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埼北で暮らそう（移住促進モニターツアー）
埼玉県北部地域地方創生推進協議会※

　11月４日（土）、移住を考えているお客様７組
22名（大人12名子ども10名）が参加しました。ツアー
は神川･本庄･上里･美里をバスで巡りながら各
地を見学･体験しました。神川では「冬桜の宿
神泉」で昼食をとり、冬桜と紅葉を見て楽しま
れました。ツアーを通して参加者からは好評を
いただきました。
※ 熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄
居町により発足した地方創生推進を目的とする協議会

グランドゴルフ大会
老人クラブ

　11月10日（金）、町営グラウンドにおいて、
第６回グラウンドゴルフ大会が開催されまし
た。日頃から練習している方や初心者の方、初
めてグループを組む方などプレーを通して交流
が深められました。

80歳過ぎても20本以上の歯
8020表彰

　80歳を過ぎても自分の歯が20本
以上ある方が、町と本庄市児玉郡歯
科医師会より表彰されました。今年
度は3人の方が受賞されました。
　自分の歯でしっかり噛むことは健
康の秘訣でもあります。いつまでも
自分の歯を大切にしたいですね。

第33回児玉郡空手道大会
10月22日（日）[上里町多目的スポーツホール]
小学生低学年　形の部 ３　位　新井　　芽
小学生中学年　形の部 優　勝　新井蓮太郎
 ３　位　竹澤　柊馬
小学生高学年（男子）形の部 優　勝　菅野　直樹
　　　　　　（女子）形の部 優　勝　新井　　實
 準優勝　照井　千春
小学生中学年　組手の部 優　勝　土屋　音亜
　　　　　　　 準優勝　照井　美咲
小学生高学年（女子）組手の部 優　勝　新井　　實
団体戦の部　優勝　糸東会 準優勝　神　武　館

町民文化祭
　11月３日（祝金）４日（土）、中央公民館等で町民文化祭が開催されました。
　町内サークルや団体、小中学生が作成した絵画や工作品の展示発表や、各種サークルのステー
ジ発表や渡瀬獅子舞も披露され多くの方で賑わいました。

ご当地アイドルご当地アイドル
「クローバー∞（アンリミテッド）」「クローバー∞（アンリミテッド）」

勝手に埼玉応援隊勝手に埼玉応援隊
にゃんたぶぅ「たくまん」にゃんたぶぅ「たくまん」

パワフルコンビーフ（芸人）パワフルコンビーフ（芸人）
（左）兼重清志　（左）兼重清志　（右）宮前幸多（右）宮前幸多
　　　　　　　　　神川出身　　　　　　　　　神川出身 丸太切り丸太切り

大抽選会大抽選会 将門太鼓保存会将門太鼓保存会 フラダンス「フラハーラウホアピリ」フラダンス「フラハーラウホアピリ」 バルーンアートバルーンアート

地域おこし協力隊 村上氏地域おこし協力隊 村上氏
　　ご当地アイドル　ご当地ヒーローご当地アイドル　ご当地ヒーロー

　プロデュース　プロデュース
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冬桜まつり冬桜まつり
10月29日（日）、城峯公園で冬桜まつりが開催されました。10月29日（日）、城峯公園で冬桜まつりが開催されました。
当日は台風の影響で終日雨模様でしたが、ステージ発表や当日は台風の影響で終日雨模様でしたが、ステージ発表や
特産品販売、地元商店等の模擬店で盛り上がりました。特産品販売、地元商店等の模擬店で盛り上がりました。

「冬桜の宿神泉」での昼食の様子「冬桜の宿神泉」での昼食の様子

荒木　保さん荒木　保さん 小暮　三男さん小暮　三男さん 坂井　昭子さん坂井　昭子さん
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