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サツマイモと聞いてまず思いうかべるのが「川越」で
しょう。現在一般には「金時」の名前で呼ばれ、埼玉県内
では「川越イモ」の別名がついているサツマイモを発見し、
栽培を始めたのは、明治31年に木崎村針ケ谷（現在のさいた
ま市浦和区針ケ谷）に住んでいた“山田 イチさん”。山田さん
は、発見した新種のサツマイモが味も優れていたことから、種
芋として栽培を始めました。その後、親戚がその種芋を譲り受
け、4年間栽培し、名を「紅赤」としました。この芋は評判を
呼び、全国のサツマイモの70％を占めました。しかし、戦中・
戦後は食糧増産品種の影にかくれ、作付けは急減しまし
た。その後再び市場販売用として増加し、埼玉・千
葉両県を中心に特産地が形成され、東京市場
で銘柄イモとして復活しました。最近では、
ベニアズマの普及により栽培面

積が減少しています。 

　
さ
い
た
ま
め
知
識

　
さ
い
た
ま
め
知
識 

　
さ
い
た
ま
め
知
識 

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 vol.8 2004 autumn

〒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 
■北浦和インフォメーションセンター　TEL ０４８-８３４-６１６６ 

とは？ 

秋
深
々
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10月～2月 

「Sai's」vol.8 2004　平成16年　10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 

古紙配合率100％再生紙を使用しています。 
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富士重工業大宮製作所跡地が「職」「住」「遊」「学」の
一体となった新しい拠点「ノーザンハートきたまち」として、
いよいよ生まれ変わります。これを機に、まちのオープンを
祝い、地域の皆さまとの交流、新たなまちづくりの場として、
「ノーザンハートきたまち まちびらきフェスタ」を10月30
日（土）に開催します。当日は、子供から大人まで楽しめる
さまざまなイベントやアトラクションがいっぱいです。新し
い「まち」が動き始める、歴史的な一日に皆さまも参加して、
大いに盛り上がってください。 
また、まちの中心に、緑とにぎわいの拠点としてオープン

する「きたまちしましま公園」にて、「まちびらき式典」を
開催します。当日は、「水の劇場（噴水）」の通水式を華や
かに開催します。ぜひご参加ください。 

まちびらき式典 

 きたまちしましま公園内 
（まちびらきフェスタ会場脇） 

10時～11時 

場　 所 

時　 間 

COCOONカード  会員募集中！！ COCOONカード  会員募集中！！ COCOONカード  会員募集中！！ COCOON新都心での 特典などイイコト満載！ 

VISA・Master Card・JCBから選べて年会費は永久に無料です。入会
するとコクーン新都心内でのご利用は、永久不滅ポイントが3倍になる
など、特典が満載です。ぜひご入会を！！ 

北区役所東隣り特設会場 

10時～16時 

場　 所 

時　 間 

ノーザンハートきたまち 
まちびらきフェスタ開催 

お問い合わせ先 

さいたま市大宮北部まちづくり事務所 

TEL:048－669－6108 

さいたま市北区宮原町1－9－13　北区役所2階 

ショッピングモール 
「コクーン新都心」がオープン 

所在地 

〒330-9559　埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 

TEL  048-601-5050（代） 

URL  http://www.cocoonweb.jp 

営業時間 

ショッピング　　　　　10:00～21:00 

レストラン　　　　　　11:00～23:00 

シネマコンプレックス　　9:30～上映終了時間まで 

アクセス 

電車：JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心駅」下車　東口すぐ 

JR埼京線「北与野駅」下車　徒歩8分 

お車：国道17号からお越しの場合 
　　　　東西大通りを新都心地下道経由で直進 

　　　産業道路からお越しの場合 
　　　　東西大通り（側道）を通り、旧中山道を右折。ほこすぎ橋の 
　　　　T字路を曲がり、次の信号を右折。 

　　　旧中山道からお越しの場合 
　　　　ほこすぎ橋のT字路を曲がり、次の信号を右折。 

※一部、営業時間が異なります。 

去る9月17日（金）に、ショッピングモール「コクーン新
都心」がさいたま新都心駅前にオープンしました。 
モールには約120店舗があり、その中には埼玉県内初出店

の店舗が多数集まっ
ています。その他に
も埼玉県最大規模を
誇る12スクリーン・
約2,700席を持つ映
画館もあります。 

乗りこしても、改札機で自動精算。 

お買いものにも使える！ 

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

5
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. 12. 31

通勤6箇月 

６５０２０円 

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。 



観光功労者表彰結果報告 
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日　時 平成16年 10月9日（土） 
10：00～16：30 
平成16年 10月10日（日） 
10：00～20：00

