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あついぞ！熊谷 C熊谷市

さらに１色！！

追加
さらに１色！！

追加

あついぞ！熊谷オリジナルグッズ、ニャオざねグッズを紹介します！

熊谷から始まる夏
今年も、日本を元気にする
あつい力が満載！

お問合せ

お問合せ

お問合せ
JTB関東法人営業熊谷支店　TEL:048-523-5514（平日9:30～17:30）

熊谷市観光協会　TEL:048-524-1111（内線312）
http://www.oideyo-kumagaya.com/（熊谷市観光協会）

TEL:048-524-1111（内線528）
熊谷市総合政策部企画課

TEL:048-622-7700
（土・日・月・祝日を除く、10:00～18:00）

お問合せ:
熊谷市健康づくり課TEL:048-528-0601

あつべえの使用に関する問合せ先：熊谷市企画課

TEL:048-524-1111（内線528）

大宮アルディージャインフォメーションダイヤル

熊谷市のホームページ内の「あっぱれ！熊谷流」もごらんください。
http://www.city.kumagaya.lg.jp/

第66回第66回

8月8日（土）実施8月8日（土）実施
― 有料観覧席発売中！―― 有料観覧席発売中！―

あつべえは全国へ！

ちびっこ元気事業えんむすび日傘事業

市内在住の3歳児を対象
に、暑い夏にも安全に外遊
びするために、熱中症予防
に効果のある冷却機能を
備えた「ニャオざねクール
キャップ」を配布します。

国宝妻沼聖天山付近
を訪れた観光客に、
誰でも自由に使える
日傘（和傘）を貸出
し、熱中症予防とま
ちなか移動を快適に
します。

暑さに負けるな中学生事業まちなかオアシス事業

荒天時は9日（日）に順延

PM7:00～PM9:00PM7:00～PM9:00

熊谷花火大会熊谷花火大会

セレッソ大阪
大宮アルディージャ大宮アルディージャ

熱中大使　今年も大募集！
黒、黄色に加え新色も！！
熱中大使　今年も大募集！
黒、黄色に加え新色も！！

セレッソ大阪
大宮アルディージャのアツい一戦が、今年も熊谷市
で開催されます。選手の熱のこもった力のあるプ
レーが、躍動感伝わる距離で観戦できます！！
いざ！スタジアムへ！

9月20日（日）
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場にて
熊谷市と（財）日本気象協会が提供しています。

「あついぞ！熊谷」ＰＲトラック　　写真提供：熊谷産業株式会社　リンテック株式会社

「くま辛」は日本一HOTな街熊谷を、
HOTな辛いメニューで盛り上げよう
という一大プロジェクト！

「くま辛」３つの約束
❶ 辛口メニューでお迎えいたします！
❷ おいしい地場産野菜を使用します！
❸ 各店オリジナルメニューを提供します！

の3つです。参加各店オリジナル「くま辛」メニューでお迎えし
ておりますので、是非ご来店ください。

　スポーツや文化芸術分野で予選を勝ち抜き、県・国レ
ベルの大会に出場する18歳以下の皆さん！「あつい
ぞ！くまがや」Ｕ－18少年熱中大使となって、熊谷のＰ
Ｒをしてください！！少年熱中大使には、プレミアム版
「あついぞ！熊谷」Ｔシャツをプレゼント！

有料観覧席は、JTB関東熊谷支店（平日9:30〜17:30で電話受付
のみ）、または、お近くの「ローソン」「チケットぴあ」「セブンイ
レブン」「ミニストップ」の店頭または各プレイガイドのイン
ターネットサイトからもお申込みいただけます。

ローソン
ミニストップLoppi チケットぴあ

イス席 39393
マス席・テーブル席 39395 

Pコード 629-674L
コ
ー
ド

《くま辛》参加店（平成27年4月30日現在、50音順）

青山カレー工房、茜や、市場の食卓、永楽 星川店、おかず屋 だ
いどころ、窯マチルダ、がり家、牛たん響や、串かつでですけ、げ
んきどり、さかえ寿司、旬彩 枯山水、食彩ＢＡＲ房’ｓ、酔拳、ＢＡＲ 
St.James’ｓ、昭和元気ホルモン 宝屋、多酒食彩 つかさ、中国
料理 紅龍、こうなん農産加工倶楽部「なご味」、バックパッカー
ズランチ、ハッピー酒場 金ちゃん、絆家本舗、ばんや楽、ピッツ
ア プリマヴェーラ、香港料理 豊源、満願堂本店、まんぷく亭、麺
創作 粋人、焼肉源太、薬膳火鍋 豚湯

