
クールシェアとは？

熊谷産小麦（農林61号・あやひか

り）を使用したうどんです。また、熊

谷産の小麦は埼玉県内でトップの

収穫量です。

五家宝は埼玉三大銘菓の一つで、原

材料はもち米・きな粉 ・砂糖・水飴

の4種類からできていて、一口サイ

ズの棒状の和菓子です。

二百数十年前の宝暦年間、妻沼地区

が聖天さまの門前町や利根川の渡

船場として栄えた遠い昔から、名物

としてもてはやされてきました。

小麦粉を使った食べ物として、野菜

や肉などをまぜた熊谷地域の庶民

的な郷土料理として親しまれてい

ます。

地元の小麦粉と重曹を使った蒸し

まんじゅうで昔から食べられてい

た郷土料理です。種類もいろいろあ

ります。

「くま辛」は、日本一暑い街として知

られる熊谷を、「HOT」をキーワー

ドにまちおこしを目指す辛口メ

ニューとして誕生しました。

埼玉県産の小麦を使った“もちもち”

のうどんと、“豚ホルモン”。これに店

独自のタレで味付けをして作った、

スタミナ満点の焼うどんです。

熊谷の新名物。通常の半分以下のミ

ニ野菜です。一口サイズで食べやす

く、カット野菜に比べて味や鮮度が

長持ちするのも特徴です。

　熊谷では、2012年から「クールシェア」がスタートしまし

た。そして、2年目となる2013年8月25日の日曜日、熊谷市

役所のすぐ西にある商工会館が１日かぎりの「くまがやクー

ルくる館」に大変身！「クールシェア」って何？たのしく節

電って本当にできるの？夏の間に熊谷のあちらこちらに出現

する「クールシェアスポット」のたのしみ方などなど、30分

もかからずに「クールシェア」をマスターできちゃいます。そ

して、しっかりマスターできたらすぐ実行！なんと熊谷でし

か食べられないかき氷「雪くま」を試食できますよ。日本一暑

い熊谷だからこそクールシェア♪ぜひぜひ来てくださいね!!

※小学生以下のお子様は保護者の方とご来場ください。

【主催】社団法人熊谷青年会議所

【後援】熊谷市、熊谷市教育委員会、熊谷商工会議所、クールシェアくまがや実行委員会、株式会社テレビ埼玉、株式会社JCN熊谷、株式会社埼玉新聞社

第1回 熊谷こどもみらい塾

2013年8月25日（日）
10：30〜16：00（15：15受付終了）
熊谷市立商工会館（市役所の西隣り）

お一人様2種類の「雪くま」が試食できます！お一人様2種類の「雪くま」が試食できます！
日本一暑い夏を熊谷名物でクールに過ごそう！！※先着５００名様！

当日の来場者数の状況は048-524-0440へのご連絡でご確認いただけます。
日本一暑い夏を熊谷名物でクールに過ごそう！！※先着５００名様！

※お車でお越しの方は、熊谷市役所の駐車場をご利用ください。

開催日時

開催場所

こんなイベントブースをお楽しみいただけます

①「クールシェア」って何？楽しみながら節電しよう！
②熊谷ならではの歴史・文化の魅力を知ろう！
③熊谷ならではの自然・環境の魅力を知ろう！
④熊谷ならではの特産物の魅力を知ろう！

①「クールシェア」って何？楽しみながら節電しよう！
②熊谷ならではの歴史・文化の魅力を知ろう！
③熊谷ならではの自然・環境の魅力を知ろう！
④熊谷ならではの特産物の魅力を知ろう！

当日の来場者数の状況は048-524-0440へのご連絡でご確認いただけます。

❶❷❸❹すべて回っていただいた方は「雪くま」大試食会へ!!
※ご質問や不明な点については下記連絡先までお問い合わせ下さい

社団法人熊谷青年会議所　 担当：みらい開発委員会  中沢

電話：048-524-0440　FAX：048-524-0519

Ｅ-mail：info@kumagaya-jc.or.jp

熊谷ならではのグルメ＆スウィーツ大紹介!! まだまだ
あるよ！

ニャオざね
にも会える♪
ニャオざね
にも会える♪

あ

ここをやま折りにして半分の大きさにして使ってね！ここをやま折りにして半分の大きさにして使ってね！ここをたに折りにして半分の大きさにして使ってね！

発行：社団法人 熊谷青年会議所
　　　熊谷市宮町2-39 熊谷市立商工会館内
　　　電話 048-524-0440
　　　FAX 048-524-0519
　　　http://www.kumagaya-jc.or.jp/

