
二度栗山弘法尊院 二度栗山弘法尊院 

　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

与野七福神のひとつ弁財天が祀られている二度栗
山とは、その昔1年に2度栗の実を結ばせたと伝えられ
た山（丘）との伝説からその名が呼ばれています。弘法尊
院は、明治36年（1903）に「北足立八十八箇所弘法大師霊
場」の三番として創建されました。北足立八十八箇所霊場とは、
お遍路で名高い四国八十八箇所の北足立（埼玉県南部の旧名）
版のことで、関東には弘法大師を信奉する真言宗の寺が約四
千三百ほどあり、北足立をはじめ、御府内（現東京23区）・
相馬・奥多摩・多摩・崎東など、本四国を基点にした写し
の霊場が各地に開かれています。また、弘法尊院境内
には四国八十八箇所の弘法大師霊場を写した石
仏群があり、たちどころに八十八箇所をお
参りすることもできます。 
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Saitamaを略したSaiを所有形にしたもので、「さいたまの」とい
う意と、気軽に持ち歩いていただきたいという願いを込めて「ポケ
ットサイズ」の意を合わせたものです。「さいたまの」地域情報誌
として、皆様に親しまれご活用いただければ幸いです。 

さいた
まの今をお届けする地域情報誌

さいず  2004 vol.7 summer

〒３３０-０８４６ 埼玉県さいたま市大宮区大門町３-１ 
大宮区役所東館２F 

TEL ０４８-６４７-８３３８　FAX ０４８-６４７-０１１６ 
URL：http://www.scvb.or.jp 
E-mail：scvb@scvb.or.jp

■大 宮 観 光 案 内 所　TEL ０４８-６４４-１１４４ 
■浦 和 観 光 案 内 所　TEL ０４８-８２４-０３３３ 
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とは？ 

7月～9月 

「Sai's」vol.7 2004　平成16年　7月1日　発行／社団法人さいたま観光コンベンションビューロー 

さいず 
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平成16年度さいたま市花火大会 

日　時 8月14日（土）　 
19：00～21：00

会　場 荒川総合運動公園（桜区） 

交　通 臨 時 バ ス　15：30～18：00まで随時 
　　　　　　　（帰りも20：00頃からご利用に応じて増発） 
国際興業バス　JR北浦和駅西口及びJR南与野駅北口　埼玉トラック 
　　　　　　　センター（桜区上大久保） 
西 武 バ ス　JR大宮駅西口　花火大会用臨時折返場（西区島根） 

与野夏祭り 

　与野鴻沼太鼓の演奏を合図に、上町・仲町・下町・上峰の四町のお御輿が、
17日は揃い渡御を、18日はそれぞれ 
が渡御します。沿道では露店が立ち並び 
祭りの雰囲気をいっそう盛り上げます。 
また、他の町内でも、それぞれ祭りが行 
われます。 

日　時 7月17日（土）・18日（日）　 
16：00～22：00 
（交通規制同時間）※雨天決行 

会　場 本町通り周辺（中央区） 

交　通 JR与野本町駅西口から徒歩3分 

浦和まつり 第9回音楽パレード・第28回浦和おどり 

　音楽パレードでは、市内の小・中・高等学校等47校の金管バンド部などが、
色とりどりのコスチュームに身を包み、華やかな音色とともに行進します。ま
た、浦和おどりでは、見沼太鼓の演奏の中、56団 
体の子供から大人まで、個性的な衣装で流し踊りを 
行います。※浦和商店街青年部連合会の大バザール 
と天津小湊町や南郷村、六日町などの物産即売会も 
開催されます。 

日　時 7月18日（日）　 
13：00～21：30

会　場 中山道・埼玉縣信用金庫から 
さくら草通り間（浦和区） 

交　通 JR浦和駅西口から徒歩5分 

�与野夏祭りに関する問い合わせは…観光事業担当 TEL048-647-8339まで 

�花火大会に関する問い合わせは… 
　ハローダイヤル（7月1日～8月16日・各日7：00～23：00） 
　TEL03-5777-8600まで 
※当日の開催の有無については携帯電話からでもご確認できます。 
　http://www.scvb.or.jp/i/

�浦和まつりに関する問い合わせは… 
　ハローダイヤル（6月26日～7月25日、各日7：00～23：00） 
　TEL03-5777-8600まで 

（交通規制は17：00～21：30） 
※荒天の場合は、15日、16日に順延 
（3日間荒天の場合は中止） 

（交通規制は12：30～22：00） 
※雨天の場合、音楽パレードは中止、 
　浦和おどりは8月22日（日）に延期。 

浦和まつり 第24回みこしパレード 

2基の子どもたる御輿や28基の大人御
輿の他、木やり流しが集まり、中山道を練
り歩きます。また、沿道ではおはやしや露
店が祭りの雰囲気を一層盛り上げます。 

日　時 7月25日（日）　 
14：30～20：30

会　場 中山道・新浦和橋から 
調神社間（浦和区） 

交　通 JR浦和駅西口から徒歩すぐ 

※雨天決行 

浦和まつり 南浦和会場 

金管バンド、浦和おどり、御輿等の各種パレードイベントの他、ひびけ太
鼓の演奏、浦和よさこい等が行われます。 

日　時 7月25日（日）　11：00～21：00

会　場 JR南浦和駅東口駅前から舟山通り交差点間（南区） 

交　通 JR南浦和駅東口から徒歩すぐ 

※雨天中止 

　昨年、さいたま 
市の政令指定都市 
移行を記念して開 
催されたこの花火 
大会。本年も関東 
随一の花火大会と 
して、2尺玉の他、 
大スターマインや早打ちなど、約
15,000発が打ち上げられます。 

（両日とも） 

（交通規制は13：00～21：00） 
 

（交通規制は11：30～21：30） 
 

歴史・伝統・技術で 
　　魅せる日本の花美 

オリエンタル火工 株式 会社 
本 社  
 
今市工場 
 
E - m a i l

〒330 - 0803　埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1ー177  
TEL　048ー644ー8611（代）　FAX　048ー647ー4411  
〒369-1214　埼玉県大里郡寄居町大字今市字中山1186 
TEL　048ー582ー1117（代）　FAX　048ー582ー1125  
or ienta l@jcom.home.ne . jp

センス・サービスNO.1
ー創業明治34年ー 
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大宮夏まつり　西口御輿前夜祭 

翌日のスパークカーニ
バル本番を控えた地元大
宮駅西口の町会御輿が、
駅前周辺を練り歩きます。 

日　時 7月31日（土）　17：00～21：00

会　場 JR大宮駅西口周辺（大宮区） 

交　通 JR大宮駅西口から徒歩すぐ 

（交通規制無し）　※雨天決行 

大宮夏まつり　第33回大宮日進七夕まつり 

地域の人たちの夢を託した美しい
竹飾りが揺れる中、子ども御輿や山
車、おはやし、民踊流しなどが行わ
れます。また、懐かしい露店・夜店
が出店し、日進駅前はお祭りムード
一色に染まります。 

日　時 8月6日（金）・7日（土） 
15：00～21：30

会　場 日進七夕通り周辺（北区） 

交　通 JR日進駅から徒歩すぐ 

（交通規制同時間） 
※天候不良の場合は、1日順延。 

大宮夏まつりに関する問い合わせは…観光事業担当 TEL048-647-8339まで 

このまつりに関する問い合わせ等を含め詳しくは… 
さいたま市経済政策課内「さいたま市民まつり実行委員会」 
TEL048-829-1365まで 

咲いたまつり2004

昨年、さいたま市の新市民まつりとして好評を博した「咲いたまつり」を、
本年も「みんなで築こう“さいたまの伝統と文化”」をメインテーマに開催
します。メインイベントとして、市内各区の市民有志等によるフロートを中
心としたイルミネーションパレードや、地元「さいたま竜神まつり会」と全
国各地からの竜（大蛇）等によるパレード・演舞などが実施される他、サブ
イベントとして、市民ステージやフリーマーケットなども開催予定です。 

