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　　　～ 利根川未来パークの魅力満載 ～

加須未来館では、単眼式超高解像度8K対応型デジタルプラネタリウムを導入しました。最新
の技術による迫力のある映像と臨場感あふれる音響で、今まで体感したことのないようなドーム
全天周に広がる美しい星空と、リアルで迫力のある宇宙や科学の番組をお楽しみください！

加

1番まぶしいあの星の名前は 僕しか知らない・・・

加須未来館でプラネタリウムを見よう！

【アクセス・お問合せ】
MAP⑪

加須未来館
加須市外野350番地1
TEL:0480-69-2160

平日 14:00～ 平日 14:00～ 平日 14:00～
土日祝 13:30～ 土日祝 13:30～ 土日祝 13:30～

平日 11:00～
土日祝 15:00～ 土日祝 15:00～ 土日祝 15:00～

アースシンフォニー 土日祝 11:00～ 土日祝 11:00～ 土日祝 11:00～

冬休み
12/25(水)～1/6(月) 1/8(水)～3/13(金)

－ －

宇宙ペンギン 奇跡の地球へ

平原綾香 いのちの星の詩

12/1(日)～12/23(月)

100円で
見られるゾ！



令和元年5月に「加須市大越昆虫館」（大越2688 裏面MAP🐞🐞）がオープンしました！埼玉県
の蝶「ミドリシジミ」など世界中の昆虫約10万点の標本と写真が展示されています。
土曜・日曜・祝日のみ10時から16時まで開館し、入場は無料です。
下記のとおりイベントも実施しておりますので、ご来場ください！

🐝🐝 1/12（日）10:30～13:00 「冬の昆虫、植物観察会、新春の集い」
🐛🐛 2/23（日）10:30～12:00 「冬の昆虫採集と標本作成」
🐜🐜 3/28（土）10:30～12:00 「早春の昆虫、植物観察会」

利根川未来パークの新たな見どころ！

加須市大越昆虫館

加須未来館で！

始めようか、天体観測 🌠🌠

【お問合せ】

埼玉昆虫談話会

埼玉県の蝶“ミドリシジミ”も
展示しているゾ！

【アクセス・お問合せ】 MAP⑪
加須未来館
加須市外野350番地1 TEL:0480-69-2160

加須未来館ではプラネタリウムだけでなく、クーデ式口径２０センチの
屈折望遠鏡を使用した天体観測も体験いただけます！
天文活動支援協力者がサポートしますので、お気軽にお申し込みく

ださい。なお、お申し込み方法はホームページをご覧いただくか、加須未
来館へお問い合わせください。
また、野外での観測となりますので、温かい服装でお越しください！

開催日 時間 内容 対象
12/14(土) 19:00～21:00 飛ぶか？ふたご座流星群 申込者全員 12/7(土) まで
12/21(土) 19:00～21:00 星雲・星団を撮ろう 10名程度 12/14(土) まで
12/26(木) 14:00～17:00 部分日食を見よう 申込者全員 12/19(木) まで
1/11(土) 19:00～21:00 満月を撮ろう 10名程度 1/4(土) まで
2/1(土) 19:00～21:00 夜空にダイヤモンドを探そう 20名程度 1/25(土) まで

2/15(土) 19:00～21:00 冬の大三角を撮ろう 10名程度 2/8(土) まで

申込締切日



加須市合併10周年記念 子ども投票で
1番人気に選ばれた“つるつきいちごキューピー”

※加須地域以外は各総合支所農政建設課
（騎西0480-73-1111、北川辺0280-61-1206、

大利根0480-72-1321）

道路や公園などに次のような損傷箇所を発見した場合は、下記までご連絡ください。
早期復旧・安全確保のため、ご協力をお願いします。
1、道路に穴があいている・舗装に段差がついている・ガードレールが壊れている ⇒ 道路課
2、水路等の安全柵が壊れている ⇒ 治水課
3、公園の遊具などが壊れている ⇒ まちづくり課

【お問合せ先】
建設部 まちづくり課・道路課・治水課
(本庁舎2階)

道路・公園などの損傷箇所を発見したらご連絡を！

トマトのブランド化推進事業の指定を受け
て以来、北川辺地域ではおいしいトマト栽培
に励んできました。ブランド指定を受けた「木
甘坊（きかんぼう）」は、果実の甘みを携え、
消費者の皆さんからも多大な好評をいただい
ています。

12月15日（日）、いよいよ

“加須スケートパーク”がオープンします！

甘さと酸味のバランスが絶妙なトマト

“木甘坊“

【お問合せ】
建設部 まちづくり課(本庁舎2階)
TEL:0480-62-1111

北大桑地内（北大桑516-11 裏面MAP★）に、
スケートボードやローラースケートができる“加須スケート
パーク”が12月15日からオープンします！
当日は13時からオープンセレモニー、14時からデモンス

トレーションを開催予定です。セクションはコンクリート製
のスネークやUFO型、箱型を設置しており、どなたでも無
料でご利用いただけます。

野なか公園はパンジーがきれいです！

大越地区の魅力的なまちづくりを推進するため、地元
ボランティア団体「おおごえ甍（いらか）の会」の皆さんと
市の協働により、野なか公園（裏面MAP No⑯）の
東側道路植栽帯スペースの一部などを有効活用し、季
節の花の植栽活動を行っています。現在はパンジーがき
れいに咲いていますので、近くにお越しの際はぜひご覧く
ださい！

