100周年事業のお知らせ
川越市市制施行100周年事業シンポジウム

「まち歩きで再発見 ～川越の凸凹地形と新たな魅力」
政策企画課 L224－5503O225－2895
NHK「ブラタモリ」の案内

人を務めた東京スリバチ学会
みな がわ のり ひさ

会長・皆川典久さんを中心に、

地形など従来注目されてこな
かった点に着目しながら、川
越の新たな魅力創出を考えま
おぎ くぼ けい

荻窪圭さん
荻窪圭さん

の うち たか ひろ

野内隆裕さん
野内隆裕さん

す。古道研究家・荻窪圭さん、路地連新潟代表・野内隆裕さんなどまち
歩きの達人たちが登壇。川越市市制施行100周年会議主催。

皆川典久さん
皆川典久さん

祝 賀メッセージ
賀メッセージ

“川越市市制施行

100周年おめでとう
ございます。
地形的な特色を活か
し、いにしえから発
展を続けている川越
市の、今後のさらな
る飛躍を期待してお
ります。”

日時…5月21日㈯午後2時～4時50分（開場は午後1時15分）
会場…ウェスタ川越 大ホール

定員…850人（抽選。定員は変更となる場合があります）

申し込み…次の２つの方法のうち、どちらか一方で5月6日㈮（必着）ま
で（申込は1人1回まで）

●往復ハガキ（1枚のハガキで2人まで）

催し名（皆川さんシンポジウム）・住所・氏名・ふりがな・同伴者の氏名

（いる場合）・電話番号・川越のオススメの場所（任意）を、往復ハガキで
〒350－8601川越市役所政策企画課。
●電子申請（1回の申請で2人まで）

住所・氏名・ふりがな・同伴者の氏名（いる場合）・電話番号・メールア

ドレス・川越のオススメの場所（任意）を、市ホームページから電子申請。

ア シ ッ ド マ ン

おお き のぶ お

ACIDMAN・大木伸夫さんにお話を伺いました !
政策企画課 L224－5503O225－2895

100 周年
記念
作成中 ! 誌
!

100周年記念誌の作成のため、ロックバンド・ACIDMAN
の大木伸夫さん（本市出身）を取材。純真無垢だった幼少期の思
い出や、川越への想いなどをじっくりと話してもらいました。
誌面を彩る貴重な写真やエピソードは必見です !
12月発行の100周年記念誌をお楽しみに !
●記念誌取材時の様子
撮影は時の鐘付近や一番街で行われ、取
材では地元トークに花が咲きました。川越
愛が止まらない、とても気さくな大木さん
大木さんからの
大木さんからの
祝賀メッセージ
祝賀メッセージ
でした。

＊掲載している内容は、新型コロナウイルス感染症の影響等により中止や内容を変更する場合があります。
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川越市市制施行100周年記念

NHK 公開収録
新・BS 日本のうた観覧募集
政策企画課 L224－5503O225－2895
川越市市制施行100周年を記念して、NHK さいたま放送局と共催で「新・BS 日本のうた」の公開収

録を実施します。素晴らしい名曲の数々を豪華な出演者がたっぷりとお伝えします。詳しくは、NHK さ

いたま放送局のホームページを確認するか、同課または NHK さいたま放送局 L048ー833ー2041（月
～金曜日、午前10時～午後5時。祝日を除く）にお尋ねください。
日時…5月26日㈭ ＊午後5時30分～（予定）
会場…ウェスタ川越

参加費…無料（事前の申し込みが必要です）

出演 …岩出和也、大橋純子、丘みどり、小桜舞子、神野美伽、藤あや子、藤井香愛、水田竜子、彩青
ほか（五十音順）

申し込み…往復ハガキ（私製を除く）に、右下の例を参考に必要事項を明記し、4月15日㈮（必着）までに
郵送

＊応募多数の場合は抽選を行い、当選の方には２人まで入場できる入場整理券を、落選の方には落選通知を

5月9日㈪ごろに発送します。

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場
整理券で事前に座席を指定します。座席の変更は
できません。

