イベント
フェスティバル

はにぽん
フェスティバル

Events and festivals

本庄市のマスコット「はにぽん」の誕生日
（ハニワ：8月28日）を祝うイベント。県
内外からご当地キャラクターが集まり、は
にぽんの誕生日を盛り上げます。
☎ 0495-22-0828（本庄市市民活動推進課）
Hanipon Festival
Hanipon Festival is an event to celebrate the
birthday of Honjo City's mascot "Hanipon"
(August 28th). Local characters gather from
inside and outside the prefecture to join the
event.

本庄早稲田の杜
クロスカントリー &ハーフマラソン

本庄の食を楽しむ

、本庄銘菓など本
ス」
「つみっこ」や「焼き納豆ピザライ
季折々に開催さ
庄ならではの食が楽しめるイベントが四

本庄早稲田の杜で適度なアップダウンと森林浴ランを楽しめる
クロスカントリーと、桜の名所『こだま千本桜』でお花見ラン
を楽しめるハーフマラソンの2つのコースを選べる大会です。
例年、4月第2日曜日に開催しています。好評をいただいており、
全国から2,500人規模の参加者が春の本庄を駆け抜ける本庄
市最大規模のスポーツイベントです。
☎ 0495-25-1152（本庄市体育課）

れています。
☎ 0495-25-1174（本庄市観光協会）

Enjoy Honjo’s local specialties
enjoy Honjo's local specialties
This is an event where you can
Rice, and Honjo’s famous
such as Tsumikko, Yaki-Natto Pizza
confections.

Honjo Waseda no Mori cross-country and half marathon event
This event allows you to choose from two courses: a cross-country route
where you can enjoy running with up and down in the forest, and a half
marathon where you can enjoy running while viewing cherry blossom at
the famous spot, Kodama Senbon-zakura (thousand cherry blossom
trees). The event is annually held on the second Sunday of April. This is
the largest sporting event in Honjo City, and over 2,500 participants
from all over the country run through Honjo in the spring.

スポレクフェスタ

『みる・する・楽しむ』をスローガンに
、毎年スポーツ
の日に開催するスポーツ・レクリエー
ションイベントで
す。
市内のいろいろな場所で、さまざまな種
類のスポーツや
レクリエーションの体験ができます。
☎ 0495-25-1152（本庄市体育課）

Sport and Recreation Festa
This is a sport and recreation event
held annually on Sports Day
(the second Monday of Octob er)
under the slogan of“seeing,
doing , and enjoy ing.”You can
exper ience variou s types of
sports and recreation in the city.

こだま千本桜まつり
4月上旬にこだま千本桜の十二天橋下
流左岸の河川敷でお祭りが開催されま
す。郷土芸能などのステージイベント
や模擬店の出店があり、大変賑わいま
す。千本桜橋上流左岸ではライトアッ
プも開催しています。
☎ 0495-72-1334
（本庄市観光協会児玉支部）
Kodama Senbon-zakura Matsuri (Kodama
Thousand Cherry Blossom Festival)
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In e a rly A p ril, Ko da ma S enb on -za kura
Matsuri is held on the riverbed by Juunitenbashi (bridge). Kodama Senbon-zakura, or
1,000 cherry blossom trees planted along
the bank of Koyama River, are very beautiful
in spring. T he festival is bustling with
people, having attractions such as local
p e r fo r m i n g a r t s a n d s n a c k s t a n d s . I n
addition, cherry blossom trees are
illuminated on the upper left bank of
Senbon-zakura-bashi (bridge).

イベント
スケジュール

1月1日
4月上旬
5月中旬
7月下旬
9月中旬
10月
10月中旬
11月上旬
11月中旬
12月中旬

元旦マラソン（本庄総合公園）-初日の出を拝みながら約3キロのマラソン桜まつり（若泉公園、城山稲荷、こだま千本桜）
本庄〜早稲田100キロハイク（JA埼玉ひびきの）
、本庄総合公園春まつり
七校祭（はにぽんプラザ）-市内高校6校と特別支援学校による合同文化祭塙保己一先生遺徳顕彰祭（セルディ）
児玉商工まつり
ふれ愛祭（本庄総合公園）-福祉団体によるイベント本庄公園まつり（ふるさとフラワーパーク）
本庄商業祭
塙保己一賞表彰式・記念イベント（セルディ）
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