趣向を凝らしたパフォーマンス
を交え、イルミネーションパレー
ドに参加してみませんか？ 

日　時 10月10日（日） 
10：00～19：00

会　場 さいたまスーパーアリ 
ーナ及び周辺（中央区） 

交　通 JRさいたま新都心駅 
から徒歩すぐ 

※雨天決行 

�「フロートパフォーマンス 
 　　コンテスト参加団体」募集中！ 

大宮夏まつり　第17回スパークカーニバル 

サンバと御輿が競演（スパーク）
する熱気あふれるお祭りです。 
サンバパレードや御輿渡御の
他に、ステージイベント等が行
われます。 

日　時 8月1日（日）　 
17：00～22：00

会　場 JR大宮駅西口周辺 
（大宮区） 

交　通 JR大宮駅西口から 
徒歩すぐ 

（交通規制同時間） 
※天候不良の場合は、一部の実 
　施内容について変更・中止。 

大宮夏まつり　2004中山道まつり 

1日は御輿の渡御と山車の巡行、2
日は御輿揃い渡御、山車揃い巡行の
他に1,000人以上が参加する民踊パ
レードや阿波踊りパレード、ステー
ジイベント等が行われます。 

日　時 8月1日（日） 
17：00～21：00 
8月2日（月） 
17：00～22：00

会　場 JR大宮駅東口周辺（大宮区） 

交　通 JR大宮駅東口から徒歩すぐ 

（各日交通規制同時間） 
※天候不良の場合は、一部の 
　実施内容について変更・中止。 

（両日とも） 

I S O 1 4 0 0 1認 証 取 得 企 業  
ビル総合管理のことなら 
株式 
会社 

フリーダイヤル 

0120-873413
一般廃棄物・産業廃棄物のことなら 
株式 
会社 

フリーダイヤル 

0120-538901

〒330-0061　さいたま市浦和区常盤5-2-18
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平成１６年７月～９月 

名　　　　　称 開　催　日 開　催　場　所 問 い 合 わ せ 先  主    な    内    容 

さいたま市内で行われるイベントのご紹介です。 

第4回さいたま市 
公民館絵画グループ展  

生涯学習振興課 
　048-829-1703

言語交流研究所ヒッポファミリークラブ 
　0120-557-761

文化財保護課 
　048-829-1723

文化財保護課 
　048-829-1723 
 

ハローダイヤル 
　03-5777-8600 
 

スポーツ企画課　　　　　　　 　048-829-1058 
チケットに関するお問い合わせ　　03-5777-8600

事務局（拓也コレクション） 
　048-875-5156

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 
　048-647-8339

ハローダイヤル 
　03-5777-8600

（財）埼玉県国際交流協会 
　048-833-2992

文化財保護課 
　048-829-1723

大宮リサイクルマーケット実行委員会（原田史） 
　048-663-3955

市内の公民館で活動している絵画グループの作品展です。 
2～7日が東部、9～14日が西部の公民館です。 

誰でも環境さえあれば、いくつの言語でも話せるようになり、真の国際 
交流が出来るようになります。その多言語活動についての講演です。 

3頭の獅子が勇壮・華麗に舞います。 
市指定無形文化財に指定されています。 

3頭の獅子が優美に舞います。 
市指定無形文化財に指定されています。 

子供たるみこし・大人みこし、それに木やり流しが 
集まり、中山道を練り歩きます。 

浦和レッズ VS インテル・ミラノ（イタリア・セリエA）とのサッカー 
国際親善試合を開催します。午後7時にキックオフです（有料）。 

全国の古民具・骨董・アンティークの店が浦和に大集合します。 
7月以外は毎月第4土曜日に開催します。小雨決行です。 

1日は御輿渡御・山車巡行が、2日は御輿揃い渡御・山車揃い巡行・ 
民踊パレード・阿波踊り・ステージイベントが行われます。 

2尺玉のほか、スターマインや早打ちなど、 
約15,000発が打ち上げられます。 

世界の子供の暮らしを紹介し、世界のおやつを試食できる異文化理解の 
ためのワークショップです。対象は小学校4年生から中学生までです。 

実際に餅をつきながら踊りを披露し、搗きあがった餅は 
振る舞われます。市指定無形民俗文化財に指定されています。 

「地球にやさしく」をテーマに3月、6月、9月、12月の 
それぞれ第1日曜日に開催されます。 

ハングル（韓国語）講座【初級】 

教育講演会「7ヶ国語で話そう！」 

秋葉ささら獅子舞 

田島の獅子舞 

浦和まつり 第24回みこしパレード 
 

さいたまシティカップ2004

氷川女体神社の名越祓え 
 

浦和宿ふるさと市 

フリーマーケット 

与野夏祭り 

浦和まつり 南浦和東口会場 

浦和まつり　第9回音楽パレード 
浦和まつり　第28回浦和おどり 

大宮夏まつり 
 第17回スパークカーニバル 

大宮夏まつり 2004中山道まつり 

大宮夏まつり  
第33回大宮日進七夕まつり 

平成16年度さいたま市花火大会 

深作ささら獅子舞 

SIA国際協力ボランティア 
フォーラム 

見沼通船堀閘門開閉式実演 

指扇の餅搗き踊り 

第27回北浦和阿波おどり大会 

大宮リサイクルマーケット 

第26回仲秋の名月端唄の夕べ 

（財）埼玉県国際交流協会 
　048-833-2992

リサイクル運動市民の会埼玉支部 
　048-834-0250

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 
　048-647-8339

ハローダイヤル 
　03-5777-8600 
 

ハローダイヤル 
　03-5777-8600

文化財保護課 
　048-829-1723

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 
　048-647-8339

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 
　048-647-8339

文化財保護課 
　048-829-1723

文化財保護課 
　048-829-1723

北浦和阿波おどり実行委員会　 048-831-4875 
浦和区地域経済課　　　　   　 048-829-6179

端唄青柳流本部 
　048-861-0442  　090-7280-2281

ハングルの基礎を学び、簡単な会話ができるようになるための 
講座です。全12回で受講料は17,500円（会員15,000円）です。 

一般家庭の不要品・手作り品・コレクター品などを 
売買する蚤の市。出店の参加は完全予約制です。 

上町・仲町・下町・上峰の四町の御輿が一日目は揃い渡御を、二日目はそ 
れぞれ渡御します。また、他の町内でも、それぞれお祭りが行われます。 

音楽パレード：市内の小中学校、高校の金管バンド部などがそれぞれのコスチューム、華やかな音色で行進します。 
浦和おどり：見沼太鼓の演奏の中、約60の団体が子供から大人まで、それぞれ個性的な衣裳で踊ります。 

音楽パレード、浦和おどりパレード、よさこいパレード、 
太鼓演奏などが行われます。 

無病息災を祈って輪くぐりや人形流しを行う「夏越しの 
大祓え」です。市指定無形民俗文化財に指定されています。 

マーチングバンド・バトンチームのオープニングパレード、御輿パレード、 
サンバパレード、ステージイベントなどが行われます。 

約100本の竹飾りの他、子供御輿と山車の練り歩き、 
マーチングバンドによるパレードなどが行われます。 

3頭の獅子が勇壮・華麗に舞います。 
市指定無形民俗文化財に指定されています。 

国指定史跡「見沼通船堀」東縁閘門を使って、 
水位の調節を行います。 

近隣小・中学校の金管バトンブラスバンドや市内外から 
多数の阿波おどり連の参加があります。小雨決行です。 

江戸の粋『端唄』と、お座敷唄、踊りを楽しむ集いです。 
会費は飲食代を含み6,500円です。 

さいたま市文化センター展示室 

（財）埼玉県国際交流協会 
（浦和地方庁舎3F） 

市民会館おおみや、カルタスホール 
青少年宇宙科学館、他 

埼玉スタジアム2002

秋葉神社、永昌寺 

本町通り周辺 

田島氷川神社 

中山道（埼玉縣信用金庫から 
さくら草通りまで） 

中山道 
（新浦和橋から調神社まで） 

南浦和駅東口周辺 
(駅前から舟山通り交差点まで)

