ぐんま広報

イ ベ ント 情 報
名称

いせさきまつり

磯部温泉まつり

おうら祭り

日程・時間

令和元年 8 月 4 日発行（8）

※県内各地で開催される祭りを紹介します。詳しくはお問い合わせください
※内容が変更になることがありますので、お出掛けの際はご確認ください

会場

内容

費用

伊勢崎市を代表する伝統あ
８月10日
（土）
、11日
（日） 本町通り
る祭りです。山車とみこし
午後１時～９時30分
（伊勢崎市本町）他 の競演や郷土芸能などが行
われます

問い合わせ先
◆７月号の特集「災害から命を守

無料

伊勢崎市文化観光課
☎0270-27-2759
Ｆ0270-21-3352

磯部温泉の夏の風物詩です。
無料
安中市観光機構（磯部
花火大会や子どもみこし、寄 ※ 一 部、費 用
オフィス）
席、鮎のつかみ取り、灯籠流 のかかるもの
☎・Ｆ027-385-6555
もあります
しなどが楽しめます

８月14日
（水）
～16日
（金）
磯部温泉
※各イベントの開始時刻
（安中市磯部）
はお問い合わせください

シンボルタワー
８月18日
（日）
"未来MiRAi"周辺
午前10時～午後８時45分
（邑楽町中野）

み こ し や 山 車、舞 台 発 表 の
他、当日参加ができる民謡流
しもあります。恒例の打ち
上げ花火が最後を飾ります

無料

邑楽町商工振興課
☎0276-88-5511
Ｆ0276-88-3247

るために」を読んで、市が作った
ハザードマップを確認しました。
自宅のある場所は避難の必要性
がないと思っていたら、山地災害
危険地区に含まれていることが分
かり、意外でした。
大雨が降ると土砂災害が発生す
る可能性があるので、警戒レベル
４が発令されたら避難したいと思
います。



（安中市

69歳）

◆「自分が住んでいる所は災害が
ないので大丈夫」と思い込むこと

「ぐんま広報」読者アンケート
「ぐんま広報」
のアンケートにご協力ください。
回答者の中から抽選で
「ぐんまちゃんグッズセット」
や
「ぐんま一番オリジナルグッズ」
「
、県有施設のご招待券
（２枚組み）
」
などを各５人に差し上げます。

❶ 紙面構成・内容は分かりやすいですか？
おおむね
3. 少し分かりにくい
4. 分かりにくい
1. 分かりやすい 2.
分かりやすい
（具体的に：
） （具体的に：

）

❷ 紙面レイアウト、
デザイン、
配色、
文字の大きさなどは読みやすいですか？
2. おおむね
読みやすい

1. 読みやすい

3. 少し読みにくい
（具体的に：

4. 読みにくい
） （具体的に：

）

❸ 普段「ぐんま広報」をどこで手に入れていますか？
1. 新聞折り込み
4. 銀行、
農協

2. 県庁県民センター、
県行政県税事務所

3. 市役所・町村役場

5. スーパーマーケット、
コンビニエンスストア

7. 県ホームページ版で見ている

8. 電子書籍版で見ている

6. 郵便局
9. その他
（

）

❹「ぐんま広報」
の中で、
よく読むコーナーはどこですか？（３つまで選んでください）
1.
3.
4.
6.

特集
（１～３ページ） 2. インフォメーション
（４～６ページ）
ぐんまちゃんの群馬の魅力再発見！
（前回掲載は６月号）
県民リポーターだより
（前回掲載は７月号） 5. 美術館・博物館の催し
（７ページ）
イベント情報
（８ページ） 7. おたよりコーナー 8. 編集室だより

❺ 電子書籍版
「ぐんま広報」
を、
パソコンやスマートフォン、
タブレットで読める
ことをご存じですか？また実際に読んだことがありますか？（複数選択可）
1. パソコンで読んだことがある

2. スマートフォン、
タブレットで読んだことがある

3. 知っていたが、
読んだことはない

4. 初めて知った

❻ その他、ご意見・ご感想、取り上げてほしいテーマなどをご記入ください

応募方法 はがき、
ファクス、
Ｅメールまた
は
「ぐんま電子申請受付システム」
。
①～⑥アンケートの各項目の回答 ⑦郵便
番号 ⑧住所 ⑨氏名
（ふりがな）⑩年齢 ⑪希
望の賞品名を書いてください
（Ｅメールは
件名に
「ぐんま広報８月号読者アンケート」
と記入してください）
応募先
・はがき 〒371-8570 広報課読者アン
ケート係
・ファクス 027-243-3600
・Ｅメール dokusya@pref.gunma.lg.jp
・電子申請 https://www.
shinsei.elg-front.jp/gun
ma/uketsuke/form.do?ac
s=R1dokusya8
（スマートフォン用ホームページのＵＲＬ
は上図から読み取れます）
応募期限 ８月14日
（水）
消印有効
※ファクス、
Ｅメール、電子申請は14日送
信分まで
賞品 次の中から希望のものを一つ明記し
てください
ぐんまちゃんグッズセット、
「ぐんま一番」
番組オリジナルグッズセット
（保冷バッグ・
扇子）
、近代美術館、館林美術館、歴史博物
館、
自然史博物館、
土屋文明記念文学館、
日
本絹の里、
カネコ種苗ぐんまフラワーパー
ク、
ぐんま天文台、
ぐんま昆虫の森、
ザスパ
ク サ ツ 群 馬（9月28日 ア ス ル ク ラ ロ 沼 津
戦）
、
群馬交響楽団定期演奏会
（10月26日）
※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

は危険なのだと、あらためて感じ
ました。
災害情報をすぐに入手できるよ
う、紹介されていた防災ポータル
サイトをブックマークに登録しま
した。



（前橋市

50歳）

※掲載された人には、
ぐんまちゃん
のぬいぐるみをプレゼントします

私がスポーツを始めたきっ
かけは、小学３年生の時に県
立敷島公園野球場でプロ野球
の試合を見たことでした。当
時オリックス・ブルーウェー
ブに所属していたイチロー選
手のプレーに目を奪われ、野
球を始めたことを思い出し懐
かしくなりました。
「わくわく運動プロジェク
ト」
や
「ぐんまスーパーキッズ
プロジェクト」は、子どもが
夢中になれるものを見つける
一つのきっかけになると思い
ます。子どもたちには、いろ
いろな挑戦をして、可能性を
広げてもらいたいです。

（田子）

７月号のクロスワードパズルの答えは
「アマノガワ
（天の川）
」
でした。
応募総数は825通でした。
たくさんのご応募・ご意見をありがとうございました。
広告の内容に関する一切の責任は、広告主に帰属するものです。この広告内容を県が推奨・保証等するものではありません

当

