
「# いせさきふぉと 2022」で
他の投稿作品も検索！

当協会のインスタグラムでも
詳しく紹介しています
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イベント詳細
はこちら

2023年 3月18日（土）  10：00～14：00
赤石楽舎（曲輪町28-24）

　今号では、いせさき銘仙の日記念イベント
「はいからさんの銘仙あそび」をご紹介！中面
では、リニューアルしたメリーゴーランドを紹
介しています。観光特使ひまわりも登場！その
ほか華蔵寺公園花まつりなどのお出かけ情報
や「いせさきふぉと。2022」の結果発表など、
隅々までお楽しみください！
■ 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 ht tps: / / isesak i -kankou.com/

伊勢崎市
観光物産協会だより
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当 協 会
公式HP
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　令和4年7月8日から令和5年1月31日に
かけて募集を行いました本コンテストでは、
たくさんのご応募をいただき、投稿件数は
５７１点に達しました。たくさんのご応募
ありがとうございました！どの作品も伊勢
崎で過ごす素敵な時間を切り取ったすてき
な一枚でした。その中から入選された作品
を紹介いたします。

●投稿件数：５７１点

佳作

最優秀賞

審 査 結 果 発 表

優秀賞

特別賞

いせさきふぉと。２０２２

主催：「いせさき銘仙の日」記念イベント実行委員会
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、急遽イベントを変更または中止する場合があります。

メールは
こちら

入場無料

※写真はイメージです
JOY
高木照子 新ブランド Palpiter のストールやマフラー、クッション

（パルピティ）

OCHAVA 茂木園
ライフスタイルに合わ
せた５種類のティー
バッグ「銘仙茶」

銘仙ハギレを使用した縫わないタイプのがま口ペン
ケース作り

メガネ・補聴器の板垣
ポケットチーフにもなる

「銘仙柄メガネ拭き」
４柄

同時開催同時開催
至宝の銘仙展
会　場　いせさき明治館
日　時　3月4日（土）
　　　　　～5月14日（日）
　　　　10：00～17：00
休館日　月・火曜（祝日を除く)
※入館無料

いせさき楽市
会　場　伊勢崎駅南口駅前広場
時　間　9：00～13：00

軽トラ朝市
会　場　いせさき明治館東側市道
時　間　8：30～11：30

インスタグラム
フォトコンテスト

·杉原みち子さんの楽しい銘仙トーク
  with 「世界にはばたけいせさき銘仙」
  DVD 視聴

· 銘仙のまち伊勢崎プロジェクト発表
·四ツ葉学園地域歴史研究会
　絹ラボ発表

·銘仙ワークショップ「がま口ペンケース作り」

· 銘仙袴着付まち歩き体験

·銘仙新商品紹介 ・展示

時　間　11：00～ / 13：00～
※事前予約不要　

時　間　10：00～14：00（返却14：00）
定　員　20 名（事前予約制・先着順）
※対象　子ども～大人（小学５年生以上）
参加費　4,000 円
お問い合わせ（電話またはメール）
実行委員 高山まで　☎080-3011-8286

時　間　12：00～
※事前予約不要

時　間　10：00～14：00
参加費　800円
定　員　30名（先着順）
※事前予約不要

令和 5年 3月 1日(水)発行



期　　 間：４月１日（土）～５月２０日（土）
場　　 所：華蔵寺公園、Auto Mirai 華蔵寺遊園地
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。

無料
シャトルバス
を運行します

運行期間  ５月３日（水・祝）～５月７日（日）
運行時間  9:00～18:00まで
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。

Auto Mirai 華蔵寺遊園地イベント情報

春の夜間営業「夜桜みナイト２０２３」
期間：４月１日（土）～７日（金）
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最大５機種の遊器具）

さらに！春の延長営業
期間：４月８日（土）～５月２０日（土）の土日祝
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：　７日（火）、１４日（火）
４月：休園日なし
５月：２３日（火）、３０日（火）
６月：　６日（火）、１３日（火）、２０日（火）、２７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。

華蔵寺公園花まつり

伊勢崎市華蔵寺町１　　  ☎ ０２７０－２５－４4７８
営業時間：9：00～17：00　
　　　　　 （12～2月は冬季のため、9時30分～16時30分）

冷凍自動販売機商品リストin伊勢崎駅

・国産豚もつ煮
・ニラ野菜餃子
・国産豚味付きホルモンねぎ塩味
・メロンパン（生クリーム・チョコクリーム）
・クリーム大福（コーヒー・抹茶・チョコ）
・穴あきチーズケーキ
・キャラメルナッツバラエティパック
  ※商品は変更する場合があります。

ごはんのおかずになるものから、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。

カリカリメロンパン 黒チーズカレーパンカリカリメロンパン 黒チーズカレーパン

銘仙小物販売
期日：５月４日（木・祝）
　　　　  ５日（金・祝）
時間：10：00～15：00
会場：遊園地北口付近

華蔵寺公園花まつり

〇カリカリメロンパン
　カリふわ食感の王道メロンパン。不動の人気商品！
〇黒チーズカレーパン
　（カレーパングランプリ２年連続金賞受賞！）
　竹炭入りの黒い生地。中辛カレーと三種のチーズが
　とろ～り、もちもち食感
　パーネデリシア全店で販売しております。
　お近くにお立ち寄りの際は、ぜひご賞味ください。

