令和５年２月運行開始予定！
昭和６２年４月のオープン以来、３７年間ご愛顧を
いただいておりましたが、この度リニューアルする
ことになりました。より楽しく、より賑やかに、より
華やかに生まれ変わります。ご期待ください。

観光物産協会だより

9月3日（土）に伊勢崎市文化会館にて、第36回伊勢崎市観光特使ひまわりコンテストが開催され、
第36代ひまわり3人が選出されました。これから1年間観光特使として、
おまつりやイベントなどに
参加し、
皆様に
“ひまわり”
のような明るい笑顔をお届けします。温かい応援をお願いいたします！

３７年間のご愛顧への感謝をこめて、リニューアル
工事開始前にメリーゴーランドを終日無料開放します。

日程：１０月１５日（土）、１０月１６日（日）

超貴重！

メリーゴーランドができるまで

昭和６２年４月にオープンしたメリーゴーランドの設置当時の貴重な写真を
入手しました！当時のワクワク感が伝わってきますね！

➊ 最初に土台を設置して…

➋ 骨組を組み立てていき…

➌ 背後には紅白色の観覧車が！

Ayaka
Ha
tt

メリーゴーランドを無料開放します

i
or

➐ メリーゴーランド完成！！

➏ お馬さんが登場

36

まつばら アンドレ

さとう りこ

服部 彩花 さん

松原 アンドレ さん

佐藤 莉子 さん

趣味 映画鑑賞、旅行、ドライブ
特技 誰とでも仲良くできること
抱負 大好きな伊勢崎市の魅力を、伊勢崎在住の
方や市外の方へもＰＲできるように頑張りま
す。活動を通して、私自身もより成長して
いきたいです。これから１年間よろしくお願
いします。

趣味 シーズンスポーツ
特技 サッカー、フットサル
抱負 男性初のひまわりということで、とてもわく
わくしています。ありのままの自分をだして
いき、伊勢崎のみなさんとの関わり合いを
通じて伊勢崎の魅力をたくさん発信し、愛
されるひまわりを目指したいです。

趣味 野球観戦、旅行
特技 目覚まし時計を使わなくても起きることができる
抱負 大好きな地元である伊勢崎の魅力を、市内
の方はもちろん、日本中、世界中の方に
知っていただけるよう、笑顔で楽しく活動を
していきたいと思います。１年間、一生懸
命頑張りますので、よろしくお願いします。

スケジュール
第 36 代 活動

2023

➎ 内側も飾っていき…

to

はっとり あやか

2022

➍ 屋根を飾っていきます

ra
ba

11月 ６日
（日）
11月19日
（土）

欅祭あかぼり
WORK WORK★フェス

1月 1日
（日・祝） ニューイヤー駅伝
1月11日
（水）
上州焼き饅祭
5月 中旬
ひまわり撮影会
9月 中旬
いせさきまつり
9月 2日
（土） 第37回ひまわりコンテスト
※予定は変更になる場合があります。

第36回ひまわりコンテスト協賛企業一覧
アイオー信用金庫、あかぎ信用組合、桐生信用
金庫、シロテックス㈱、㈱ 商店、㈱プライムプ
レイス スマーク伊勢崎、ベイシアＩＳ伊勢崎店、
山崎製パン㈱、梅田屋、㈲高沢クリーニング、俵
山商店、㈲ヤマキコーポレーション、アクサ生命
保険株式会社、㈱井野板金工業、島田工業㈱、ト
ヨウケ総合㈱、フラワーデザイン浪漫、ボディー
ショップ K、ラッキーパーソンズ （順不同）

➑ 現在のメリーゴーランド

第35代ミスひまわりのみなさん
1年間お疲れ様でした

＠himawari.isesaki

代ひまわりが決定しました

リニューアル前
のレトロな
メリーゴーラン
ドに乗れる
最後のチャンス
です。是非
ともお越しくださ
いね！

■ 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

URL https://isesaki-kankou.com/

完成イメージ図（予定） ※デザインは変更になる場合があります

〜 またね！メリーゴーランドさん 〜
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No.

