
　今年も残りわずかとなりましたが、クリスマス
やお正月など楽しいイベントがこれから待って
いますね！皆様も華蔵寺公園遊園地の「ロマン
チックしナイト2022」や「いせさき初市」で伊勢
崎の冬をおもいっきり楽しんでみませんか？
　４面の年末年始プレゼントクイズは豪華景品
が盛りだくさんなのでお見逃しなく！
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当 協 会
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年末年始 プレゼントクイズ
今年もこの季節がやってまいりました。12月号は読者の皆様へのお歳暮企画！
今回は61点ご用意しました！たくさんのご応募お待ちしております！

会員紹介で取り上げた中里海
産で人気のぎんさけです。自
慢の味噌と粕を使用し、贅沢
な２種類の味が楽しめます。粕
漬は群馬県産の日本酒を使用
した伝統の粕漬で、注文をい
ただいてから、24時間以上漬
け込む、こだわりの粕漬です。

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お
ります。
※電話予約の上、「親玉商店」の
　店頭にて引き換えとなります。

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。

手軽にお家でいせさきもんじゃ
を楽しめるセットです。

いせさき明治館所蔵の銘仙着物
柄がプリントされたレトロでかわ
いいマスキングテープです。

銘仙の生地を使用して作成した
うさぎの置物の２体セットです。
規格：幅10cm×奥行10cm×高さ10cm
（１体・コースター含む）
※色・柄はこちらで選択させていた
だきます。

５名様

５名様 ５名様
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８名様

５名様

協力：中里海産（株） 協力：（有）赤城せんべい

合格まんじゅう
（5個入り）引換券

「dining bar 寿家」、「大漁船華 ま
つり」、「ホルモン酒場 はなび」、
「らーめん酒房 しのや」の各店舗
で使用できる1,000円分の御食事
券です。
（利用期間：2023年2月26日まで）

提供：（有）親玉商店

提供：伊勢崎商工会議所

提供：伊勢崎市観光物産協会

提供：伊勢崎市観光物産協会

㈱ツイップス
御食事券（1,000円分）

協力：（株）ツイップス

赤城せんべい「ゆずせんべい」
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。
※「赤城せんべい本舗」の店頭にて引き  
　換えとなります。
（引換期間：2023年1月31日まで）

銘仙うさぎペア
（銘仙コースター付き）

いせさきもんじゃセット
（4人前）

銘仙柄マスキングテープ
（2個セット）

（引換期間：2023年2月26日まで）

1賞品
番号 ２賞品

番号

提供：（公財）伊勢崎市公共施設管理公社

３賞品
番号 ４賞品

番号

５賞品
番号 ６賞品

番号

７賞品
番号 ８賞品

番号

セット内容
・ぎんさけ（味噌漬）：４切れ
・ぎんさけ（粕　漬）：４切れ

華蔵寺公園遊園地乗り物券
《70円×17枚》 ２０名様

中里海産  漬魚詰め合わせ

はがきに①クイズの答え（問題の〇に入る文字）
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、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。
  応募締切：１２月２０日（火） ★必着★
  〒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

クイズはこちら応募応募方法について

問題①  ロマンチックし○○○2022 は、今年も
　　　  華蔵寺公園遊園地で開催されます。

問題②  群馬県初となる話題のご当地〇〇〇〇〇が
　　　  伊勢崎市に登場しました。

問題③  伊勢崎市観光フォトコンテスト2022にはたくさん
　　　  の応募があり、応募総数は〇〇〇点でした。

大観覧車ひまわりをＬＥＤライトで飾りつけた高さ35メートルのツリーをはじめ、園内をロマンチックに
ライトアップします。大観覧車からの景色は、フォトスポットとしても大人気です。
大観覧車ひまわり・スーパーシューティングライド・マジカルグライダー・スカイファイター・不思議な城
の5機種が21時まで営業します。  ※そのほかの遊具は16時30分まで営業します。

令和４年１２月１日（木）～令和５年１月１１日（水）

時   間   16時30分～21時

場   所   伊勢崎駅南口駅前広場 ・ 北口駅前広場

  　　　　  大手町パティオ

問合せ   都市開発課（℡ ０２７０-２１-７４９０）

伊勢崎駅前の冬を華やかに彩るイルミネーションです。
気軽に訪れて楽しめるのが魅力です。

令和４年１２月１０日（土）～１２月２５日（日） ※１２月１３日（火）、２０日（火）は休園日

場   所／華蔵寺公園遊園地　　　時   間／１６時３０分～２１時 ※一部遊具を運行

問合せ／華蔵寺公園遊園地（℡ ０２７０-２５-４４７８）

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況や天候によっては、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、手指消毒などの感染症対策にご協力ください。
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前原　君江

特別賞特別賞

伊勢崎市観光フォトコンテスト２０２２  審査結果発表

販売元・企画／（株）松原新
企画・デザイン／（株）ハチ・ビット

PICK UPイベント
ニューイヤー駅伝2023

華蔵寺公園遊園地
「新春お年玉企画」
華蔵寺公園遊園地
「新春お年玉企画」

期日：1月2日（月）・3日（火）
時間：9時30分～16時30分
豆汽車を無料開放します。
11時と14時には、ノンアルコール
の甘酒を先着100名様に無料配布
します。