後援：熊谷市・熊谷商工会議所
　　　クールシェアくまがや実行委員会
印刷：株式会社ピーアイピー
　　　熊谷市筑波1-157-2
　　　電話 048-524-1463
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クールシェアとは、ひとり一台のエアコン使用をやめ、涼しい場所を
皆でシェア（共有）する取り組みです。
公共施設やお店など暑さを忘れて過ごせる場所に集まったり、自然が多くて涼しい場所に
行ったり、家のエアコンを止めみんなで催しや活動に参加するのも「クールシェア」です。
熊谷では昨年度に引き続き、家庭・地域・行政が一体となってクールシェアに取り組みます。

エアコンを止めて来ました♪

クールシェア参加店にこのマークを提示して
クールな特典を受けよう！！

エアコンを止めて来ました♪

クールシェア参加店にこのマークを提示して
クールな特典を受けよう！！

熊谷市街地 クールくるスポット紹介

くまがやクールくる館くまがやクールくる館

「たのしく節電♪」マスターしちゃおうの巻

参加無料！

熊谷でしか食べられない！
個性豊かなかき氷！!

あなたはどの「雪くま」で
クールダウンする？

熊谷でしか食べられない！
個性豊かなかき氷！!

あなたはどの「雪くま」で
クールダウンする？

熊谷市は今年も6

月 1日から9月30

日まで冷却ミスト装置を自動運転

しています。毎日8時から20時の間

に「気温28℃以上・湿度70％未満・

風速3m未満・降雨なし」の気象条

件がそろった時に噴霧します。

❶熊谷駅　冷却ミスト

熊谷市筑波2-112
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

市民の幅広い文化

活動にご利用いた

だくための施設で、ホールやギャ

ラリーの他、図書館やプラネタリ

ウム館を併設しています。（図書館

の利用時間やプラネタリウムの投

影時間等はＨＰ参照）

❷文化センター文化会館

熊谷市桜木町2-33-2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

埼玉県内に10 ヵ所

あるＳＬ展示公園

の1つです。昭和45年度から、日本

車輌製造株式会社の昭和13年製の

Ｄ51140号の蒸気機関車を展示し

ています。「デゴイチ」の愛称で親

しまれています。

❸荒川公園

熊谷市河原町2-173
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

昭 和50年（1975年）

から広場を設け、

各広場に彫刻像を設置し、昭和62年

（1987年）には、第1回さいたま景観

賞を受賞しました｡現在は「星川シン

ボルロード」として再整備され、名実

ともに熊谷の「顔」となっています。

❺星川

熊谷市　星川
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

天 正2年(1574年)に

創建されたお寺で

す。「熊谷桜」と名付けられた里桜が

自生繁殖し、春の彼岸の頃に咲き誇

ります。毎月第三金曜日には御本堂

を一般公開しています。

❻石上寺

熊谷市鎌倉町36

公開日時  4〜9月（9〜17時） 10〜3月（10〜16時）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「玉の池」と呼ばれ