青山カレー工房、茜や、市場の食卓、永楽 星川店、おかず屋 だ
いどころ、窯マチルダ、がり家、牛たん響や、串かつでですけ、げ
んきどり、さかえ寿司、旬彩 枯山水、食彩ＢＡＲ房’ｓ、酔拳、ＢＡＲ 
St.James’ｓ、昭和元気ホルモン 宝屋、多酒食彩 つかさ、中国
料理 紅龍、こうなん農産加工倶楽部「なご味」、バックパッカー
ズランチ、ハッピー酒場 金ちゃん、絆家本舗、ばんや楽、ピッツ
ア プリマヴェーラ、香港料理 豊源、満願堂本店、まんぷく亭、麺
創作 粋人、焼肉源太、薬膳火鍋 豚湯

VS

熱中症
予防情報メール

無料メール配信中！
携帯電話での
登録は
こちら

市内全ての中学2
年生を対象に、「熱
中症対策講習会」を
行いました。今後
も、熱中症予防の知
識等の普及促進に
向けて取り組んで
いきます。

6月1日から9月30日
まで、暑さにより屋外
で気分が悪くなった
方のために、市内22
か所の公共施設に水
分補給ができる一時
的な休憩場所を開設
しています。

涼しさ体感アート事業熱中症予防グッズ配布事業

視覚的効果による「暑
さ対策」として、熊谷
駅（正面口・南口）、籠
原駅（北口・南口）の階
段に涼感演出を与え
るアート展示を、7月
1日から9月30日ま
で実施します。

新たに9月末時点で75歳以上となる高齢者（昨年配布
済みの方を除く）と単身高齢者（65歳以上で昨年10
月以降の登録者）および平成
27年度小学校入学児童へ
熱中症予防のため、「クール
スカーフ」を無償配布しまし
た。また「クールスカーフ」は
販売もしています。

みよう広げよう熱中症ゼロの輪事業まちかどステッカー事業

熱中症予防・対処法のオリジ
ナルDVDの貸し出しを行っ
ています。
健康づくり課や市内の図書館
で貸し出していますので、ご
利用ください。

熱中症予防を呼
びかけるステッ
カーを市内の清
涼飲料水の自動
販売機に貼付す
ることで広く市
民に熱中症予防
を呼びかけます。

「あついぞ！熊谷」のシンボルキャラクター「あつべえ」
は、様々な場所から市民のみなさんの「アツい」力を応援
しています。名刺やチラシでの活用はもちろんのこと、
トラック（下写真）に表示し、全国に熊谷をアピールして
いただくことも可能です。「あつべえ」と一緒に暑い夏を
乗り越えましょう！！

201520152015
暑さ対策日本一の熊谷市は、毎年新たな取組みを行っています。

暑さ対策事業を紹介します！

クールシェアとは？

クールシェアイベント

クールシェアスポット

ひとり一台のエアコン利用をやめ、涼しい場所に集まることで、電力消費量を減らす節電対策、熱中症対策のほか、人と人
とのつながり、コミュニティやまちの活性化というプラスの価値も生み出す取組みです。

日本一あついまち“くまがや”から、熊谷流のクールシェアを発信します。
実施期間は、平成27年6月1日（月）から9月30日（水）まで

参加店舗（事業所）では、クールシェアで来店された方へ独自のサービスを提供しています。ステッカーやのぼり旗が目印です。
涼しく過ごせる公共施設もクールスポットです。自宅のエアコンを止めて公共施設を利用しましょう。電気代の節約だけ
でなく、家族や地域のコミュニケーションも深まります。熱中症予防の休息所としてもご利用ください。
【サービス例】　冷たい飲物の無料提供または割引、かき氷１杯サービス、冷やしシャンプー割引など

熊谷の夏は、様々なクールシェアイベントが開催されます。
エコでクールなイベントに出かけることもクールシェアです。
【クールシェアイベント】　2015年度クールシェアイベント
「きてみて、感じて I LOVE クールシェア」
開催日時：７月５日（日）11：00～15：00
場所：コミュニティひろば
主催：公益社団法人熊谷青年会議所