返信

＊記入に不備があった場合は無効となります。

＊「返信用裏面」には抽選結果を印刷しますので、
白紙のまま送付してください。紙・シール等の貼
り付け、修正液の使用もご遠慮ください。

申込者の郵便番号 ①催し名
「新・BS 日本のうた」
②郵便番号
③住所
④氏名
⑤電話番号
〈申込者住所〉

＊1歳以上のお子様から入場整理券が必要です。

63円
緑

〈申込者氏名〉様

＊当選は1人1枚に限ります。

往復ハガキの記入方法

＊摩擦熱で色が消えるボールペンの使用はご遠慮
ください。

偽造や架空出品にともなうトラブルが発生してお
りますので、ご注意ください。

＊応募の際にいただいた情報は、抽選結果の連絡
のほか、NHK での受信契約者との照合、受信料

（記入しないでください）

＊インターネット売買サイト等での入場整理券の

往信

（住所不要）

買が確認された場合は入場をお断りします。

3 5 0 8 6 0 1

川越市役所政策企画課

と判断した場合は抽選対象外とします。また、売

63円
青

「新・BS 日本のうた」係

お断りします。転売を目的とした申し込みである

往信の裏面

返信の表面

＊インターネット等での入場整理券の売買は固く

のお願い、アンケートの送付に使用する場合があ
ります。
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往信の表面

返信の裏面

最優秀賞

「も～っと！川越 PR 動画大賞」作品募集
広報室 L224－5495O225－2171

賞金

10 万円

市制施行100周年という大きな節目から、市の魅力を発掘・発信するＰＲ動画を個人・団体を問
わず広く募集します。審査員は、映画監督・一ノ瀬晶さんほか。
＊動画撮影の参考資料に、川越ロケーションライブラリをぜひご活用ください。
テーマ…「100周年」「愛着」「誇り」
＊上記の3つのテーマから１つ以上を取り込み、市内の文化、歴史、地名、食、自然、建物、昔話などを自由
に表現してください。
応募できる動画…15～90秒以内の動画
募集期間…5月1日㈰～9月15日㈭
■各賞
最優秀賞は賞金10万円、優秀賞は賞金5万円、特別賞は賞金3万円をお贈りします。入選作品は、市ホー
ムページへの掲載を中心に、イベントでの上映など、市の PR に幅広く活用します。
＊100周年に向けて、11月に入選作品の発表と作品公開を予定しています。
■応募方法
YouTube 投稿、電子申請、持参（DVD 等）、LINE 投稿。応募方法等詳しくは、市ホームページをご確認
ください。
■応募にあたっての注意事項
応募した動画
について、応募者
●応募した動画の著作権は応募者に帰属しますが、川越市の広報活動のため、二次的な利用について、応募者
に
に同意を得ることとします。
●自作未発表で他のコンクール等に出品していない物に限ります。
いち

の

せ あきら

市制施行100周年記念
川越シャトル ラッピングイラストの募集

交通政策課 L224－5519O225－9800

市制施行100周年記念事業として川越シャトル１台をラッ
ピングし、ラッピング車両の運行を今後行う予定です。その
ラッピングデザインに使用するため、イラストを募集します。
テーマ…「のってみたい、みらいのバス」
対象…市内在住・在学の18歳以下
規格…八つ切り（382ｍｍ×271ｍｍ）もしくはそれに準ずる大きさの画用紙、横書き
＊画材（絵具、クレヨン、ペンなど）は問いません。
応募方法…応募作品裏面に、作品タイトル・住所・氏名・年齢・電話番号を明記し、4月1日㈮から5月13日㈮
（当日消印有効）までに郵送または直接同課（郵送の場合は〒350－8601川越市役所交通政策課）
■応募にあたっての注意事項
●応募は１人１作品まで。
●著作権は市に帰属します。
●必要事項が記入されていない場合は、無効となる場合があります。
●採用した作品に一部修正を加える場合があります。
●応募者の住所・氏名等の個人情報については、作品の選考以外の目的には一切使用しません。
●自作未発表のもの、既存のキャラクターが入っていないこと。
＊掲載している内容は、新型コロナウイルス感染症の影響等により中止や内容を変更する場合があります。
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川越市市制施行100周年記念
「小江戸川越フォトコレクション」作品募集

