
9 8下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）

第6回下仁田へ行ってんべー祭開催第6回下仁田へ行ってんべー祭開催第6回下仁田へ行ってんべー祭開催

第６回「下仁田へ行ってんべー祭」写真コンテスト第６回「下仁田へ行ってんべー祭」写真コンテスト第６回「下仁田へ行ってんべー祭」写真コンテスト

さいさいさい

　このイベントは、町外からの誘客を促進し、街中を回遊していただくことで、レトロ・モダンな街並みの魅力を発信することを
目的として行われます。
　なお、『産業祭・商工会青年部フェスティバル』が同時開催されますので、ぜひお越し下さい。
●開催日時　平成２７年１１月３日（火：文化の日）午前１０時～午後４時（小雨決行）
●開催場所　下仁田町中央通り
●イベント内容（内容は変更になる場合があります。）
　■手しごと市場　西上州唯一の手作り品市。手作り品の「技」の披露、力試しの場です。
　■グルメコーナー　ねぎピザ、きのこ汁販売
●主　　催　下仁田まちづくり委員会

■出店者募集
イベントでは、心を込めて作った手作り品の展示販売出店者を募集します。
●会　　　場　　下仁田町中央通り
●募集区画数　　４０区画（１個人につき１区画）
●区　　　画　　中央通り空き店舗前軒下（およそ2ｍ幅）
●出　店　品　　手作り品に限る（仕入品不可・体験参加型大歓迎）
●出　店　料　　１区画　５００円（イベント当日徴収）
●募 集 期 限 　　平成２7年9月20日（日）まで
●申 込 資 格 　　町内・町外、プロ・アマは不問
●申 込 方 法 　　ハガキ、ＦＡＸ、メールにて下記内容を記入の上、お申込み下さい。
　　　　　　　　・氏名・携帯やメールなどの連絡先・出店品内容・電源必要の有無（様式は任意でけっこうです）
●注意事項等 　  ・区画箇所は主催者にて決定します。
　　　　　　　　・雨対策、机等は出店者の責任で準備願います。（テント張り可）
　　　　　　　　・指定荷卸しスペースで荷卸し後、速やかに車両を指定駐車場（場所調整中）に移動願います。
　　　　　　　　・荷卸し場所から区画までの搬送用に、なるべく台車持参下さい。
●出店に関する問い合わせ、申込先　
　　　　　　　　〒370－2604　群馬県甘楽郡下仁田町吉崎161－7
　　　　　　　　下仁田まちづくり委員会　藤井　妙子　TEL/FAX  0274－82－6286
　　　　　　　　Ｅ-ｍａｉｌ　　 kuuomuhotaru@hotmail.co.jp

主　　催　下仁田まちづくり委員会【１１月３日(火)実施の産業祭・商工会青年部フェスティバルと同時開催】
●応募上の注意
テ ー マ「私の撮った下仁田町」
題　　材　下仁田町に今でも残るレトロな風景、珍風景や物など何気ない写真で結構です。
　　　　（昔の写真ではなく、現存の風景等です。携帯、スマホ等で気軽に撮って応募下さい。）
応募規格　データでの提出に限ります。（メールでの送信の場合、容量は5ＭＢまでとして下さい。）
締　　切　１０月１８日（日）必着
応 募 先  下仁田町役場地域創生課下記メールアドレスもしくは下仁田まちづくり委員会フェイスブックに投稿して下さい。
　　　　　■メール利用の場合　　kikaku@town.shimonita.lg.jp
　　　　　件名：「下仁田へ行ってんべー祭写真応募」でお願いします。
　　　　　題目、氏名、住所、連絡先、撮影地（具体的に）氏名表示の可否を記入のこと。
　　　　　■フェイスブック利用の場合
　　　　　「下仁田まちづくり委員会」で検索してフェイスブックに投稿して下さい。