New New

イス席（1席）
3,000円

テーブル席（4人用）
16,000円

寝そべりながら
花火鑑賞もできます。

ご家族でゆったりと。
お子様がいても安心。

一席から購入できます。
カップルにオススメ☆

マス席（4人用）
22,000円

ウッドコテージ
熊谷市宮町2-152

場　所

（有）水野銘木店内　
　　ウッドコテージ
1048-524-6254

問い合せ

5/1（金）～8/31（月）実施日等

ウッド・コテージではあつべえのミニ・ハンドタオルを販売しています。
1枚380円

あつべえミニハンドタオル

熊谷市役所企画課場　所

熊谷市企画課
1内528

問い合せ

7月～完売まで実施日等

「あつべえ」になれば、酷暑も快適！？　１個１０００円

あつべえお面

熊谷市役所企画課場　所

熊谷市企画課
1内528

問い合せ

通年実施日等

あつべえがピンになった。さりげなく「あつべえ」と一緒！　１個５００円

あつべえPINS

ROCKET SHIP
熊谷市弥生2-57

場　所

ROCKET SHIP
1048-501-5120

問い合せ

通年実施日等

「あついぞ！！熊谷」限定オリジナルＴ－シャツ発売！ブログにて「あつ
いぞ！！熊谷from ROCKET SHIP」で熊谷のお店を紹介中
http://blog.rocket-ship.net/?cid=6722
オリジナルTシャツ　1枚3150円～

「あついぞ！！熊谷」
from ROCKET SHIP

熊谷市役所企画課場　所

熊谷市企画課
1内528

問い合せ

7月～完売まで実施日等

熊谷市在住の俳句界の巨匠・金子兜太先生（本市名誉市民・平成２０
年度文化功労賞者）が詠んだ俳句が夏の風情を引き立てる一品。あ
つべえうちわとともに、ご活用ください。
俳句うちわ　1本350円　あつべえうちわ　1枚100円　

俳句うちわ・あつべえうちわ

熊谷市役所市民活動推進課場　所

熊谷市市民活動推進課
1内475

問い合せ

完売まで実施日等

タオル：大好評！ニャオざねとキティがあなたの汗を拭きとります。
ぬいぐるみ：好評につき売り切れていました「ぬいぐるみ」がリニュ
ーアルして再発売です。
ニャオざね×キティコラボタオル：小（6種）　各500円
ぬいぐるみ：800円

ニャオざねグッズ

八木橋
熊谷市仲町74

場　所

（株）八木橋
1048-523-1111

問い合せ

5/1（金）～8/31（月）実施日等

毎年恒例「あついぞ！熊谷」Ｔシャツ・ポロシャツ　販売中！
あついぞ婦人ポロ（婦人用ポロシャツ）1,200円　Ｔシャツ（男女兼
用）1,000円

あついぞ熊谷　グッズ販売

熊谷市役所企画課場　所

熊谷市企画課
1内528

問い合せ

通年実施日等

熊谷市在住の俳句界の巨匠・金子兜太先生（本市名誉市民・平成２０
年度文化功労賞者）が詠んだ俳句が印象的な扇子です。この扇子で
扇ぐと、心が凛とします。１本１３００円。　

金子兜太先生の俳句扇子

ROMEO'S　CAFE
熊谷市筑波2-57

場　所

ROMEO'S　CAFE
1048-501-5667

問い合せ

7/1（水）～9/30（水）実施日等

オリジナルグッズまたは別注商品をご購入の方に、冷えたコー
ラを１本プレゼント！
ホームページ : //www.romeoscafe.net/

熊谷の洋服店ROMEO'S CAFE

熊谷市役所商業観光課、
ホシカワカフェ、
ウスキングベーグル、
バックパッカーズランチ、
ROCKET SHIP

場　所

熊谷市商業観光課1内３１３問い合せ
通年実施日等

直実公をモチーフに新しくなりました。オリジナルタグ付き。
商業観光課では全色販売。その他店舗については、各店一色のみの販
売になります。詳細についてはお問合せください。
サイズ：160、S、M、L、XL　色　ブルー/オレンジ/ピンク/ブラック　2,000円

New Ｔシャツ
“KUMAGAYA  CROSSING”

熊谷市役所商業観光課場　所

熊谷市商業観光課
1内313

問い合せ

通年実施日等

地元の伝統工芸である熊谷染グッズ。夏の風情をお楽しみください。
サイズ：直径約75cm　
色：藍染め／地付け／小紋　5,000円

熊谷染日傘
熊谷市役所商業観光課場　所

熊谷市商業観光課
1内313

問い合せ

通年実施日等

地元の伝統工芸である熊谷染グッズ。熊谷の歴史の感じられる一品
です。
名刺入れ　サイズ ：タテ7cm×ヨコ11cm　色：紺／えんじ　2,500円
手ぬぐい　サイズ：タテ32cm×ヨコ95cm　色：藍　1,500円

熊谷染名刺入れ・手ぬぐい

熊谷市誕生１０周年記念熊谷市誕生１０周年記念

クールシェアくまがや クールシェアくまがや


