
言語を選択 Ԃ

�����年�月�日 � ������� ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

宮代町役場産業観光

課商工観光担当

電話 � �������������

（代表）内線���、���

ファックス � ���������

����

トップ 行政情報 商工業 観光ガイド

宮代������い～ね�！第��号

ローカルな祭りも！ゆったりした自然も！～みやしろで遊ぼっ～

� �面　　　夏の東武動物公園＆秋の新しい村

� �、�面　みやしろまるごと観光カレンダー

� �面　　　新しい村で農にふれるスローライフを楽しもう

宮代 �� �������年�月号

宮代い～ね��� ���

���ファイルの閲覧には ������������� �が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、

�����社のサイトから ������������� �をダウンロード（無償）してください。
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����������� チャンネル登録 ���

ホーム 動画 再⽣リスト チャンネル フリートーク 概要

������回視聴 ��年前

埼⽟県宮代町 宮代町ＰＲビデオ〜⼈と⾃然がや
さしく輝くまち〜 �

もっと読む

町制��周年を迎えた宮代町では、宮代町制施⾏��周年
記念ソング「雲の果てに」を挿⼊曲に使⽤し、町の公
式プロモーションビデオを作成しました。「⼈と⾃然
がやさしく輝くまち」をタイトルに、キラキラと輝く
⼦どもたちの笑顔や、この町に⽣きる⼈たちのイキイ
キとした表情など、⼈々の元気と息吹があふれる町の
魅⼒を紹介するビデオです。

特派員動画（新着順）
特派員はボランティアで活動してくださっている町⺠の⽅々です。
町⺠目線で撮影した作品をどうぞお楽しみください。 �

���������������

���回視聴 � ��か⽉前

アロマ⾹る⾃然の恵みの化粧品講
座「ローズの化粧⽔＆ビタミン��

根岸重之
����回視聴 � ��か⽉前

宮代町⼸道連盟稽古始め
（��������埼⽟県宮代町ぐるる宮�

�������������������

����回視聴 � ��か⽉前

第��回甲⾺サロン「ゴスペルの
楽しみ」（��������� 宮代町進�

根岸重之
���回視聴 � ��か⽉前

理系シニアになろう︕はじめての
プログラミング講座（������� �

⽇本⼯業⼤学・通信員

朋⼦辺渡
���回視聴 � ��か⽉前

【みやしろおひな祭り����】⻄
⼝商店会紹介 �

朋⼦辺渡
���回視聴 � ��か⽉前

【みやしろおひな祭り����】⼤
学通り商店会紹介 �

朋⼦辺渡
���回視聴 � ��か⽉前

【みやしろおひな祭り����】東
⼝商店会紹介【宮代おひな祭り�

朋⼦辺渡
���回視聴 � ��か⽉前

【みやしろおひな祭り����】実
⾏委員会紹介【宮代おひな祭り�

宮代に⼈あり
「宮代に⼈あり」は、様々な分野で活躍する町内の⽅々を紹介していきます。

��������������

����回視聴 � ��年前

埼⽟県宮代町「宮代に⼈あり」
第�回ミュージシャン⼾⽥泰宏さ�

��������������

����回視聴 � ��年前

埼⽟県宮代町「宮代に⼈あり」第
�回カンツォーネ歌⼿ 宮代隼⼈�

宮代町紹介

ログイン�� 検索

����������������

ログインして、チャンネルやお
すすめをご覧ください。

ログインする

ホーム

急上昇

履歴

����������������を�

⾳楽

スポーツ

ゲーム

映画

テレビ番組

ニュース

ライブ

スポットライト

�����動画

チャンネル⼀覧
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遊び 暮らし お店 ⾃然 施設 イベント 初めてツアー