埼玉スタジアム2002

氷川女體神社 

調神社・公園 

大宮駅西口周辺 

大宮駅東口周辺 

日進七夕通り周辺 

荒川総合運動公園 

深作氷川神社 

With you さいたま 

見沼通船堀東縁 

指扇小学校 

北浦和駅西口周辺（ふれあい通り、 
ハッピーロード、北浦和サティ前まで） 

山丸公園 

割烹千代田 

7/2～14 
（5,8,12日休み） 

7/3～9/25までの 
毎週土曜日（8/14休み） 

7/9,10,13, 
　14,30

7/11,9/23

7/17

7/17～18

7/18

7/18

7/25

7/25

7/27

7/31

7/31,8/28, 
9/25

8/1

8/1～2

8/6～7

8/14

8/21

8/24

8/25

8/28

9/4

9/5

9/26

素敵屋さん●イルクオーレすぱげってぇ屋さん●あるぴいの銀花ギャラリー 
お菓子やさん（工房本店・高島屋大宮店）●逸品屋さん●貸しギャラリー多羅葉 
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平成１６年７月～９月 

さいたま市観光地図を発行しました 

　さいたま市に訪れるビジター客向けの観光地
図を発行しました。市内のコンベンション施設
から各観光スポット等への位置関係がわかる全
体図や主要駅前周辺図、本市へのアクセス方法、
鉄道路線図、便利な電話一覧などを掲載してい
ますので、是非ご活用ください。 

ホームページがリニューアル 

6月から当ビューローのホームページ
「Welcome to  Saitama」をリニュー
アルしました。従来からさらに見やすく
便利になりましたので、是非アクセスく
ださい。アドレスはこれまでと同じ
http://www.scvb.or.jp/ です。 

今年のＧＷ直前の4月28日（水）に、埼玉県内最大級の大
型ショッピングモール「ステラタウン」が、北区宮原にグラ
ンドオープンしました。 
約50,000m2に及ぶ広大な敷地には、イトーヨーカ堂、ル

ームズ大正、マックスイエローハット、ザ・ダイソーの他、
108店舗に及ぶ専門店など、多彩なテナントが集まります。 

JACK大宮・宇宙劇場 親子星空教室 
JR大宮駅西口徒歩３分 
　０４８-６４７-００１１ 
休館日：水（祝日の場合翌平日）、年末年始　※障害者及び団体割引あり 

夏の星座と星空観察の方法を紹介
する、親子で楽しめるイベント。 

開催日 ８/７ 料　金 無料（要申込・７/１２必着） 

埼玉県立博物館 企画展示「埼玉県発掘調査速報 2004」 
東武野田線大宮公園駅徒歩５分　　０４８-６４５-８１７１ 
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日（土・日・祝日を除く）、６/７～１４、年末年始 
※中学生まで・６５才以上・障害者手帳をお持ちの方は無料 

県内で発掘調査時に出土したもの
などを公開。東松山市上松本遺跡
の琴を持った人物埴輪などみどこ
ろが盛りだくさん。 

開催日 ７/１０～８/３１ 料　金 一般２１０円　大高生１００円 

さいたま市立漫画会館 スポーツ漫画展 
東武野田線大宮公園駅徒歩５分 
　０４８-６６３-１５４１ 
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始 

「スポーツ」をテーマにした語り
つがれる漫画の展示や、各種スポ
ーツ選手と漫画作品との出会いを
紹介。 

開催日 ９/１１～１１/２３ 料　金 無料 

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 特別展「物怪用心」 
JR大宮駅東口から国際興業バス「さいたま東営業所」行き「三崎台」下車すぐ 
　０４８-６８８-３３３０ 
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始 

家族連れで楽しめて心に何かが残ると評
判のもののけ大集合第４弾。幕末期の名
主のお屋敷に陣取った物怪たちにご用心
ご用心！今夏のやつらは手ごわいぞ。 

開催日 ７/２４～９/５ 料　金 無料 

さいたま市立浦和博物館 夏休み子ども博物館 
JR北浦和駅東口から東武バス「市立病院」行き終点下車すぐ 
　０４８-８７４-３９６０ 
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始 

小学生を対象にした、見沼通船堀
・昔と今の学校・縄文人の顏など
をテーマにしたミニ展示。 

開催日 ７/１７～９/５ 料　金 無料 

うらわ美術館 ブラティスラヴァ世界絵本原画展ー広がる絵本世界 
JR浦和駅西口徒歩７分　　０４８-８２７-３２１５ 
休館日：月（祝日・休日の場合翌日）、年末年始 
※障害者及び団体割引あり 

絵本の原画約１５０点を展示。 

開催日 ７/１０～８/２９ 料　金 一般６３０円　大高生４２０円　中小生無料 

埼玉県立近代美術館 企画展「生誕100周年記念 アプリケ作家 宮脇綾子の世界」 
JR北浦和駅西口徒歩３分 
　０４８-８２４-０１１１ 
休館日：月、祝日の翌日（土日祝は開館）、年末年始　※団体割引あり 

「布きれの芸術」と呼ばれる宮脇
綾子の詩情あふれるアプリケを展
示。生活者としての視点に支えら
れた豊かな造形の世界を回顧。 

開催日 ６/２６～８/２９ 料　金 一般８００円　大高生６４０円 

青少年宇宙科学館 特別企画「夏休みワクワク科学工房2004」 
JR浦和駅東口から国際興業バス「北浦和駅東口」行き「宇宙科学館入口」下車徒歩３分 
　０４８-８８１-１５１５ 
休館日：月（祝日の場合翌日）、年末年始 

科学の視点からの‘ものづくり’
を通し、子どもたちの科学への興
味関心を刺激し、今後の学習への
発展となる機会を提供。 

開催日 ７/１７～８/３１ 

̃ 

/

料　金 無料 

さいたま市立博物館 夏休み子ども博物館 
JR大宮駅東口徒歩１２分 
　０４８-６４４-２３２２ 
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始 

「縄文時代のさいたま市」「中山道浦和宿
・大宮宿・与野宿の町並み」など、７つの
テーマでさいたま市を紹介。昔のおもちゃ
遊びや、火おこしきなどの体験も可能。 

開催日 ７/17～８/３１ 料　金 無料（一部講座は有料） 

彩の国さいたま芸術劇場 公共ホール演劇製作ネットワーク事業「ハロー、グッバイ」 
JR与野本町駅西口徒歩７分 
　０４８-８５８-５５１１ 
休館日：臨時休館日あり、年末年始　※団体割引あり 

生誕１００年を迎えた小津安二郎の名作
映画「お早よう」を舞台化。NHK「ふ
たりっ子」主役の菊池麻衣子など出演。 

開催日 ８/２６～８/２９ 料　金 S席４，５００円　A席３，０００円　学生S席２，５００円　学生A席１，５００円 

浦和くらしの博物館民家園 平成16年度 夏休み子供チャレンジ教室 
JR浦和駅西口から国際興業バス「東川口駅北口」行き「念仏橋」下車すぐ 
　０４８-８７８-５０２５ 
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始 

夏休みの小学生を対象に、トイレット
ペーパーの芯を用いたおもちゃ作り、
押し花を用いて万華鏡等を作る。 

開催日 ７/２８・８/５ 料　金 トイレットペーパーの芯のおもちゃ２００円　押し花５００円 

ジョン・レノン・ミュージアム ジョン・レノン「作詞ノート」を全ページ公開 
JRさいたま新都心駅徒歩３分　北与野駅徒歩７分 
　０４８-６０１-０００９ 
休館日：火（祝日の場合翌日）、年末年始　※障害者及び団体割引あり 

ビートルズのアルバムに収録され
ているジョンの曲を順次紹介。 

開催日 ～８/３０ 料　金 大人１，５００円　大高生１，０００円　小中生５００円 

大型ショッピングモール 
「　　　　　　 」がオープン 

所在地等 
〒331-0812 
埼玉県さいたま市北区宮原町1-1-1　 
TEL 048-660-5200 
営業時間 
ショッピング 
　　10:00～21:00 
レストラン 
　　11:00～23:00（各店舗により多少異なります） 
アクセス 
電車：　ＪＲ土呂駅から徒歩12分。 
　　　埼玉新都市交通ニューシャトル加茂宮駅から徒歩7分。 
バス：ＪＲ宮原駅から東武バス「メディカルセンター経由大宮駅東口」 
　　　行き「本郷住宅前」下車。 
　　　ＪＲ大宮駅から東武バス「上尾車庫」行き「北区役所」下車。 
お車：　   ＪＲ大宮駅から中山道を上尾方面に約3ｋｍ（北区役所交差点右折） 
　　　　　　     ＪＲ上尾駅から中山道を大宮方面に約5.5ｋｍ（北区役所交差点左折） 
○ 詳しくはホームページにアクセス 
　　　URL　http://www.stellartown.com