そ の 他　賞品あり。
　　　　　・１１月３日（火）のイベント当日に会場に展示し,投票によるコンテストを行う予定。
　　　　　（Ａ４程度にプリントアウトして掲示予定。会場の都合、写真内容等によりすべての展示はできません。
　　　　　　展示の際の氏名表示の可否はその旨記入下さい。）
　　　　　・一人あたり何作品でも応募可。
　　　　　・被写体の肖像権侵害等の紛争が発生しても主催者は、責任は負いかねます。
　　　　　　応募に際しては必ず被写体本人の承諾及び使用許可を得て下さい。
　　　　　・個人情報は賞品の発送以外の目的には使用しません。
　　　　　・作品の使用権は主催者に帰属し、宣伝広告媒体に無償で使用する場合があります。
　　　　　・新聞雑誌等に掲載された作品、他のコンテスト等に入賞・入選した作品は応募できません。
　　　　　　ただし、展示会に出品した程度のものは差支えありません。

物語山
（１０１９m）
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参加資格

行程（予定）

申込方法

～財宝埋蔵伝説の山に登ろう～
11月15日（日）実施！！11月15日（日）実施！！11月15日（日）実施！！

第7回
下仁田のぐんま百名山ハイキング
第7回
下仁田のぐんま百名山ハイキング
第7回
下仁田のぐんま百名山ハイキング

西上州登山の達人
打田鍈一氏と登る！参加者

募集
参加者
募集

北面からの眺望抜群
平成２７年１１月１５日(日)
午前8時30分～9時00分　下仁田町役場　受付
アクセス(お車　上信越自動車道下仁田ＩＣより約10分)
　　　  (電車　上信電鉄下仁田駅より徒歩約7分)　　
午後4時30分　下仁田町役場
大人　1,300円(小学生以下500円)、昼食(おにぎり)、入浴料、保険料込み
健康に日常生活を送り、5時間程度の山歩きが可能な方。但し危険防止のため、先着50名限定。
役場(9時：00分～開会式)→登山口→鞍部→物語山山頂→登山口→荒船の湯(入浴)→下仁田町
役場(解散)
※天候等、リーダーの判断によりコースが変更になる場合があります。
(その際、返金はございません)
電話またはＦＡＸ、Ｅメール、郵便はがきで下記の内容をお知らせ下さい。
①氏名 ②郵便番号　③住所　④電話番号　⑤携帯電話番号
⑥性別 ⑦参加人数　⑧宿泊希望の有無
電話受付時間　月曜日～日曜日　9：00～16：00
下仁田町観光協会百名山ハイキング係
(〒370-2603　群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山3766-11)
☎0274-67-7500　Fax0274-67-7501
Ｅメールshimonitakankou@gmail.com
※定員に達し次第締切といたします(先着順)。定員に達しない場合は、１０月３１日(土)16：00を締
　切といたします。
　お申込みの方には、必ずご連絡差し上げます。お手数ですが、連絡がない場合には再度お問い合
わせいただきますようお願い申し上げます。

作品
募集
作品
募集
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　今年も子どもから大人まで楽しめる音楽フェスを開催します。
　今年は、42組のパフォーマーによる演奏をはじめ、フェス飯・フード出店47店舗、雑貨・クラフト出店54店舗、耳つ
ぼやマッサージなどリラクゼーション10店舗、ワークショップ・キッズアトラクション20店舗が出店予定です。
　皆様の、ご来場を心よりお待ちしております。
日時　９月１２日（土）１０時～１７時
会場　ほたる山公園および下仁田駅周辺、赤レンガ倉庫前、こんにゃく広場
※ほたる山公園に駐車はできません。こんにゃく広場からほたる山公園行き
の無料シャトルバスが運行します。
 ＜詳細＞
①下仁田建築業組合【木工教室】 親子で参加できる木工教室が無料で体験
　できます。
②群馬サファリパーク【どうぶつふれあい広場】 ウサギやアヒルなど小動物と
　触れあえる広場。
③クラフト作家さん 人気作家さんの雑貨、アクセサリーをはじめフリーマー
　ケットなど５４店舗がほたる山エリア、こんにゃく広場、赤レンガ倉庫エリア
　に出店します。