会　場 さいたまスーパーアリーナ 
及びその周辺（中央区） 

交　通 ＪＲさいたま新都心駅から徒歩すぐ 

�このイベントに関する問い合わせは… 
　さいたま市環境経済局経済政策課内「さいたま市民まつり実行委員会」 
　TEL048-829-1365まで 

詳しくはオリジナルURLへ   http://www.saitamatsuri.com/

�このイベントに関するお問い合わせは… 
　観光事業担当　TEL048-647-8339まで 

※雨天決行 

第3回クリーンさいたま釣りの祭典 

秋空の下での釣りの競技会です。その他参加者全員に景品が当たる抽選会
や、へら・バス部門に分かれてプロのインストラクターによる講習会も行わ
れます。 

日　時 平成16年 10月17日（日）　7：00～12：00

会　場 びん沼川（三本木橋からびん沼橋までの間）（西区） 

交　通 
ＪＲ大宮駅西口１番バス乗り場から「所沢駅東口行き」 
乗車「船渡橋」バス停下車徒歩15分 

対　象 小学生以上 

定　員 500人（先着順） 

参加費 大人500円、子ども300円、 
ファミリー500円（放流・保険料） 

申込み 

※小雨決行 
※ 12：30から釣り講習会、13：00から表彰式 

日本最大のスポーツの祭典である国民体育大会の秋季大会
が、いよいよ10月に開催されます。その国体に引き続き、
11月には全国障害者スポーツ大会が開催されます。 

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

彩の国　まごころ国体 

10月23日（土）～28日（木）　　開会式：10月23日（土） 

彩の国　まごころ大会　全国障害者スポーツ大会 

11月13日（土）～15日（月） 

いずれも詳しくはさいたま市URLにアクセス 

URL  http://www.city.saitama.jp/index.html 

彩の国　まごころ国体のお問い合わせは… 

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

彩の国　まごころ大会のお問い合わせは… 

さいたま市全国障害者スポーツ大会推進室　TEL 048－829－1303

受賞者 

宮澤　三雄　様　埼玉環境保全（株）専務取締役 

鈴木　弘一　様　商店街振興組合浦和中央商店街理事長 

  黛　 明男　様　前スパークカーニバル実行委員会委員長 

  辻 徳之助　様　前中山道まつり実行委員会委員長 

谷本　計子　様　さいたま市浦和民踊連盟 

安藤　正樹　様　大正時代まつり実行委員委員長 

秋から冬にかけてのイベントのご案内です。 

　昨年に引き続き「みんなで
築こう“さいたまの伝統と文
化”」をメインテーマとした
市民参加型のイベントを実施

します。日本各地の様々な「祭り」が大集結する「The MATSURIサミ
ット」の他、ファンタジックな「イルミネーションパレード」、世界記録
に挑戦する「コイン画」、「さいたま市の名物ケーキ作り」、「フリーマーケ
ット」、「お祭りパフォーマンス」などなど、盛りだくさんの内容です。 

去る6月10日、ラフォーレ清水園で開催した（社）さいた
ま観光コンベンションビューロー平成16年度通常総会におい
て、第1回目の観光功労者表彰が行
われました。 
この表彰は、観光及びコンベンシ

ョンの推進に著しい貢献をされた当
ビューロー会員を対象に行われるも
ので、今回は永年にわたり市内の各
観光イベントの発展に寄与された6
名の方が表彰を受けました。 

下記までお問い合わせください。 

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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第１３回与野停車場通り大正時代まつり 

ＪＲ与野駅が大正元年11月1日に開設されたことを記念し、毎年10月最終土
曜日に開催されています。大正時代の衣装を着用し、ノスタルジックな時代的雰
囲気を醸しだす仮装パレードの他、太鼓演奏、観覧馬車の運行、富くじ等が行われ
る予定です。また、各種模擬店も出店し、当日会場内のみで使用可能なコミュニ
ティ通貨「十銭紙幣」に両替して買い物することも出来ます。 

