎市観光特使  ひまわりコンテスト 出場者募集中 !

  こんな方を募集します！

・伊勢崎が好き、伊勢崎の魅力を発信したい方
・イベントへの参加やＳＮＳを通して市の観光ＰＲに
　ご協力いただける方