る池を中心に木や

竹を植え、名石を

集めて造られた回遊式庭園で、慶

応年間から明治初年にかけて、竹

井澹如によって造られました。現

在は市の名勝に指定されています。

❼星渓園

熊谷市鎌倉町32
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「片倉」の製糸業の

工 場 が、平 成6年

（1994年）に最後の工場としての幕

を閉じたのを契機に、その歴史と

地域との関わり、足跡を残すため

に作られた資料館です。操業当時

の機械などが展示されています。

❾片倉シルク記念館

熊谷市本石2-135
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夏季限定で八木橋百貨

店正面の入口前に温度

計を設置し八木橋社員の方が随時温度を

修正しています。いまや、日本最高気温

を記録した熊谷市を象徴する、大温度計

です。熊谷次郎直実ゆかりの熊谷寺は、

北側の道路向かいにあります。

❽八木橋 あつべえ大温度計

熊谷市仲町74
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

荒川大橋付近から下

流までの約2キロの

区間で、約500本ものソメイヨシノが

植えられています。平成2年（1990年）

には、日本さくら名所100選にも選ば

れ、熊谷市春の観光名所となってい

ます。

❹熊谷桜堤

熊谷市　荒川土手
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

明治29年(1896年）

12月1日に埼玉県熊

谷測候所として気象観測の業務を開始

しました。100年以上場所を移転する

ことなく業務を続けている、全国でも

数少ない気象官署の一つです。（見学

は要予約・詳細はＨＰ参照）

●熊谷地方気象台

熊谷市桜町1-6-10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

市役所の東、市街

地の中心部に位置

し、公園には芝生広場、記念広場、

子ども広場、噴水などがあり、市

民の憩いの場として親しまれてい

ます。多くの樹木が植えられ、静

かな木陰を提供しています。

●中央公園

熊谷市宮町2-39
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

熊谷市は視覚的効

果による暑さ対策

として、今年も熊谷駅の階段に「涼」

「水」「青」をテーマとした「階段アー

ト」を展示しています。クールシェ

アスポットを体感してください！籠

原駅階段にも展示しています。

●熊谷駅 階段アート

熊谷市筑波2-112
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クールシェアマップと

一緒にお使いください！

くまがや
クールく

るマップ

2013 SUMMER

市　役　所

熊谷駅

筑波

熊谷市役所入口

北大通り

郵便局

熊谷
女子高

至熊谷バイパス

高城神社

コミュニティ広場 藍屋

国道17号

J R高崎線

星川

至さいたま至高崎

市立商工会館
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熊谷うどん（熊谷産小麦使用）

五家宝（熊谷銘菓）

いなりずし（妻沼のいなり）

フライ（熊谷のフライ）

炭酸饅頭（大里のお菓子）

くま辛（熊谷HOTグルメ）

熊谷ホルどん（熊谷Ｂ級ご当地グルメ）

ミニくま（熊谷発のミニ野菜）

写真提供：熊谷市

写真提供：熊谷市※写真はイメージです

写真提供：熊谷市

写真提供：熊谷市 写真提供：熊谷市 写真提供：熊谷市 写真提供：熊谷市 写真提供：熊谷市

写真提供：熊谷市

写真提供：熊谷市

写真提供：熊谷市

取り扱っているお店に行って、クールシェアしてみよう！

○C 熊谷市

クールシェアくまがや
実行委員会

☎048－524－0440

〈事務局〉 社団法人
熊谷青年会議所

お問合せ

くまがや

 　　　　　　　　　　  くま  がや　  し　　　　   こ　  とし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  がつ   つい たち　　　　   　　　  がつ

 にち　　　　　　　れいきゃく　 　  そう　 ち　　　　　じ　 どう　うん  てん

　　　　　　　　　　　　　　　　  まい  にち　　    じ　　　　　　　　　　 じ　　    あいだ

　　　　  き　  おん　　　　  ど　  い じょう　　　しつ　 ど　　 　　   み　 まん

ふう　 そく　　　　　み　  まん　　 　こう　  う　 　　 き   しょうじょう

けん　　　　　　　　　　　　　　  とき　　　  ふん　む

　　   くま がや　　　　　　　　　　　　　 ねん

　　　　　　　　　　　　　　　　 ねん   め　　　 　  ねん　  がつ　　    にち　　　にち よう　び　　　 くま  がや   し

 やく  しょ　　　　　　　  にし　　　　　　　 しょうこう  かい  かん　　　　　 にち

　　　　　　　   かん　　　  　だい  へん しん　　  　　　   なに　　 　　　　　　　　 せつ

 でん　　　　　 ほん とう　 　　　　　なつ　　  あいだ　   くま がや　  　　　　　 しゅつげん

　    　  かた　　　 　　　　　　　　 ぷん

　　   　　　　　　　　  じっ こう　 　くま がや

　　　 た　　　　　　　　　　　　　　　　　 ごおり　ゆき　　　　　　　　　 し しょく　　　 　にっ ぽん  いち あつ

　　　くま がや　    　　　き

　　 しょうがく せい　い　  か　　　　　　 こ　さま　　　  ほ　ご　しゃ　　　かた　　　　　 らい じょう

 くま がや　 し　つく　 ば

くま　 がや　 えき　  　　　  れい  きゃく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　  みん　　　 はば  ひろ　　　  ぶん　か　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かつ  どう　　　　　　　り　 よう