家内安全・商売繁盛・交通安全などを祈願しただるまを求めて
多くの人でにぎわいます。新年の福を求めて来てみませんか？

ごはんのお供になるものから、おやつやデザートになるものま
で！お店の商品を気軽にお楽しみいただけます。
伊勢崎駅に寄った際にはぜひご利用ください！
最新情報は市観光物産協会のHPで随時更新しています。

10月7日（金）より、伊勢崎
市内のベイシア４店舗で
「伊勢崎ガチャタマvol.1」
が設置・販売されていま
す！カプセルの中身は伊
勢崎市にゆかりのある企
業や人気スポット、名物店
などをモチーフにした
キーホルダーです。発売
して１週間で完売するほ
どの人気です！

【設置店舗】
 ・ベイシアIS伊勢崎店・ベイシア西部モール店
 ・ベイシアスーパーマーケット伊勢崎BP店
 ・ベイシアスーパーマーケット伊勢崎駅前店

今年で１７回目の開催を迎えました本コンテストですが、応募総数５００点、応募者数１２４名とたくさんの
ご応募ありがとうございました。今回はグランプリから特別賞まで、すべての入賞作品を掲載します。
入賞作品は、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！

吉野　信 氏
◎動物自然写真家　 ◎（公社）日本写真家協会（JPS）会員
◎写真集　『ロッキーの野生』　『タイガーオデッセイ』　など
◎写文集　『ネイチャーフォト入門』　『アフリカを行く』　など
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※敬称略

　今回沢山の応募作品を目の前にして、コンテストの審査に臨ま
せていただきましたが、まだまだ未知の世界を写真を見ることに
よって教えてもらい、改めて写真の力を感じさせていただきました。
　作品の数々は、写された本人だけでなく、それを見た人たちに
それぞれの思いを語りかけてくれると思います。あわせて、こん
な場所があるなら、何時か訪れてみたいという夢を運んでくれる
という役目にも貢献してくれると信じています。常に周りのことに
目を光らせながら、心に余裕をもって「これぞというもの」を写し
てやろうという気持ちを、忘れないでください。

推薦「咲き競う」

須藤　伸

特選「鯉のぼり祝う　初節句」

黒澤　潔

推薦「真冬の夢」

須田　和彦

特選「綱引きがんばったよ」

 飯川　逸彦

推薦「幼き日の思いで」

 薊　金一

特選「野の花の中で」

松村　豊

自然・風景の部自然・風景の部 まつり・イベントの部まつり・イベントの部 ミスひまわりの部ミスひまわりの部 花火の部花火の部
推薦「夜の乱れ咲き」

徳永　利彦

特選「雨中花」

小林　真佐雄

島田　圭一

髙間　邦明 神岡　敬 柳沢　哲也 近藤　義明
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『 クライマックス  』　  井野　次郎

期日：1月1日（日）
伊勢崎市役所：第3中継所

（通過予定時刻  10時 50分頃）
赤 堀 小 学 校：第6中継所

（通過予定時刻  13時 14分頃）

いせさき初市
期日：1月11日（水）
　　　12時～20時30分
　　　（交通規制時間）
場所 ：本町通り  ほか

冷凍自動販売機商品リスト

・国産豚もつ煮500g
・ニラ野菜餃子
・生クリームメロンパン&
  チョコクリームメロンパン
・生クリーム大福（コーヒー・抹茶・チョコ）
・さかいまチーズ＆さかいまチョコ
・穴あきチーズケーキ
・プチナッツ詰め合わせセット

地元愛が高まるカプセルトイ群馬県初！
話題のご当地ガチャタマが登場！
群馬県初！
話題のご当地ガチャタマが登場！

華蔵寺公園遊園地の大観覧車

「ひまわり」もモチーフになっています！

昭和23年に創業して約74年間、常に新鮮で豊富な生鮮魚介類
を安定した価格でご提供し続けて参りました。
その仕入れ力を生かし、日本全国、世界各国から厳選した魚を
一枚一枚丁寧に下処理し、本床に寝かせじっくりと漬け込んで
魚本来の旨味を引き出した至高の品を贈答用としてもご提供し
ております。

詳しくは、HPを
ご覧ください。

中里海産（株）

中里海産（株） 本社
住  群馬県伊勢崎市八寸町 5361-1
☎  0270-70-5611

冬のおでかけカレンダー

【価格】
 1回300円

in伊勢崎駅in伊勢崎駅

伊勢崎市観光物産協会  会員紹介

※商品は変更する場合があります。
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まちなかイルミネーション

16時30分～21時00分  ＠伊勢崎駅前広場ほか

ロマンチックしナイト

16時30分～21時00分  ＠華蔵寺公園遊園地

華蔵寺公園遊園地お客様感謝デー

ヘリタワーを無料開放

ニューイヤー駅伝

華蔵寺公園遊園地新春営業

いせさき初市

12時～20時30分  ＠本町通りほか

華蔵寺公園遊園地お客様感謝デー

マジカルグライダーを無料開放

華蔵寺公園遊園地お客様感謝デー

スカイファイターを無料開放

12

月

１
月

２
月

来年もたくさん
のご応募お待ち
しております!