さいたま市内の美術館・博物館からのおすすめイベント情報です！ 
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味祖南京 
鳩屋販売（株） 

金　　額： 

電　　話： 

２８０g小箱入り　６５０円（６８３円） 

０４８-６８３-５１１１ 

　武蔵の国伝承、味祖南京は、厳選された南京豆と鳩屋秘
伝の味噌、蜂蜜をふんだんに使い、心をこめて作った手作
りの商品です。お茶うけやお酒のおつまみにピッタリの味。
その他にも鳩屋商品には、佃煮、豆菓子などが豊富に取り
揃えられています。お中元・お歳暮などのギフトには各種
ギフトセットがオススメ。 

福々まんじゅう 
御菓子司　福泉 

金　　額： 

電　　話： 

６個入り　８００円（税込） 

０４８-８８２-２９７３ 

　まざり物なしの地粉のみを使用し、無着色無添加の手作
りです。昔から常食として親しまれている小麦粉を「人の
心に響くもの」「母への感謝の気持ちを形に」の思いを込
めて、熟達した職人が練り上げており、昔の味・本物の味
に出会える自慢の一品です。菓子作りを通じて浦和文化の
向上に少しでもお手伝いしたく生み出した一品だというご
主人。お土産としても喜ばれ、「本当にうまい！忘れられ
ない！」とリクエストされるものになったそうです。「材
料を吟味し、時間をかけ丁寧に作る」「お客様からの目を
大事に」をいつも心において励んでいるとも語ってくださ
いました。福々まんじゅうの他にも探究心溢れる職人の目
と技、心が刻む和菓子が多種ありますので、ぜひお試しく
ださい。 

鳩屋特別キャンペーン 

味祖南京・径山寺みそ・ゆず昆布・ 
ぶどう豆 

味祖南京・しそ若布・紫蘇こぶ・径山寺みそ・ 
舌鼓・ぶどう豆 
 

2,600円 
（2,730円） 

4,150円 
（4,358円） 

※お支払いは代金引換になります。（代引手数料３１５円別途）　 詳しくはお問い合わせください。 

ギフトCー1 ギフトDー1

◆期間◆ 
お中元　６月２５日～８月１４日 
お歳暮１１月２５日～１月１０日 

◆４，０００円以上　全国どこでも送料無料！ 
◆３，０００円以上のギフトは別途送料１００円 

 

前号に引き続き、第1回さいたま観光コンベンション 
ビューロー推奨土産品品評会金賞作品のご紹介です。 

●（ ）内の価格は税込価格 

お中元・お歳暮に、鳩屋のギフト 
味祖南京  本舗  鳩屋 

（鳩屋販売株式会社） ●本　店 
　さいたま市見沼区大和田町2-1248

電話　048-683-5111●大宮店 
　さ い た ま 市 大 宮 区 宮 町 2 - 1 1 9

電話　048-644-2828
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　日本最大のスポーツの祭典である国民体育大会が、いよい
よ９月に開幕いたします。埼玉県としては、昭和４２年の第２２
回大会から数えて３７年ぶり二度目となり、夏季大会は川口市
を、秋季大会は熊谷市をメーン会場として開催されます。また、
県内５６市町村では、３７種目の正式競技と２種目の公開競技が、
１７市町村では１５種目のスポーツ行事がデモンストレーション
として実施されます。 

■大会が目指すものは？ 
「日本一簡素で心のこもった国体」という理念の基に、愛称を公募し、「彩の
国まごころ国体」に決まりました。県民が心を一つにして、真心こもった彩り
豊かな国体の実現と成功を目指します。 
 
■大会スローガン　とどけ　この夢　この歓声 
懸命に夢を追いかける選手と、見守り応援する人、温かく迎える人など様々
な人々の思いが一つになるようにとの願いが込められています。 

 
 
都道府県対抗、各都道府県持ち回り方式で毎年開催され、昭和３６（１９６１）年からは、
国のスポーツ振興法に定める重要行事の一つとして、日本体育協会・文部科学省・
開催地都道府県の三者共催で行われています。 
 
 
各都道府県対抗の得点対象として行う競技で、夏季・秋季合わせて３７種目有ります。
夏季大会は、水泳・サッカー・ボート・カヌー・ボウリング・ゴルフの６競技が有り、さい
たま市では、サッカーを行います。また、秋季大会は、陸上競技、テニス、ホッケー、
ボクシング、バレーボール、体操、バスケットボール、レスリング、セーリング、ウェイ
トリフティング、ハンドボール、自転車、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、フ
ェンシング、柔道、ソフトボール、バトミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビー、
山岳、アーチェリー、空手道、銃剣道、クレー射撃、なぎなたの３１競技があり、さいた
ま市では、テニス、ウエイトリフティング、自転車（トラックレース）、軟式野球、ライフ
ル射撃（センター・ファイヤ・ピストル）が行われます。 
 
 
公開競技とは、都道府県対抗の得点対象として行う正式競技と違い、得点対象とな
らない競技です。 
彩の国まごころ国体の公開競技は、高等学校野球（硬式・軟式）とスポーツ芸術の２
種類があり、さいたま市では、高等学校野球（硬式）とスポーツ芸術（写真・まんが・
音楽）が行われます。 
 
 
県内各地で親しまれている競技を、より広く県民の皆
様へお知らせし、競技の推進を図るため、実施するも
のです。彩の国まごころ国体では、グラウンドゴルフ、
タッチラグビー、インディアカ、ビリヤードなど、計１５の
行事が１７市町村で行われ、さいたま市では、ビリヤー
ドを行います。 

県民の鳥「シラコバト」をモチーフにして誕生したコバトンは、
彩の国まごころ国体のマスコットとして、人から人へ、大会から大
会へ、みんなの熱意とまごころをつなぐバトンのような存在です。 

国民体育大会とは？ 

正式競技とは？ 

公開競技とは？ 

デモンストレーションとしてのスポーツ行事とは？ 

第５９回国 民体育大会「彩の国まごころ国体」 
第４回全国 障害者スポーツ大会「彩の国まごころ大会」 いよいよ開幕！！ いよいよ開幕！！ 

2004年　第59回国民体育大会 

とどけ この夢 この歓声 

９月１１日（土）～１４日（火） 
開会式９月１０日（金） 

夏季大会  
１０月２３日（土）～２８日（木） 
開会式１０月２３日（土） 

秋季大会  

マスコット コバトン 
 

株式会社 

人＆人のコミュニケーションづくり 

各種イベント・記念式典・祝賀会・スポーツ大会・開通式 
レンタル・他　何でもお気軽にご連絡下さい。 
本　　　　社  東京都板橋区高島平8-6-6  TEL03-3550-4860 
さいたまセンター  さいたま市南区内谷3-4-8  TEL048-865-4786

E-mail   info@8plan.co.jp
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■大会の目的とは？ 
障害のある選手が、障害者スポーツの全国的祭典であるこの大会に参加し、スポ
ーツの楽しさを体験するとともに、国民の障害に対する理解を深め、障害のある
人の社会参加の推進に寄与することを目的とします。 

■大会スローガン　ともに感動！ともに笑顔 
選手やボランティアなどの大会参加者が、力いっぱいがんばったあとは笑顔になれ、
全ての方々と、ともに感動を分かち合える、という意味が込められています。 

 
 
陸上、フライングディスク、バスケットボール、車椅子バスケットボール、バレーボ
ール、水泳、アーチェリー、卓球、サッカー、ソフトボール、グランドソフトボール、
ボウリング、フットベースボールの１３競技があり、さいたま市では、アーチェリー
とバレーボール（知的障害の部）が行われます。 
 
 
広く障害者スポーツの普及及び振興を図るため、正式競技以外の競技種目を設定
したものです。今大会では、精神障害者バレーボールと、脳性まひ７人制サッカー
の２競技があり、さいたま市では、脳性まひ７人制サッカーが行われます。 