第

※令和４年１０月１７日
（月）
より、
リニューアル工事のため、
メリーゴーランドは運休となります。

令和 4 年 10月 1日(土)発行

Riko
Sa

メリーゴーランドをリニューアル します！

伊勢崎市

Andre M
ats
u

華蔵寺公園遊園地の大人気アトラクション

今号では、先月決定した第36代観光特使
ひまわりをご紹介します！ひまわりのインス
タグラムをフォローして、今後の活躍を応援し
てください！ほかにも、秋のおでかけにおすす
めのスポットや、リニューアルのためしばしお
別れとなるメリーゴーランドの特集をお届け
しています。ぜひお楽しみください。

ワク

ＷＯＲＫ ＷＯＲＫ★フェス

秋のおでかけカレンダー
10
月

1日 土 〜 いせさき明治館110周年記念展示
11月30日 水 10時00分〜17時00分 ＠いせさき明治館
いせさき燈華会

15日 土

15時00分〜20時30分 ＠いせさき明治館周辺

あかぼり小菊の里まつり

23日 日

10時00分〜15時00分 ＠あかぼり小菊の里

＠華蔵寺公園内石畳

3日 木・祝
11
月

6日 日
13日 日
19日 土
20日 日

あずま産業祭
10時00分〜14時00分 ＠あずま総合運動公園

欅祭あかぼり

木造洋風医院建築という浪漫

いせさき明治館の建築110周年を記念して、大正時代当時の
今村医院の館内をイメージした特別展示を行います。市指定
重要文化財としての魅力を探ってみませんか。

◎ 毎週土曜日にイベントを開催 ◎

10時00分〜14時00分 ＠境ふれあいパーク

WORK WORK★フェス
9時00分〜15時30分 ＠伊勢崎市民体育館、市補助競技場

境赤レンガ倉庫イベント
10時00分〜16時00分 ＠境赤レンガ倉庫
え

期日：10月15日（土）
時間：15時00分～20時30分
会場：いせさき明治館周辺

灯籠に灯ったろうそくの灯が幻想的な
光景を演出します。心地よいひと時を
お楽しみください。

市民参加型レクレーション「並べて、灯す」 参加者募集
一緒に灯籠を並べて、燈を灯してくれる
市民ボランティアを募集します。事前申込みは不要。
当日15時00分に、いせさき明治館前にお集まりください。