＜コラム＞ バイブレーションテーブル現実化委員会より
　このイベントが今年で６回目を迎えられるのは地域住民はじめ協力してくれる沢山の方々のおかげです。
　2010年、「下仁田で野外フェスをやりたい」とダメ元で地元住民の皆様にスポンサーをお願いした 時、思いのほ
か「町に若い子を呼んでおくれ」と協力的なのに驚いたと同時にその期待に応えられるよう、試行錯誤を繰り返し現
在に至ります。
　沢山の方々に下仁田町に来てもらえるよう、喜んでもらえるように町の職員も一緒になって頑張ってくれて、それ
らが相乗効果となり広範囲で認知されるイベントに成長できました。
　しかし、協力してくれていても都合上なかなか会場に足を運べない方も沢山いらっしゃいます。 
　今年はこんにゃく広場と赤レンガ倉庫でも50組以上の出店を企画しています。
　こんにゃく広場では山本一太さんのバンドも演奏予定（13:30～）です。
　お仕事などで一日参加できない方も、今年はぜひ町中の会場の方へお出かけください。

ボランティアスタッフ募集中!!
イベントに興味のある方、連絡ください。
　詳しくは「バイブレーションテーブル」で検索してください。
問合せ先　Vibrationtable現実化委員会
☎090-4173-3867

家族連れで一日楽しめる入場無料の大型野外イベント家族連れで一日楽しめる入場無料の大型野外イベント

が今年も開催されますが今年も開催されます
【バイブレーションテーブル】【バイブレーションテーブル】

下仁田町自然史館
下仁田町大字青倉１５８-1
☎７０-３０７０ FAX６７-５３１５
http：//www.shimonita-geopark.jp/

ジオパークで
地域に活力を！！

行事予定

行事報告

ネギとコンニャク・ジオパーク

※下仁田町自然史館では、午前9時～午後4時まで展示室を開放しています、ぜひお出かけください。※9月の休館日は6日・20日です

問合せ先　産業観光課 観光振興係（下仁田町自然史館）　☎７０-３０７０

　7月22日（水）町内の子供たちと日本ジオパーク下仁田応援団
で荒船風穴周辺の樹木の名札付けを行いました。
　子供たちや応援団員の活躍で、たくさんの木に名札が付けられ
ました。また活動の中で応援団の里見哲夫団長による植物の説明
も行われ、参加者全員、真剣に耳を傾けていました。
　当日作業に当たった地域の子供たちや日本ジオパーク下仁田
応援団、材料を提供していただいた下仁田町森林組合や大宮製材
所など多くの方のご協力のおかげで、名札付けが行うことができ
ました。ご協力ありがとうございました。

■荒船風穴周辺の樹木の名札付けを行いました

　毎年恒例の夏の子供ジオパーク体験教室が開催され、町内外から子どもたちが集まり、ボランティアの大学生引率
のもと、自然探検を楽しみました。
　２日間の探検教室では、南牧川の生き物観察やサンスポーツランドから阿唱念の滝までの登山などを行いました。
特に今年は自然史館でカブトムシを生育しており、そのカブトムシの観察時には参加した子どもたちも大喜びしていま
した。

■夏の子供ジオパーク探検教室

みなさん「ジオアート」をご存知ですか？
ジオアートとは空から見た下仁田の大地の素晴らしさがポスターになったものです。
空から地形を見下ろすことによって、地上では近すぎて一部しか見えていなかった地形の全貌がわかります。
役場、下仁田町自然史館にジオアートのタペストリーが展示してあり、開館中はいつでも見ることができます。販売も
していますので、お気軽にお問い合わせください。

空から大地を見てみよう

　下仁田自然学校主催の野外観察会「クリッペをしっかり見る」が下記日程で開催されます。
ふるってご参加ください。

【日　時】　9月１３日（日）9：00～12：00
　下仁田町の南にそびえる跡倉クリッペの山々は、見学者の興味を引くさまざまな現象を見せてくれています。今回
は蒔田地区内の沢にそって歩き、クリッペの東の端を調べます。クリッペのすべり面や、断層による小さな滝などみど
ころいっぱいのコースです。

【日　時】　10月３日（土）9：00～12：00
クリッペの西の端を見ます。南牧川に添った地域・宮室～中ノ萱を歩き、中の萱礫岩を中心に観察します。

【集合場所】下仁田町自然史館
動きやすい服装でお越しください
主催　下仁田自然学校　共催　下仁田町