オープン競技とは？ 

正式競技とは？ 

１１月１３日（土）～１５日（月） 本大会  

　彩の国まごころ国体に引き続き開催される全国障害者スポーツ大会は、４７
都道府県、１３政令指定都市が選手団を結成し、約５，５００人の選手・役員が参加
する障害者スポーツの全国大会です。平成１２年まで別々に開催されていた全
国身体障害者スポーツ大会と全国知的障害者スポーツ大会（ゆうあいピック）
が統合され開催されるようになりました。今大会では、１３の正式競技と２つの
オープン競技が、県内９市町を会場に実施されます。 

競技日程（9月） 

10（金） 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

11（土） 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

12（日） 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

13（月） 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

14（火） 

● 

○ 

競技 
 

 

 

サッカー 

 

 

 

ビリヤード 

競技会場 

埼玉スタジアム2002 
（少年男子） 

埼玉スタジアム2002 
第2グラウンド（少年男子） 
埼玉スタジアム2002 
第3グラウンド（少年男子） 
駒場運動公園競技場 

（少年男子） 

大原競技場 
（少年男子・成年男子） 

大宮公園サッカー場 
（少年男子・成年男子） 

さいたま市 
記念総合体育館 

競技日程（10月） 

23（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

24（日） 

◎
 

 

○
 

 

 

◎ 

○ 

 

○ 

○ 

25（月） 

○ 

 

○ 
 

○ 

○ 

○ 

□ 

○ 

 

 

○ 

26（火） 

○ 

 

○ 
 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

27（水） 

○ 

 

● 

 
○ 

● 

○ 

○ 

○ 

○ 

28（木） 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

○ 

競技 
 

テニス 
 

ウエイトリフティング 
 

自転車 

軟式野球 
 

ライフル射撃（CP） 

高等学校野球（硬式） 

スポーツ芸術（写真） 

スポーツ芸術（まんが） 

スポーツ芸術（音楽） 

競技会場 

大宮第二公園 
テニス場 

（少年男子・少年女子） 

さいたま市 
記念総合体育館 

（成年男子・少年男子） 

大宮公園双輪場 
（トラックレース） 

さいたま市営大宮球場 
（一般A） 

さいたま市営浦和球場 
（一般A） 

埼玉県警察学校射撃場 

大宮公園野球場 

さいたま市文化センター 

さいたま市立漫画会館 

彩の国さいたま芸術劇場 

9/11～11/23まで休館日（通常月曜日）を除く毎日 

○印→競技日等　◎印→開始式後競技　●印→競技終了後総合成績表彰 
□→公開（公式）練習日 

○印→競技日　☆印→関係者のみ（会場外に設置されたモニター観覧は可能） 

夏季大会  

秋季大会  

彩の国まごころ国体を応援に行こう!!

日程（11月） 
障害区分 

 
身体障害 

知的障害 

身体障害 

 

 

13（土） 

 

○ 

 

 

 

 

14（日） 

○ 

○ 

○ 

 

15（月） 

 

○ 

 

☆ 

競技など 
 

アーチェリー 

バレーボール 

脳性まひ7人制サッカー 

閉会式 

（オープン競技） 

会　場 

埼玉県障害者 
交流センターグラウンド 

さいたま市 
記念総合体育館 

埼玉スタジアム2002 
第2グラウンド 
さいたま 

スーパーアリーナ 

さいたま市開催競技日程 

彩の国まごころ大会を応援に行こう!!
さいたま市開催競技日程 

彩の国まごころ国体の詳細は… 
彩の国まごころ国体 さいたま市実行委員会事務局　TEL０４８-８４０-６１１５ 
URL　http://www.city.saitama.jp/

第4回全国障害者スポーツ大会 
ともに感動! ともに笑顔 

2004年 

彩の国まごころ大会の詳細は… 
　さいたま市全国障害者スポーツ大会推進室　TEL ０４８-８２９-１３０３ 
　URL http://www.city.saitama.jp/
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新しい支援メニュー 
「コンベンション開催準備資金貸付制度」を創設 
新しい支援メニュー 
「コンベンション開催準備資金貸付制度」を創設 

　４月１日より「コンベンション開催準備資金貸付制度」がスタートしました。
さいたま市でのコンベンションの円滑な運営と成功を資金面からサポート
するため、次の要件を充たすコンベンション主催者に対し準備資金を無利
息で３００万円（総予算の２０％以内）を限度に貸付いたします。 
詳細についてはP17下記までお問い合わせください。 
（１）さいたま市内の会場を主たる会場として開催される大会、会議、　

展示会、見本市等であるもの 
（２）産業、経済、学術、文化、国際交流等の振興に寄与するもので、公共

又は公益団体等の共催、協賛、後援が得られるもの 
（３）６ヶ月以上の準備期間を要するもの 
（４）主催団体が、営利を得ることを主たる目的とする事業活動を行って

いないもの 
（５）埼玉県域以外からの参加者が相当数見込まれるもの 
（６）政治的、宗教的なものでないもの 
（７）ビューローの実施するコンベンション調査に協力できるもの 

おもてなしの心　普及・啓発セミナーを開催 
　昨年開催された、ある全国大会会議における経済波及効果の調査につ

いてまとめました。その結果、直接的経済効果の約2.8倍の経済波及効果

を地域にもたらしたことが推計され、コンベンションの開催は地域経済の

活性化に大いに貢献していることがうかがえます。 

　このようなことから、今後とも当ビューローでは、多くの経済的・社会的

波及効果をもたらすコンベンションを、さいたま市で開催できるよう積極

的に誘致・支援活動を展開して参ります。 
 

調査対象：２００３年６月（２日間）に大宮ソニックシティで行われた社会福祉関係の全国大会 

参加者数：１，０１４名（宿泊者５９５名・日帰者４１９名） 

調査方法：① 参加者へ滞在中の消費内容等についてアンケート（回収率３１.５％） 

　　　　 ② 主催者へ決算状況等についてヒアリング 

測定方法：アンケート及びヒアリング調査をもとに、ＪＣＣＢ（日本コングレスコンベンション

ビューロー）が示す測定手法並びに平成７年度埼玉県産業関連表の数値を用いて測定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接的経済効果とは？ 

コンベンション開催に関する経費と、参加者個人の消費、すなわち主催者

や参加者が直接消費する支出であり、地元経済への売上として直接発生す

るものです。 
 

間接的経済効果とは？ 

直接的な消費支出により新たに発生した需要に応えるために、各産業が原

材料やサービスの生産活動を行うことにより生じるもので、所得形成効果、

雇用創出効果、税収増大効果などがあります。 

コンベンションがもたらす経済波及効果 
2日間の全国大会会議 6,012万円万円 6,012万円万円 6,012万円 
コンベンションがもたらす経済波及効果 
2日間の全国大会会議 

このページの詳しいお問い合わせは…コンベンション事業担当　TEL０４８-６４７-０７８８まで 

調査結果 

最高貸付金額　最高貸付金額　300万円万円 最高貸付金額　最高貸付金額　300万円万円 最高貸付金額　300万円 

おもてなしの心　普及・啓発セミナーを開催 おもてなしの心　普及・啓発セミナーを開催 

　去る６月２３日（水）、シーノ大宮センタープラザに今春オープンした「さい
たま市生涯学習総合センター」多目的ホールを会場として、本市の観光産
業従事者に対するホスピタリティマインド（おもてなしの心）の醸成を目的に、
恒例の「おもてなしの心 普及・啓発セミナー」を開催いたしました。今回の
セミナーでは、FM NACK5パーソナリティなどで活躍中の大野勢太郎氏か
ら「おもてなしの心で創造する街」と
題して、自らの体験談を交えたホスピ
タリティの心構え・接客対応などにつ
いてのご講演と、さいたま市総務局
国体事務局長兵藤八郎氏から、本年
埼玉県で開催されるビックイベント「彩
の国まごころ国体」についてのご講
演が行われました。今後も当ビューロ
ーでは、おもてなしの心の普及・啓発
活動を推進して参ります。 

※詳細については下記までお問い合わせください。 
 
 

直接的経済効果・・・・２，１４６万８千円 

間接的経済効果・・・・３，８６５万５千円 

経済波及効果合計・・・６，０１２万３千円 

乗りこしても、改札機で自動精算。 1

パスケースに入れたまま、タッチ＆ゴー。 2

3

紛失しても、再発行できる！（Suica定期券のみ） 4
SuicaはJR東日本の登録商標です。 

詳しくは、Suicaご利用可能エリア内の主な駅にあるパンフレット、またはホームページ（http://www.jreast.co.jp/suica/）をご覧ください。 