広報室 L224－5495O225－2171
広報室
L224 － 5495O225 － 2171

皆さんが見つけた
皆
さんが見つけた「
「川越」を写真で表現してみませんか？
川越」を写真で表現してみませんか？ 川越の魅力・歩みを収めた写真を募集します。
川越の魅力・歩みを収めた写真を募集します。
テー
 マ…①ミセタイ川越部門＝皆さんの「お気に入りの川越」を収めた写真、②あのときの川越部門＝昔懐か
マ…①ミセタイ川越部門＝皆さんの「お気に入りの川越」を収めた写真、②あのときの川越部門＝昔懐か
テ
しい川越を収めた写真
しい川越を収めた写真
募集期間…4 月 1 日㈮～11 月上旬
募集期間…4月1日㈮～11月上旬
■選考・発表
各
部門からそれぞれ100 作品（
計 200 作品）を
選び、広報川越や市ホームページ、川越市公式 IInstagram
nstagram
各部門からそれぞれ100作品
（計200作品）
を選び、広報川越や市ホームページ、川越市公式
アカウント（【
公式】川
越市＠ kawagoecity_official）
kawagoecity_official）で
紹介します。
アカウント
【公式】
川越市＠
で紹介します。
＊今後の市の P
R素
材として幅広く活用する予定です。選ばれた方には記念品を贈呈します。
＊今後の市の
PR
素材として幅広く活用する予定です。選ばれた方には記念品を贈呈します。
■次のいずれかの方法で応募してください
● Instagram で指定のハッシュタグ（①は「# ミセタイ川越コレクション」、②は「# あのときの川越コレクシ
つけて投稿
ョン」）を
ョン」
をつけて投稿
●電子申請（専用サイトにて写真データを添付）
●同
●
同室で配布する応募用紙
室で配布する応募用紙（市ホームページからもダウンロード可）に必要事項を記入の上、写真を添えて直接同室
＊応募方法等詳しくは、市ホームページまたは川越市公式 Instagram
＊応募方法等詳しくは、市ホームページまたは川越市公式
Instagram を
をご確認ください。
ご確認ください。
■応募にあたっての注意事項
川越市の広報活動のため、市が転載・複製等の二次的な利
●応募した写真
●応募した写真の著作権は応募者に帰属しますが、川越市の広報活動のため、市が転載・複製等の二次的な利
用をすることに同意するものとします。
用をすることに同意するものとします。
●写
写真は投稿者
真は投稿者（またはその家族）が撮影したオリジナルの物、他のコンクール等に出品していない物に限ります。
●

川越市市制施行100周年記念事業
川越大学間連携講座東洋大学共催事業

Shingashi めぐり
・わくわくフェスティバル2022
新河岸駅周辺地区整備事務所
L244－5588O247－6448
日時…4月29日㈷午前10時～午後3時（荒天時中
止） 会場…新河岸川旭橋特設会場ほか 経費…新
河岸川春の周遊イベントに参加の場合、普通乗船券
200円▶中学生以下＝無料、100周年記念乗船券
（記念品付き）＝500円▶中学生以下＝200円が必
要 申し込み…インターネットで事前予約または当
日午前9時から会場で時間指定券を販売（中学生以
下も、時間指定券は必要です）

「心と身体のセラピー講座
～誰もが健康な社会を目指して」
文化芸術振興課 L224－6157O224－8712
心理学などの分野で研究・実践されているさまざ
まなセラピーを紹介します。
日時…5月14日～6月18日、土曜日（全5回）、午
後2時～4時 会場…中央図書館 定員…30人（抽
選） 経費…2,500円 申し込み…催し名・住所・
氏名（ふりがな）・電話番号（ファクス番号）を、4月
22日㈮午後5時15分までに電話・ファクスで同課
（市ホームページからも可）

100周年事業の情報を発信しています !
特設サイトや SNS（Instagram、
Facebook、Twitter、YouTube) を
ぜひ、ご利用ください！

5

広報川越№ 1483・2022.4
広報川越№1483・2022.4

時をつなぐ

特設サイト

未来をつむぐまち

川越

川越市マスコットキャラクター
川
越市マスコットキャラクター
と きも
ときも