みやしろで暮らそっ > ⼈との出会いが楽しい街 

⼈との出会いが楽しい街

暮らし・楽し・みやしろ⼈ーみやしろマルシェ実⾏委員 佐々⽊敦⼦さん

2019.03.25

佐々⽊敦⼦・みやしろマルシェ実⾏委員

佐々⽊識恭・公務員

2013年移住 埼⽟県出⾝
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言語を選択 Ԃ

�����年�月��日� ������� ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

トップ 暮らしの情報 ふるさと納税 ふるさと納税のご案内

ふるさと納税のご案内

宮代町のまちづくりを応援してください

宮代のまちづくりをみんなで応援する寄付制度

法改正により地方自治体へ寄附をした場合、税額が控除される仕組み �いわゆるふるさと納税 �が制度化されたこともあり、宮代町では

「宮代のまちづくりをみんなで応援する寄付制度」をスタートさせました。

この制度では、寄付したお金をどのような事業に役立てたいかを選択し、事業の充実を図ることができます。宮代のまちづくりに共感

し、趣旨に賛同する皆さんからの寄付をぜひともお願い申し上げます。

�宮代町は、ふるさと納税の対象団体として総務大臣から指定を受けているため、本町に寄付した場合は、税制上の特例控除を受け

ることができます。

特産品について

� 特産品は一定の寄付額をいただいた方にお贈りいたします。（特産品により寄付額が異なります）

� �回のお申込みで��個の特産品を希望することができます。��個を超える特産品をご希望の方は、お手数ですが、複数回に分け

てのお申込みをお願いします。また、複数箇所に郵送の場合も、お手数ですが、郵送先ごとにお申込みをお願いします。

� 季節によってご希望いただける特産品が異なりますので、下記の特産品一覧よりご確認ください。

特別コラボワインも！

別ウィンドウで開く

寄付関係書類

添付ファイル

寄付申込書 � �ファイル名：����������������� �サイズ：���������

ワンストップ特例申請書 � �ファイル名：�������������� �サイズ：�������

ワンストップ特例変更申請書 � �ファイル名：���������� �サイズ：���������

ワンストップ特例を申請した方で、寄附を行った翌年�月�日の居住する住所が変わった場合は、変更申請書を提出する必要があり

ます。

���ファイルの閲覧には ������������� �が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、