グルメ・ステージイベントエリア

イベント 一 覧
10月 1日

さかい産業祭

いせさき燈華会

8日

館内ガイドツアー
（11時/14時）
ちょこっと銘仙着付け体験
（先着3組まで）

15日

いせさき燈華会

22日

ちょこっと銘仙着付け体験
（先着3組まで）

29日

館内ガイドツアー
（11時/14時）
・銘仙でお出迎えday

11月 5日

街ゼミ
（銘仙コサージュ作り）
★

伊勢崎銘仙を着て、燈華会やまち歩きを楽しんでみませんか♪

期日：10月15日（土）
会場：赤石楽舎
開催時間：12時00分～20時00分

参加者募集

募集人数：25名（女性21名、
男性4名）
料
金：3,000円（要事前予約）
※髪結いは別途料金

付：伊勢崎市観光物産協会
☎ 0270-24-5111（代）

詳細はこちら

伊勢崎産農産物直売、
キッチンカー、 ビジネスブースでの企業間
バンド演奏、キッズダンス ほか
交流、来場者向け企業ＰＲ

インスタグラムフォトコンテスト開催中！
「#いせさきふぉと2022」で投稿！
詳細はこちら

詳細はこちら

― 伊勢崎市観光物産協会 会員紹介 ― 株式会社 Hand SEVEN NUTS
ープン
2016年オ

トにたくさんの人たちをHAPPYにしたいと

19日

街ゼミ
（銘仙コサージュ作り）
★

群馬で生まれたキャラメルナッツのブランド

26日

銘仙でお出迎えday

です。常時１４種類のフレーバーを取り揃え
ており、他の企業とコラボしたフレーバーも

★マークがついているイベントは、事前予約が
必要です。ご予約は伊勢崎市観光物産協会へ。

☎ 0270-24-5111（代）

売れ筋はカ
シュー
ナッツのキ
ャラメル味
！

世界一かわいいナッツ屋さん をコンセプ

★
ワークショップ
（銘仙切り絵のメッセージカード作り）

扱っています。また、キャラメルナッツ以外
にもナッツのドリンクや旬の果物を使用した

詳細はこちら

あかぼり小菊の里まつり
期日：10月23日（日）
時間：10時00分～15時00分
会場：あかぼり小菊の里

小泉コスモス畑

銘仙の着付け体験

ビジネスエリア

12日

なだらかな丘陵いっぱいに、
色鮮やかな小菊の丸い花株が
約２万株咲き誇ります。
ひごろも太鼓の演奏や農産物
の直売などが行われます。

受

いせさきふぉと。 ２０２２

いせさき明治館建築１１０周年記念展示

10時00分〜14時00分 ＠赤堀コミュニティひろば

とう か

初開催

期間：10月1日（土）～11月30日（水）
場所：いせさき明治館
時間：10時00分～17時00分
休館日：月・火曜（祝日の場合は水曜）

伊勢崎菊花大会

1日 火 〜
20日 日

ワク

見頃：10月上旬～下旬
場所：小泉稲荷大鳥居周辺
小泉稲荷大鳥居周辺に色とり
どりのコスモスが咲き誇ります。
「コスモス切り花コーナー」
では、
開花後、自由に切り取りお持ち
帰りできます。
※ハサミ等をご持参ください。
なお、
10月15日
（土）
、
16日
（日）
には農産物の販売があります。

ドリンク、アイスも取り扱っています。商品は
店舗やネット販売、催事販売で購入できます。
店舗名：ナッツファクトリー

住 昭和町 1656-5 伊勢崎ヴィレッジⅡ 1-B
☎ 0270-61-7597
ネット販売は
こちらから！
営 11:00 ～ 18:00 休 月曜日、火曜日

コラボしたい企業の方をお待ちしております！
伊勢崎市野球場の愛称がセブンナッツスタジアムになります！

賞品 1

賞品 2

華蔵寺公園
問題の〇〇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。 遊園地乗り物券
（70円券×17枚綴り）
皆さんのご応募をお待ちしています！
いせさき明治館の建築〇〇〇周年を記念して
特別展示を行います。
１１月１９日（土）に〇〇〇〇 WORK☆フェス
第２問
が初開催されます。
華蔵寺公園遊園地の〇〇〇〇〇ランドは
第３問
令和５年２月にリニューアルします。
第１問

【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１０月２１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プレゼントクイズ係

リニューアル前
のメリーゴーラ
ンドが楽しめる
のは１０月が最後
です。ぜひお越し
名様
ください。
提供：（公財）伊勢崎市公共施設管理公社

１０

賞品 3

米糀と酵母で
発酵させた生
地を炭火で焼
き上げたまん
じゅうはどこ
か優しい味わ
いです。

5 名様

提供：田中屋分店焼まんじゅう

賞品 4

SEVEN NUTS
引換券
店舗で受け取り
の際にお好きな
フレーバー３つ
を選べます。

田中屋分店焼まんじゅう
商品券（500円分）

チューリップ球根
（ネットに5個入り×2種類）
※赤 ・ 桃 ・ 白のいずれか

5 名様

提供：SEVEN NUTS

この商品は、
指定日時
（11月上旬〜中旬の
平日
（月〜金）
、9:00〜17:00）
に市役所へ
受け取りに来ていただくことになります。
ご了承の上、
ご応募く
ださい。
詳細は当選者
にご連絡します。

15名様

提供：伊勢崎市造園協会