　　　　　　　　　　　　　　　  し　 せつ　　　

　　　　　　　　　　　　ほか　　　　と　 しょ　かん

　　　　　　かん　　     へい  せつ　　　  　　　と　 しょ  かん

　　　  り　 よう　  じ　かん 　　　　　　　　　　　　　　　    　　  とう

 えい    じ    かん  など　　　　　　　　　さんしょう

 くま がや　 し　さくら ぎ  ちょう

  ぶん　　か　　　 　　　　　　　　　　　　 ぶん  　か　　かい　 かん

 　　　　　　　　　  さい  たま  けん   ない　　　　　　　　か    しょ

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　てん　 じ　  こう　えん

　　　　　　　　　　　　　　　 しょう  わ　　　　  ねん　 ど　　　　　　　　　 にっ  ぽん

しゃ  りょう せい  ぞう　かぶ　しき　がい　しゃ　　　 しょう  わ　　　　  ねん　せい

　　　　　　　　　　　ごう　　　  じょう　き　   き　 かん　 しゃ　　　  てん　  じ

  　　　　　　　　　　あい  しょう　　　 した

 くま  がや　し　 か　  わらちょう

あら　  かわ　 こう　  えん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あら かわ  おお   はし　ふ　きん　　　　　　 か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  りゅう　　　　　　　　   やく

  く　かん　　　　　　やく　　　　　ほん

  う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  へい  せい　　 ねん　　　　　　　　ねん

　　　　　　　　にっ ぽん　　　　　　　　  めい  しょ　　　　　 せん　　　　　  えら

　　　　　 くま  がや　 し　はる　　  　かん  こう  めい  しょ

 くま  がや　し　　　   あら  かわ　ど　 て

  くま　 がや　さくら づつみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しょう　わ　　　　 ねん　　　　　　　　 ねん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひろ　  ば　　　　 もう

かく  ひろ　  ば　　  ちょう  こく   ぞう　　　 せっ　ち　　　　　　しょう　わ　　　　ねん

　　　　　　　  ねん　　　　　　　　　　だい　　 かい　　　　　　　　　　　　 けい  かん

しょう　　　じゅ  しょう　　　　　　　　　　　   げん  ざい　　　　　ほし  かわ

   さい  せい　 び　　　　　　　　　めい  じつ

　　　　　　　　くま  がや　　　　  かお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  たま　　　　 いけ　　　　　  よ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いけ　　　 ちゅう しん　　　　  き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たけ　　　　　う　　　　　　　めい　せき

あつ　　　　　　　つく　　　　　　　　　  かい　ゆう　しき　てい　えん　　　　　　 けい

おう   ねん　かん　　　　　　   めい　 じ　 しょ　ねん　 　　　　　　　   たけ  

  い　 たん   じょ 　　　　　　　　　　　　 つく 　　　　　　　　げん

ざい　　　　し　　　   めいしょう　　　　し　てい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てん   しょう　  ねん　　　　　　　   ねん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そう　けん　　　　 　　　　　　　　 てら

　　   　　　  くま  がい ざくら　　　　　な　  づ　 　 　 さとざくら

  じ　せい   はん しょく  　　　　  はる　　　   ひ　 がん　　　  ころ　　　　さ　　　  ほこ

　　    　　　　　　　  まい  つき  だい  さん  きん  よう　  び　　　　　　   ご　 ほん  どう

        いっ  ぱん  こう  かい 

 くま がや　 し　　　  ほし  かわ
くま   がや   し　 かま  くらちょう

くま  がや　 し　かま  くらちょう

こう　かい  にち　じ  がつ　　　　　　　じ 　　　　　　    がつ  　　 　　　　　じ

  ほし　 かわ  せき  じょう　  じ せい　  けい　 えん

 　　　　　　　　   か　 き　げん てい　　　 や　  ぎ　はし ひゃ っか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 てん しょうめん　　 いり  ぐち まえ　　　おん　ど

 けい　　  せっ  ち　　　　や　 ぎ　はし しゃ いん　　  かた　　　ずい　じ　おん　ど

しゅうせい　  　　　　　　　 にっ ぽん さい こう   き　おん

　　　き　ろく　　　　　 くま がや　し　　  しょうちょう　 　だい  おん  ど　けい

　　　　　　　 くま がい　じ  ろう  なお ざね　　　　　　　　　　 ゆうこく　 じ

きた  がわ　　　どう  ろ　 む

 くま  がや　し　なかちょう

　や　　  ぎ　   はし　　　　　　　　　　　　　　　　だい　 おん　　ど　　けい

　 　　　　　　　　　　　   かた  くら　　　　　せい　し   ぎょう
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