�����社のサイトから ������������� �をダウンロード（無償）してください。

書類郵送先
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言語を選択 Ԃ

�����年�月�日 � �������� ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

トップ 行政情報 農業 農業の�次産業化

宮代の郷土料理と紫野菜のレシピ集　「宮代ふるさとレシピ��品」を刊行

宮代産のおいしい野菜をさらにおいしく

宮代産の旬の野菜をたくさん使った郷土料理は、先人が風土に合わせて工夫を重ねて伝えてきた貴重な文化遺産です。宮代町では、

その貴重な料理を記録に残し、若い世代に伝えるために、町内農家を訪ね、お話を伺ってきました。

このたび、その中から特に若い世代の方々に作っていただきたい郷土料理や、町のイメージカラー「紫」にちなんだ紫色の野菜を使っ

た料理��品のレシピ等を掲載した小冊子「宮代ふるさとレシピ��品」を作成しました。

野菜に付加価値をつける取組み

宮代町産業観光課では宮代産農産物を加工し、付加価値をつけて販売することで生産者の経営の安定、収益の向上を図る「農業の

�次産業化（�次化）」に取り組んでいます。

その事業の一つの柱として、平成��年度から宮代町のイメージカラー「紫」に着目し、紫いもなどの紫色の野菜を素材にした加工品の

商品開発などを支援してきました。

さらに平成��年度からは、核家族化や食生活の変化の中で、次第に親から子に伝承されなくなっている「郷土料理」に注目し、農家

の方に教えていただく「郷土の味掘り起こし調査」を、町内在住の料理研究家、小松美貴子さんに委託し、実施してきました。

　教えていただいた郷土料理の中から、若い世代の方々にも受け入れられるよう、現代風にアレンジを加えた小松さんのレシピで、宮

代町郷土資料館の移築民家「旧加藤家」で、「伝統食発表会」を実施したり、「みやしろの郷土料理教室」を開催し、郷土料理、そして

宮代産野菜のおいしさを知っていただく事業を行いました。

そして、今回、小学生も「この料理、作ってみたいな」と興味をもっていただけるよう、作り方をイラストを交えて紹介した「郷土料理と紫

野菜のレシピ集　宮代ふるさとレシピ��品」を刊行しました。

宮代野菜のおいしさ満載

この小冊子は��判　��ページです。

内容（�）宮代ふるさとレシピ��品

　　【郷土料理から】絹さやの卵とじ・いんげんのごま味噌和え・冷汁・きゅうりのつくだ煮・黒豆呉汁・ねぎのぬた・柚子のさとう漬け　　　

　　【紫野菜から】紫たまねぎのカナッペ・紫じゃがいもの冷製ポタージュ・紫いものココナッツ汁粉

���農家のみなさんに教えていただいた郷土料理

��名の農家の皆さんに教えていただいた郷土料理の一部を季節ごとに掲載しました。

���宮代産むらさき農産物を使ったお菓子

　　　宮代産の紫いもや巨峰、いちじくなどを使った町内の農家さん、和菓子屋さん、洋菓子屋さんのお菓子を紹介しています。

���楽しさいっぱい　新しい村

　　　「新しい村」にある農産物直売所やカフェなどの施設等の紹介しています。

この小冊子は、町内の小・中学校、幼稚園、保育園の皆さんに配布するほか、農産物直売所「新しい村森の市場結」、宮代町役場�階

子育てひろば、�階産業観光課窓口などで配布しています。　

�����������宮代の郷土料理と紫野菜のレシピ集 「宮代ふるさとレシピ��品」を刊行 ��埼玉県宮���

���������������������������������������������������������
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お問い合わせ

宮代町役場産業観光

課農業振興担当

電話 � �������������

（代表）内線���、���

ファックス � ���������

����

産業観光課農業振興担

当

お知らせ

話題

補助金

農業振興

農業入門講座

宮代町農業担い手

塾塾生募集

農業の�次産業化

宮代町食と農の研

究会

入札・契約

申請・届出

統計情報

宮代ふるさとレシピ

��品　表紙

宮代ふるさとレシピ��品　���版

宮代ふるさとレシピ��品 � �ファイル名：����������� ��� ���� �サイズ：�������

���ファイルの閲覧には ������������� �が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、

�����社のサイトから ������������� �をダウンロード（無償）してください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか？

役に立った どちらともいえない 役に立たなかった

このページは見つけやすかったですか？

�����������宮代の郷土料理と紫野菜のレシピ集 「宮代ふるさとレシピ��品」を刊行 ��埼玉県宮���

���������������������������������������������������������
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言語を選択 Ԃ

�����年�月�日 � ������� ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

トップ 暮らしの情報 子育て・教育 健全育成

平成��年度　新みやしろ郷土かるた大会

�月�日、進修館で平成��年度新みやしろ郷土かるた大会が開催され、前年度を超える過去最多の��チーム（�人�組）���名の小学

生が参加しました。

今回の大会は、平成��年�月に完成した「新みやしろ郷土かるた」を使った�回目の大会となります。参加した選手の皆さんは、保護者

や仲間たちの熱い応援を受け、日頃の練習の成果を存分に発揮し、それぞれに奮闘しました。

大会の運営には、宮代町子ども会育成連絡協議会のジュニアリーダー（中学生ボランティア）、宮代町青少年相談員、杉戸町ジュニア

リーダー、共栄大学教育学部の学生、宮代町新採用職員など、多くのボランティアが読み手や審判などの協力をしてくれました。

平成��年度　新みやしろ郷土かるた大会　入賞者の皆さん

低学年の部
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お問い合わせ

宮代町役場教育推進

課生涯学習・スポーツ

振興担当（生涯学習分

野）

電話 � �������������

（代表）内線���、���、

���

ファックス � ���������

����

優勝：カメハメハ（百間小）／渡邉賢誠さん、大塚瑛斗さん、小林優友さん

準優勝：かめさん（百間小・笠原小）／小倉葵さん、新井佐公良さん、清水優太朗さん

第�位：スリーロケット（百間小）／渡邉美葉さん、横田里愛さん、加納咲空さん

第�位：もんまキング（百間小）／福迫春希さん、富永快星さん、佐藤汰臥さん

中学年の部

優勝：ペロペロキャンディーズ（笠原小）／松沢恵磨さん、五道花さん、榊原美和さん

準優勝：ゴッドハンド（百間小）／中阪創太さん、天田悠太さん、新井壱星さん

第�位：よぞらながれぼし（百間小）／小島彩希さん、斎藤茜音さん、吉田愛花さん

第�位：クローバーガールズ（笠原小）／竹内菫さん、谷口桜楽さん、品川雅さん

高学年の部

優勝：ベリーズレディーズ（東小）／長岡結芽さん、森朱楓さん、重田真佳さん

準優勝：もんま号ヴィクトリーズ（東小）／井ノ口明日香さん、島村泰朱さん、島村美咲さん

第�位：パワフルスター（須賀小）／門井璃子さん、岩瀬壮大郎さん、山下心結さん

第�位：スカイブルー（百間小）／丸屋藍さん、金窪理紗さん、岡野葡華さん
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言語を選択 Ԃ