Suica定期券 Suicaイオカード 「Suica」は、こんなに便利です。 

大宮支社 

東 

経由　東北・赤羽（埼京線）池袋（山手線） 

１４.３.２５ ヒガシニホン　タロウ様 大宮駅発行３ 
４３才　男 

４月１日から 

まで 

No-００００１ 

大 宮 ←→ 新 宿 

１6. ９. ３０ 

通勤6箇月 

６５０２０円 
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名　　　称 開催日 開催場所 問い合わせ先 備　　考 参加者数 
（人） 名　　　称 開催日 開催場所 問い合わせ先 備　　考 参加者数 

（人） 

第59回国民体育大会 
彩の国まごころ国体　 
夏季大会（サッカー） 

彩の国まごころ国体さいたま市 
実行委員会事務局 
　０４８-８４０-６１１５ 

埼玉スタジアム 
2002他 

9/10～14 一般観覧可  3,500

第59回国民体育大会 
彩の国まごころ国体 
夏季大会（ビリヤード） 

彩の国まごころ国体さいたま市 
実行委員会事務局 
　０４８-８４０-６１１５ 

さいたま市 
記念総合体育館 9/14 一般観覧可  600

第59回 
日本体力医学会大会  

同大会事務局 
　０４-２９４７-６９１２ 

大宮 
ソニックシティ 9/14～16 1,500

14日のみ 
一般参加可 

第30回 
日本看護研究学会 
学術集会 

同学術集会事務局 
　０４２４-９５-２５８３ 

大宮 
ソニックシティ 7/29～30 関係者のみ 2,000

第14回 
日本呼吸管理学会 
学術集会 

同学術集会事務局 
（獨協医科大学越谷病院） 
　  ０４８-９６５-１１１１（内線:２６２０） 

大宮 
ソニックシティ 8/6～8 関係者のみ 1,000

NTT労働組合 
第7回定期全国大会 

NTT労働組合中央本部 
　０３-３２１９-２１１１ 

大宮 
ソニックシティ 

8/25～26 関係者のみ 1,500

日本痩身医学協会 
セミナー 

日本痩身医学協会 
　０６-６５５１-８５０５ 埼玉会館 8/29 関係者のみ 1,000

衛生微生物 
技術協議会 
第25回研究会 

埼玉県衛生研究所 
　０４８-８５３-５０４７ 

埼玉会館 7/8～9 関係者のみ 300

平成16年度 
透析療法 
従事職員研修 

（財）日本腎臓財団　 
　０３-３８１５-２９８９ 

大宮 
ソニックシティ 7/9～10 関係者のみ 2,000

埼玉県臨床工学技士会　 
第３回 
臨床工学セミナー 

埼玉県臨床工学技士会 
　０４９-２７６-１６３９ 

大宮 
ソニックシティ 7/11 関係者のみ 200

第6回 
埼玉老年泌尿器科 
研究会 

埼玉老年・ 
泌尿器科研究会 
　 ０４８-８３３-７５２７(fax） 
 

大宮 
ソニックシティ 7/17 関係者のみ 200

彩の国 
高校進学フェア 
（公立・私立） 

彩の国高校フェア事務局　 
　０４８-８２２-６８００ 

さいたまスーパー 
アリーナ 7/24～25 一般参加可 

無料 
３０,０００ 

全国水道企業団 
協議会 
第48回総会 

越谷・松伏水道企業団 
　０４８-９６６-３９３１ 

浦和ロイヤル 
パインズホテル 7/1 関係者のみ 250

フォーラムinさいたま 
子育てするなら 
さいたま市 

同実行委員会 
事務局 
　０４８-６８８-８８３６ 

さいたま市民 
会館おおみや 7/3 一般参加可 1,370

第40回 
関東甲信越 
眼科学会 

埼玉県眼科医会 
　０４８-８２４-２６１１ 

大宮 
ソニックシティ 7/3～4 関係者のみ 300

平成１６年７月～９月 さいたま市内で行われる会議・大会・展示会・スポーツイベントなどのご紹介です。 

第３回さいたま新都心けやきひろば水かけまつり＆アジアンフェスタ 

大宮ソニックシティ・クラシックコンサートのご案内 

日時：8月28日（土）～29日（日） 
時間：11:00～19:00（水かけは13:00～15:00） 
会場：さいたま新都心けやきひろば 

内
　
容 

● 水かけまつり 
● アジアンマーケット（フード・ビール・ドリンク・物販販売） 
● アジア各国民族舞踊・民族音楽のパフォーマンス 
● ムエタイのデモンストレーション 
 

お問い合わせ 株式会社さいたまアリーナ　　048-601-1122 お申し込み・お問い合わせ 大宮ソニックシティホール　　048-647-7722（9時～18時／日曜・祝祭日を除く） 
 

日本フィル SONIC-CITY さいたまシリーズ2004 ＜秋シリーズ＞ 

SONIC-CITY 2004 シーズンコンサート 

SONIC-CITY オペラ 2004

◆第25回さいたま定期演奏会　指揮：沼尻竜典　ピアノ：仲道郁代 
　9月24日（金） 19:00開演（S席￥5,000～） 
◆第26回さいたま定期演奏会　指揮：アヌ・ターリ　ヴァイオリン：川畠成道 
　11月5日（金） 19:00開演（S席￥5,000～） 
◆第27回さいたま定期演奏会　指揮：小林研一郎　ピアノ：小山実稚恵 
　05年 1月7日（金） 19:00開演（S席￥5,000～） 
※お得な市民割引（￥1,000引き）有り 

◆パリ室内管弦楽団　指揮：ジョン・ネルソン　アルフレード役：イシュトヴァーン・コヴァーチハージ　ピアノ：ダン・タイ・ソン 
　10月9日（土） 15:00開演（S席￥6,000～） 
※お得なグループ券有り 
 

◆ハンガリー国立歌劇場「椿姫」 
　ヴィオレッタ役：アンドレア・ロスト　ジェルモン役：レナート・ブルゾン 
　10月21日（木） 18:30開演（S席￥18,000～） 
　※この価格でお求めいただけるのは、ソニックシティだけ！ 

タイをはじめ東南アジア各国で、豊作や無病息災を祈願して行われる水かけまつり（ソンク 
ラーン祭り）を、さいたま新都心オリジナルとしてアレンジしたお祭り。水鉄砲やコップなど 
で、大人から子供まで水をかけあって楽しみます。また、アジアンフードの屋台やアジア各
国の舞踊やムエタイショー、アジアンライブなど、けやきひろばはアジアのムード満点に。 
夏休み最後の週末はけやきひろばでお楽しみください。 

埼玉県内市町村職員 
採用合同説明会  

彩の国さいたま 
人づくり広域連合 
　０４８-８３０-７７４７ 

さいたまスーパー 
アリーナ 7/27 一般参加可 3,000

三つ子の魂 
シンポジウム 
2004

特定非営利法人 
にこにこKIDS　　 
　０４４-９５２-４５０４ 

埼玉会館 9/25
一般参加可 
有料（申込制） 
手話通訳付  

504

ご婚礼 ご宴会 

大宮  

ラフォーレ 
さいたま市大宮区東町2ー204　TEL048ー643ー1234　www.shimizuen.co.jp
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会議・展示会場などのご案内。目的別に便利に対応。 

アウルホテル大宮 　０４８-６５０-１１１１　URL:http://www.owl-hotels.co.jp/
　JRさいたま新都心駅東口徒歩６分　■主要会場（会議室７６.３m

2

、口の字型２０席） 

アルシェロイヤルホール 　０４８-６４８-００９０ 
URL:http://www.arche-royalhall.co.jp/　　JR大宮駅西口徒歩１分　■主要会場（ロイ 
ヤルルーム１６２m

2

、スクール４０席）■その他の会場（計２室 １３７～４５４m
2

） 

会議室・展示会／イベントなど多目的施設 
With You さいたま （埼玉県男女共同参画推進センター）　　０４８-６０１-３１１１ 
URL:http://www.withyou-saitama.jp/ 
　JRさいたま新都心駅西口徒歩５分　■会議室（計６室　３５.５～２９１m