【お問合せ先】
建設部 まちづくり課
(本庁舎2階)

大粒でほどよい酸味

“つるつきいちご“

いちごの産地大利根地域のなかでも、「つるつ
きいちご」は果実に触れないで収穫するため甘く
て美味しい”完熟いちご”です。 例年1月上旬
頃から道の駅童謡のふる里おおとね等で販売し
ています。贈り物にもオススメです！

【主な販売先】
MAP⑫ 道の駅童謡のふる里おおとね
（加須市佐波258-1 TEL：0480-72-2111）

【お問合せ先】
経済部 農業振興課

(本庁舎2階)

【主な販売先】
MAP③ 道の駅かぞわたらせ（きたかわべ）
(加須市小野袋1737 TEL：0280-62-5555)

【お問合せ先】
北川辺総合支所

地域振興課

～ 利根川周辺 冬の味覚をご紹介 ～



 羽生市 栃木市（栃木県） 板倉町（群馬県）
第37回藍のまち羽生さわやかマラソン大会
日時：3/8(日) ※雨天決行
会場：羽生中央公園陸上競技場、市内コース

種目：5km、10km、ハーフ
申込・問合せ:大会事務局(羽生市体育館内)
                   (048-663-0150 )

栃木初の写真師 片岡如松
　　　時代を写した写真と絵葉書
期間：12/22(日)まで
　　　　 ※月曜休館 9:00～17:00
場所・問合せ：とちぎ蔵の街美術館
            　　　　(0282-20-8228)

板倉町文化財資料館をご利用ください
町内で発掘された土器や埴輪の展示、町の歴
史・水場の文化を紹介しています。
開館：9:00～16:30 ※月曜休館
場所・問合せ：板倉町文化財資料館
                 （0276-91-4018） 令和元年12月発刊：加須市建設部まちづくり課

行田市 古河市（茨城県） 小山市（栃木県） 野木町（栃木県）
古代蓮の里イルミネーション2019
期間：1/5(日)まで 16:00～21:00
場所：古代蓮の里
問合せ：古代蓮の里イルミネーション
　　　　　　 推進協議会(048-559-0770)

第14回古河七福神まつり
年の初めに七福神を巡拝する福巡りです。
日時：1/12(日)9:00～12:00
場所：古河駅西口おまつり広場
問合せ：古河市観光協会(観光物産課内)
           (0280-23-1266)

祝 小山市制65周年、開館10周年第48回企
画展「呉夏枝手にたくす、糸へたくす」
期間：12/15（日）まで
会場：小山市立車屋美術館
料金：一般400円、高校・大学生250円
　　　　　中学生以下無料
問合せ：小山市立車屋美術館(0285-41-0968)

TOWN-NOGIイルミネーション2019
期間：2/16(日)まで(日没後～24:00)
場所：JR野木駅前東西ロータリー
問合せ：野木町観光協会(産業課内)
　　　　　　(0280-57-4153)

北彩タウン情報！ 関東どまんなかサミット情報！

加須市長 大橋 良一

利根川未来パークとは・・・、
パークと言っても

公園ではないんです！
ご家族と、ご友人と、おひとり様も！遊

んで・笑って・楽しめる！
そんな日本一の利根川＆周辺施設

を中心として賑わいを生み出していくよ
うな場所を総称して“利根川未来パー
ク”と呼んでいます。みんなで、ぜひ来て、
観てください。
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いちごもトマトも
おいしい季節だゾ！

いちご

所在地

① 渡良瀬遊水地　 ラムサール条約
　　登録湿地です！ 小野袋・柏戸地内 ⑨ 埼玉大橋 まちとまちを

つなぐ架け橋！
埼玉県道46号

加須北川辺線上

No 施設名称 所在地 No 施設名称

利根川河川敷
　　　　緑地公園

い～っぱい
遊べちゃう！ 大越地先

③ 道の駅かぞわたらせ
（きたかわべ）

リニューアルオープン！
渡良瀬遊水地に隣接！ 小野袋1737 ⑪ 加須未来館、利根川こども館

加須サイクリングセンター 家族で楽しめる！ 外野350-1

②
埼玉・栃木・群馬
　　　　　の三県境

散歩(三歩)で三県！
日本でここだけ‼ 小野袋地内 ⑩

⑭

道の駅
　童謡のふる里おおとね

『特別栽培米コシヒカ
リ』をご賞味ください！ 佐波258-1

⑤ オニバス自生地 県内唯一の自生地！
夏の早朝が◎ 飯積地内 ⑬ カスリーン公園

（大利根水防センター）
歴史に残る水害・・・

心に刻んで 新川通680

④ 北川辺総合支所
（観光案内所）

埼玉へようこそ！
お・も・て・な・し 麦倉1481-1 ⑫

野なか公園 沿道の花々が
お出迎え！ 大越3756-2⑧

大高島地区河川
　防災ステーション

市民平和祭の
　　　穴場スポット！ 飯積地先 ⑯

アスタホール 古民家ふぅ～の
文化建物 旗井1461-1

⑦
利根川・渡良瀬川
　　　　　　合流地

大河川の合流点！ 本郷地先 ⑮ 大利根総合支所
（観光案内所）

童謡のふる里へ
ようこそ！ 北下新井1679-1

⑥ 旧川ふるさと公園 木陰で一休み・・・ 本郷地先

①

利根川

東武日光線

東武伊勢崎線

⇩ 12/15“加須スケートパーク”オープン！

🐞🐞
大越昆虫館 ⇧ 
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