～ オススメ商品紹介 ～

郷土芸能発表会
期日：４月２日（日）
　　　※荒天中止
時間：10：00～14：00(予定)
会場：華蔵寺公園野外ステージ
問い合わせ：伊勢崎市文化観光課

メリーゴーランドメリーゴーランドメリーゴーランド
リニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープン

Auto Mirai 華蔵寺遊園地
（華蔵寺公園遊園地）

Auto Mirai 華蔵寺遊園地
（華蔵寺公園遊園地）

大人気遊具のメリーゴーランドが２月４日（土）に
リニューアルオープンしました！
今回はその魅力を３つご紹介します。

馬をはじめパンダやペンギン、ティラノサウルスなどた
くさんのかわいい動物たちとのパレードが楽しめます！
車イスの方もご利用できる白鳥の乗り物もあります。

メルヘンチックでかわいい音楽があなたを
夢の世界へ連れていってくれます。

バラエティ豊富な乗り物

かわいい音楽

華やかで細部までこだわったデザイン
金色と赤を基調とした華やかなデザインときらびやかな
イルミネーションに心が躍ります！天井にはなんと青空
が描かれています！

粕川の鯉のぼり
■堀下鯉のぼり（約５００匹）
期間：４月１日（土）～５月１３日（土）
会場：赤堀せせらぎ公園南（粕川沿い）
問い合わせ：堀下鯉のぼりを掲げる会　石田さん　☎０２７０－６２－３６８２

■鹿島鯉のぼり（約１５０匹）
期間：４月１６日（日）～５月６日（土）　 会場：鹿島親水広場（粕川沿い）
問い合わせ：鹿島鯉のぼりの会　　　　川端さん　☎０２７０－２４－６６９８

ひょうたん絵付体験
期日：５月４日（木・祝） ５日（金・祝）
時間：10：00～15：00
会場：遊園地北口付近
参加料：500 円

クイズラリー
期日：５月４日（木・祝）５日（金・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

消防車両展示
期日：５月５日（金・祝）
時間：9：00～12：00
会場：遊園地北口付近
参加料：無料

ひまわり撮影会
期日：５月１３日（土） ※荒天時は翌１４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
問い合わせ：伊勢崎市文化観光課

グリーンフェスタ２０２３
期日：５月３日（水・祝）
時間：10：00～15：00
会場：公園内各所
内容：苗木配布、草花即売、
　　　ガーデニング教室など
問い合わせ：伊勢崎市環境政策課
※内容が変更となる場合があります。

観光ボランティア観光ボランティア
伊勢崎まちガイド

期日：５月３日（水・祝）４日（木・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。

ここがすごい！

　グンイチパンは、群馬県伊勢崎市にて1954年に創業いたしました。“いまは一番小さくて貧弱なパン屋だが、夢は大きく持っ
ていつか群馬で一番おいしいパン屋になろう！”そんな思いを託し、社名を「群一製パン」と名付けました。おいしさへのこ
だわりを大切にし、選りすぐりの素材で最高のパンをお届けする・・・焼きたてパンを頬張るお客様の笑顔は私達の一番の喜び
です。グンイチパンの新ブランドとして、カフェベーカリー「パーネデ
リシア」を2002年にオープンし、現在、群馬と埼玉に8店舗を展開し
ています。パーネ＝イタリア語で「パン」、デリシア＝スペイン語で
「最高のしあわせ」を意味しています。これからも美味しいパンから生
まれるあたたかい幸せを作り続けます。

詳しくは、HPを
ご覧ください。

グンイチパン株式会社
住  群馬県伊勢崎市除ヶ町 10　　☎  0270-32-1351

― 伊勢崎市観光物産協会 会員紹介 ― 　　  グンイチパン株式会社

（冷凍） 人気商品
たべくらべセット
（６個入り）

協力：グンイチパン（株）

乗り物券　
70円券 ×17枚綴り

提供：（公財）伊勢崎市公共施設管理公社

抹茶ドリンクのテイクアウト

1杯　無料券
（有効期間：2023年6月30日まで）

グンイチパン

華蔵寺公園遊園地

OCHAVA茂木園本店

提供：OCHAVA茂木園本店

もうすぐ　　ですねプレゼントクイズ！！もうすぐ　　ですねプレゼントクイズ！！

「〇〇〇〇さんの銘仙あそび」は3月18日（土）に開催されます。

花まつり期間中の5月4日と5日には「〇〇〇〇〇絵付体験」があります。

「いせさきふぉと。2022」では、たくさんの応募があり、投稿件数は
○○○点に達しました。

【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 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５年３月２０日（月） 必着

賞品  １

賞品  2

賞品  ３

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。
皆さんのご応募をお待ちしています！

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。
皆さんのご応募をお待ちしています！

第1問

第2問

第3問

５名様

10名様

10名様

1

2

3

遊びに来てね！

※参加した人には
　参加賞があります。