2

） 

大宮ソニックシティ 　０４８-６４７-４１１１　URL:http://www.sonic-city.or.jp/
　JR大宮駅西口徒歩３分　■大ホール（２，５０５席）■小ホール（４９６席） 
■国際会議室（３４９m

2

，１８０席）■その他の会議室（計２７室４４～１６４m
2

） 
■第１展示場（８０４m

2

）/第２～５展示場（計４室１３５～２０２m
2

，計６７４m
2

） 
■市民ホール（計４室１７１～１８５m

2

，計７１２m
2

）■イベント広場（８６０m
2

） 

　０４８-８２４-５５５５ 
URL:http://www.urawa-corso.com/　　JR浦和駅西口徒歩１分　■ホール（５００席） 
コミュニティプラザCORSO

　０４８-８５４-０４８６　　JR与野本町駅東口徒歩７分 
■ホール（３００席）■その他の会議室（計３室 ５１.８７～９１.１１m

2

） 
 

さいたま市産業文化センター 

　０４８-８２２-７１０１　　 
URL:http://www.saitama-culture.jp/　　JR浦和駅西口徒歩７分 
■ホール（４７８席）■コンサート室（１３２席）■その他の会議室（計１５室 １４.３～１４７.２m

2

） 

さいたま市民会館うらわ 

　０４８-６４１-６１３１　　 
URL:http://www.saitama-culture.jp/　　JR大宮駅東口徒歩１５分 
■大ホール（１，３７０席）■小ホール（２７４席）■その他の会議室（計６室 ６２～３４８m

2

） 

さいたま市民会館おおみや 

　０４８-８５８-５５００　URL:http://www.saf.or.jp/
　JR与野本町駅西口徒歩７分　■大ホール（７７６席）■小ホール（２６６～３４６席） 
■音楽ホール（６０４席）■映像ホール（１５０席） 

彩の国さいたま芸術劇場 

　０４８-６０１-１１２２ 
URL:http://www.saitama-arena.co.jp/　　JRさいたま新都心駅西口徒歩２分 
■スタジアム（１４，６００m

2

、３７，０００席）■メインアリーナ（７，１００m
2

、２２，５００席） 
■コミュニティアリーナ（７，５００m

2

、３，０００席）■ホール（６，０００席）■展示ホール（１，０００m
2

） 

さいたまスーパーアリーナ 

　０４８-８７５-９９３３ 
URL:http://www.saitama-culture.jp/　　JR浦和駅西口からバス約２０分 
■ホール（車椅子席７席含む４０２席）■その他の会議室（計８室 ３７～７９m

2

） 
■第１・２展示室（１０７～２１４m

2

）■多目的ルーム （３４１m
2

）■映像シアター（８２席） 
 

さいたま市地域中核施設 プラザイースト 

　０４８-８８１-１５１５　 
URL:http://www.kagakukan.urawa.saitama.jp/　　JR浦和駅東口からバス約１５分　 
■青少年ホール（３００席）■視聴覚ホール（１８２.４７m

2

） 
 

さいたま市青少年宇宙科学館 

　０４８-８６６-３１７１　　 
URL:http://www.saitama-culture.jp/　　JR南浦和駅西口徒歩７分 
■大ホール（２，００６席）■小ホール（３４０席）■多目的ホール（３２０m

2

） 
■その他の会議室（計５室３２～１６０m

2

）■A～C展示室（１７０～４６０m
2

） 
 

さいたま市文化センター 

　０４８-８２９-２４７１　URL:http://www.saf.or.jp/　  JR浦和駅西口徒歩６分 
■大ホール（１，３１５席）■小ホール（５０４席）■その他の会議室（計１７室 ４２，４９～１４８，０２m

2

） 
■第１～３展示室（計３室 ２５０.６～５８７.５３m

2

） 

埼玉会館 

浦和東武ホテル 　０４８-８２５-４７１１　URL:http://www.tobu.co.jp/hotel/urawa/
　JR浦和駅西口徒歩１０分 
■主要会場（飛鳥４２７m

2

、スクール２８８席）■その他の会場（計６室 ６０～２００m
2

） 

浦和ロイヤルパインズホテル 　０４８-８２７-１１１１ 
URL:http://www.mid.co.jp/urph/　　JR浦和駅西口徒歩７分　 
■主要会場（ロイヤルクラウン１，１００m

2

、スクール８６０席）■その他の会場（計１４室 ４６～５４０m
2

） 

　０４８-８２５-４００１　URL:http://www.urawa-wh.com/
　JR浦和駅西口徒歩3分　■主要会場（プリムローズ３４３m

2

、スクール１８０席） 
浦和ワシントンホテル 

　０４８-６４２-１１２２　URL:http://www.omiya-sunpalace.com/
　JR大宮駅東口徒歩5分　 
■主要会場（ソレイユ２６４m

2

、スクール１６８席）■その他の会場（計７室 ３６～２１５m
2

） 

大宮サンパレス 

　０４８-６４３-１２３４　URL:http://www.shimizuen.co.jp/
　JR大宮駅東口徒歩１０分 
■主要会場（飛龍６３２m

2

、スクール５１０席）■その他の会場（計５室 ６３～３８５m
2

） 

大宮ラフォーレ清水園 

　０４８-８６１-４１２２　URL:http://www.joy.co.jp/primrose/
　JR浦和駅西口車５分 
■主要会場（カトレア２３８m

2

、スクール１００席）■その他の会場（計４室 ２８～１４７m
2

） 

プリムローズ有朋 

　０４８-８６１-５２１９　URL：http://www.chikyosai.or.jp/bessyonuma-kaikan/
　JR浦和駅西口車６分　■主要会場（大会議室１４５m

2

、スクール１００席） 
別所沼会館 

　０４８-８５５-２２４４　URL:http://www.shimizuen.co.jp/
　JR北与野駅北口徒歩０分 
■主要会場（鳳凰４８０m

2

、スクール３４２席）■その他の会場（計５室 １３３～３６１m
2

） 

ホテルアルーサ清水園 

　０４８-６４８-８８８６　　JR大宮駅西口徒歩１分 
■主要会場（会議室４５m

2

、小会議室１７m
2

） 
HOTELメイン 

　０４８-６４５-５１１１　 
URL:http://www.toto-motors.co.jp/marroad/　　JR大宮駅西口徒歩３分 
■主要会場（新館２階１１０m

2

、スクール８０席）■その他の会場（計３室 ４５～８５m
2

） 

マロウドイン大宮 

　０４８-８５２-６１６１　URL:http://www.yonodaiichi-hotel.com/
　JR大宮駅西口車５分　■主要会場（会議室６２m

2

、スクール３０席） 
与野第一ホテル 

　０４８-６０１-１１１１　URL:http://www.rafre.co.jp/　　 
　JRさいたま新都心駅西口徒歩７分 
■主要会場（櫻４１７m

2

、スクール２３０席）■その他の会場（計７室 ４７～３７４m
2

） 

ラフレさいたま 

　０４８-２６５-１１６５　URL:http://www.alphaclub.co.jp/bellevie/
　JR南浦和駅東口徒歩８分　■主要会場（シャンボール３９４m

2

）■その他の会場（計７室 １３３～３９４m
2

） 
ベルヴィ武蔵野 

　０４８-６４８-００１０　URL:http://www.pioland.co.jp/
　JR大宮駅東口徒歩３分　■主要会場（ホール８５m

2

、スクール３２席） 
パイオランドホテル本館 

　０４８-８２２-４４１１　URL:http://www.tokiwakaikan.or.jp/
　JR浦和駅西口徒歩１８分 
■主要会場（大ホール３０３m

2

、スクール２４０席）■その他の会場（計２室 ７０～１０４m
2

） 

ときわ会館 

　０４８-６４７-３３００　URL:http://www.palace-omiya.co.jp/
　JR大宮駅西口徒歩３分　■主要会場（ローズルーム大１，１１６m

2

、スクール５５０席） 
■その他の会場（計６室 １１１～４１５m

2

） 
 
 

パレスホテル大宮 

　０４８-６４３-１５１５　　東武野田線大宮公園駅徒歩３分 
■主要会場（富士・浅間２３０m

2

、スクール１６０席）■その他の会場（計６室 １９～９３m
2

） 

大宮国体記念会館 

 