�����年�月��日� ������� ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

トップ 行政情報 宮代町の紹介 まちの話題 ����年（平成��年）

子育てひろば 　こどもまつりが開催されました

子育てひろば 　こどもまつりが開催されました

�月�日、子育てひろばとスキップ広場にて「こどもまつり」が開催されました。

人気のミニ��には長蛇の列で、大好きな��に乗車できで、うれしそうな子どもたちがたくさんでした。

また、親子でプラ板工作や動くおもちゃづくりやファンルームなど、それぞれ素敵な作品が出来上がりました。

そして、子育てひろばの入り口付近では、段ボールを使用して自由に作品を作りました、ダイナミックな段ボール作品が完成しました。

「かっこいいミニ��に乗れてうれしかったです。そして、キーホルダーや動くおもちゃも作って楽しい�日になりました。」と、参加した親

子が、うれしそうに話してくれました。

子育てひろばやスキップ広場は、親子連れで大賑わいな�日となりました。

ミニ��コーナー
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工作コーナー

出来上がった作品

段ボールで遊ぼう

宮代町内子育て支援センターイベントのお知らせです。

平成��年�月�日（土）

��時開場（��時��分開演）

進修館　大ホール

福田翔さんによる楽しいコンサートです。みんなで、楽しい時間をすごしましょう。かわいいおみやげがもらえるよ。

詳しくは

宮代町子育て応援ウェブサイト「みやしろで育てよっ」の注目のイベント（別ウインドウで開く）をご覧ください。
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⾝近な材料で簡単に出来るおもちゃを作って⼦どもと遊んでみましょう。

家の中には、おもちゃの材料が意外とたくさんあります。

「喜んでくれるかな？」とワクワクしながら作る楽しみも味わえますよ。

（*年齢別のご紹介は目安です）

HOME
こんな時どうする？
制度
施設
⼦育てマップ
特集
コラム
メニュー閉じる
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男女共同参画セミナー
×

ＰＴＡ連協議会講演会

Ｗｅ are シンセキ
in Miyashiro

★と き 平成３１年１月１４日（月・祝）

１４時～１６時

★ところ コミュニティセンター進修館
大ホール

＊一時保育あり（１歳以上未就学児。おやつ代等200円要）
申込は総務課人権推進室℡0480-34-1111(210)まで

★山本シュウさん★

1964年生まれ。大阪府門真市出身。筋金入りのフリースタイルな生き方は、子どもの頃から近所のオッチャン、オ
バチャン、ヤッチャンのお節介で育てられたおかげ。もちろん、オヤジ、お袋には、人とのつながりの大切さ、「生き
ているだけで笑っているだけで幸せや!」っていうことを教わった。ＴＢＳラジオ、ＮＨＫ教育テレビ「みんなのための
バリアフリー・バラエティ‘’‘バリバラ’‘‘’」の司会など、各局の番組で活躍。独自のトークライブも定期的に行い、
笑いと感動を与え続けるとともに、自らの子どもが通う小学校で大きなレモンの被り物をし、レモンさんというキャラ
クターでＰＴＡ会長を５年間務め、その後もＰＴＡ顧問を続けている。口コミ・紹介のみの講演数は484回。最近では
幸手市において講演。

ラジオＤＪ・レモンさん

さん

～地域の子どもたちにできること～

レモンさんって誰？と思う人、必見です。
レモンさんは『子どもを教育する、子どもを守るのは全国民の責任。それは他人の子も。
全世界の子どもを守るのが大人の責任』と言います。 (著書:レモンさんのPTA爆談より)

「男は働く。女は家庭を守る」ではなく、子どもたちの未来に向けて、私たち大人が今、
何ができるのか考えてみませんか?

男女共同参画社会とは、互いに人権を尊重しつつ責任も分
かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に
発揮することができる社会のことです。

今、少子高齢化の進展、産業構造の変化、家族形態の多様化など、急速に進む時代
の変化に対応するためには、「男は仕事、女は家庭」という性別による固定的な役
割分担意識を見直し、あらゆる分野にだれもが参画できる社会の実現が求められて
います。

〔埼玉県発行〕みんなですすめよう男女共同参画パンフレット参照
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