　０４８-６０１-５５５５　URL:http://www.hotel-brillante.com/
　JRさいたま新都心駅西口徒歩５分　 
■主要会場（エメラルド６６０m

2

、スクール４００席）■その他の会場（計４室 ６６～２８０m
2

） 

ホテルブリランテ武蔵野 

　０４８-６４４-２２７１　URL:http://www.ja-kyosai-saitamabuil.co.jp/
　東武野田線大宮公園駅徒歩４分　■主要会場（大会議室３５０m

2

、スクール３００席）　■その他会議室（計２４室５３～１９１m
2

） 
JA共済埼玉ビル 

ホテルなどの施設（会議／展示会などにご使用の場合） 

〒330-0842　埼玉県さいたま市大宮区浅間町2-244

埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-292　松栄第3ビル1階 

048-601-0009 http://www.taisei.co.jp/museum

ジョン・レノン・ミュージアムで同窓会 

ミュージアムのチケットとカフェでのパーティがセットでお一人様
5,000円コース/7,000円コース（20名様以上、税込み）を用意
しました。詳細はぜひミュージアムまでお問合せ下さい。 
■住　所：さいたま市中央区新都心8番地　さいたまスーパーアリーナ内 
■開　館：午前11時～午後6時 
■休　館：毎週火曜日（祝日の場合は翌水曜日）、年末年始 
■入場料：大人1,500円/高大生1,000円/小中生500円（料金は全て税込です。） 

ジョン・レノン/ビートルズの曲に浸れる場所で、 
親しい仲間との再会、青春時代の想い出話に花が咲く。 
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宿 泊 施 設 名  電話番号  料金(円） 部屋数 アクセス セールスポイント 

エリアで、ご予算でいろいろ選べる市内の宿泊施設のご案内です。 

S＝シングル　D＝ダブル　T＝ツイン／サービス料・消費税込価格（☆＝サービス料別） 

ホ
テ
ル
の
ご
案
内 

旅
館
の
ご
案
内 

浦和東武ホテル ０４８-８２５-４７１１ JR浦和駅西口徒歩１０分 S１０，３９５～ 
D１５，５９２ 

浦和駅よりアクセス便利。パーティ、宿泊に。 １０３ 

アウルホテル大宮 ０４８-６５０-１１１１ S６，７００～ 
T１３，０００ １０８ JRさいたま新都心駅東口徒歩６分 

さいたまスーパーアリーナから徒歩５分、 
アクセス抜群。 

浦和ワシントンホテル ０４８-８２５-４００１ JR浦和駅西口徒歩3分 S８，６００～ 
T１６，６００ 

駅からのアクセスが抜群です。 １４０ 

浦和ロイヤルパインズホテル 

 

０４８-８２７-１１１１ S１３，８６０ 
D/T２５，４１０ １９６ JR浦和駅西口徒歩7分 ゆったりとした空間でくつろげます。 

パークプラザ大宮 ０４８-６４３-５８１１ JR大宮駅東口徒歩3分 カプセル３，４６５ 宿泊者は大浴場・サウナが無料で使えます。 １０８ 

ときわ会館 ０４８-８２２-４４１１ S６，８２５ 
T1人５，２５０ １５ JR浦和駅西口徒歩18分 さいたま市役所裏。研修会議、宿泊に。 

パレスホテル大宮 ０４８-６４７-３３００ JR大宮駅西口徒歩3分 S１１，０２５☆ 
T１８，９００☆ 

快適なホテルライフをお届けします。 ２０４ 

パイオランドホテル本館 ０４８-６４８-００１０ S７，０００～ 
D１０,０００～ １２２ JR大宮駅東口徒歩3分 交通至便。心から落ち着ける空間。 

プリムローズ有朋 ０４８-８６１-４１２２ JR浦和駅西口徒歩18分 和室５，０８２～７，２７６ 宴会から会議、婚礼、宿泊など幅広く使えます。 ５ 

ビジネスホテルグリーン ０４８-８３１-２８３０ 

 

S５，７００ 
T９，４００ １６ JR北浦和駅西口徒歩2分 駅から近く、静か。連泊の方はランドリー無料。 

プラザホテル浦和 ０４８-８６３-５１１１ S７，２４５ 
T１１，９７０～ １１５ JR中浦和駅東口徒歩1分 ボウリング場隣接。 

ホテルアルーサ清水園 

 

０４８-８５５-２２２２ JR北与野駅北口徒歩0分 

 

S８，０８５～ 
T１５，０１５～ 

駅の目の前。さいたまスーパーアリーナまで徒歩5分。 ５３ 

別所沼会館 

 

０４８-８６１-５２１９ １室１名５、７７５ 
１室２名以上１人５，１９７ １０ JR中浦和駅東口徒歩10分 別所沼公園内。レストランあり。 

ホテルニュー埼玉 ０４８-８８４-２１１１ S６，８００～ 
T１２，５００ １０８ JR南浦和駅東口徒歩2分 駅から近く、ビジネスにも観光にも便利。 

ホテルブリランテ武蔵野 ０４８-６０１-５５５５ S８，０８５～ 
T１５，０１５̃ ６５ JRさいたま新都心駅西口徒歩5分 あなただけの快適なプライベートタイムをお約束いたします。 

三楽荘 ０４８-６４４-４４１１ 東武野田線北大宮駅徒歩５分 ２食付６，８２５ 
食無５，２５０ 

ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。 １８ 

大宮国体記念会館 ０４８-６４３-１５１５ １人４，５００ 
２名以上1人３，５００ １８ 東武野田線大宮公園駅徒歩３分 大宮公園隣接。周囲には博物館、盆栽村があります。 

はかま田旅館 ０４８-６４１-８５９８ 東武野田線北大宮駅徒歩７分 ２食付６，８００ 氷川神社近し閑静。家庭的な雰囲気の旅館。 ６ 

新道山家 ０４８-６４１-０５０１ ２食付１２，６００～ 
食無７，３５０～ １２ JR大宮駅東口車５分 老舗の料理旅館。月替わりの会席料理が好評。 

ビジネスホテルあさや ０４８-６４２-３５１７ 東武野田線大宮公園駅徒歩７分 ２食付６，８００～ 
S６，０００ 

県営サッカー場、野球場、テニスコート近し。 ８ 

割烹旅館東山 ０４８-６４１-２６１５ ２食付１２，０００～ １３ 東武野田線大宮公園駅徒歩１２分 美と味の粋を極めた本格的な懐石料理の宿。 

旅館いけだ ０４８-８２９-２８８１ JR浦和駅西口徒歩５分 ２食付９，４５０～ 
朝食付７，９８０～ 

老舗料亭旅館。宿泊、宴会、会席料理まで。 １９ 

三松旅館 ０４８-６４４-１５１５ ２食付６，８２５～ 
食無５，２５０～ ９ 東武野田線北大宮駅徒歩１０分 ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。 

ラフレさいたま ０４８-６０１-１１１１ JRさいたま新都心駅西口徒歩7分 S９，０３０～ 
T１７，２２０～ 

さいたまスーパーアリーナから徒歩６分。 
フィットネスクラブ、天然温泉あり。 １８７ 

HOTELメイン ０４８-６４８-８８８６ JR大宮駅西口徒歩1分 S８，９２５ 
D/T１３，６５０～ 

大宮ソニックシティ・さいたまスーパーアリーナへ便利。 ５４ 

マロウドイン大宮 ０４８-６４５-５１１１ JR大宮駅西口徒歩3分 S７，３５０～ 
D１０，５００～ 

大宮駅に近くビジネスにも観光にも最適。 ２５１ 

ホテルメッツ浦和 ０４８-８２６-００１１ S９，０００ 
T１５，０００ ６２ JR浦和駅西口徒歩0分 浦和駅隣接。ビジネスにも観光にも便利。朝食付。 

与野第一ホテル ０４８-８５２-６１６１ S６，２００～ 
T１２，０００～ １１７ JR大宮駅西口車5分 さいたま新都心に、アクセス容易。 

〒330-0063 
さいたま市浦和区高砂4-10-15

048-861-4122 
048-861-4135

http://www.joy.co.jp/primrose/ 
E-mail:primrose@arion.ocn.ne.jp

TEL 
FAX