日　時 平成16年 10月30日（土） 
10:00～17:00

会　場 与野停車場通り周辺 
（中央区） 

交　通 ＪＲ与野駅西口から徒歩すぐ 

会　場 調神社及びその周辺（浦和区） 

交　通 JR浦和駅西口から徒歩7分（調神社まで） 

※前日及び当日は氷川参道周辺で交通規制が実施されます。 
　9日（木）10：00～翌日の10：00（氷川神社二の鳥居～大宮公園サッカー場） 
 10日（金）10：00～22：00（氷川神社参道周辺） 

※当日は中山道及び調神社周辺で交通規制が実施されます。 
　12日（日）時間未定（中山道県庁通り～岸町交番及び調神社周辺道路） 
※駐車場はございませんので、お車でお越しの場合は浦和駅 
　周辺の有料駐車場をご利用ください。 

このイベントに関するお問い合わせは…観光事業担当　TEL048-647-8339まで 

このイベントに関するお問い合わせは… 
同実行委員会（さいたま商工会議所与野支所） 
TEL048-855-8011まで 

十日市 

武蔵一宮氷川神社の神事「大湯祭」にあわせて行われる伝統の酉の市。神社境
内や参道周辺には、縁起物の熊手や食べ物などの露店が約千三百店も立ち並び、
福をのぞむ多くの人々で夜遅くまで賑わいます。 

十二日市 

日　時 平成16年 12月10日（金） 

日　時 平成16年 12月12日（日） 

会　場 武蔵一宮氷川神社及びその周辺　 
（大宮区） 

交　通 ＪＲ大宮駅東口から徒歩１５分・ 
東武野田線北大宮駅または大宮公園駅 
から徒歩5～10分（氷川神社まで） 

このイベントに関するお問い合わせは…観光事業担当　TEL048-647-8339まで 

申込連絡先…与野七福神奉賛会事務取扱い（奥野）　TEL・FAX048-852-6212まで 
 

お問い合わせ・応募先 
（社）さいたま観光コンベンションビューロー観光事業担当 
〒330-0846 さいたま市大宮区大門町3－1　大宮区役所東館２Ｆ 
TEL048-647-8339

第４回さいたま市観光写真コンクール 

題　材 さいたま市内の名所、風景、文化財、その他市内で行われる行催事 
などで、平成16年中に撮影された未発表の作品。 

お知らせ 

応募サイズ カラー、白黒ともに四つ切り（ワイド可） 

締　切 平成16年 12月28日（火） 入賞発表 平成17年2月上旬 

表彰式 平成17年2月下旬 入賞作品展示 平成17年3月 

賞及び賞金 推薦1名・賞金5万円他、 
特選、準特選、入選、佳作有り 

応募方法 所定の応募票に必要事項を記入し写真の 
裏面に添付。郵送又は持参してください。 

応募点数 1人5点以内 

日　時 平成17年 1月3日（月） 
11：30～14：00

会　場 中央区周辺 

与野七福神行列 

仮装した七福神の行列が各寺社をまわります。恵比須神や大黒天、弁財天
からご宝銭を授かりましょう。 

明治時代から続く大歳の市。調神社境内や中山道では、縁起物の熊手や食べ物
などの露店が約八百店も立ち並び、福をのぞむ多くの人々で夜遅くまで賑わいます。 

福禄寿（正円寺） 

恵比須神（一山神社） 

寿老神（天祖神社） 

大黒天（円乗院） 

布袋尊（円福寺） 

毘沙門天（鈴谷大堂） 

弁財天（弘法尊院） 

幸福（福）と高給（禄） 
と長寿（寿）の神。 

未来予知が出来る福徳の神。 
背中にも目がある。 

鎧・兜を身につけた知恵と 
勇気の守り神。 

唯一の女神で、学問・芸術・ 
財運の神。 

商売繁盛の神。七福神では 
唯一の日本の神。 

老子の化身で、1500歳の 
超長寿を全うした長寿の神。 

右手に小槌、左肩に袋を 
下げた蓄財の神。 

～コース～ 

七福神出演者大募集！ 
七福神に仮装して1月3日の七福神行列に参加していただける方を
募集します（衣装は全て本部にて着付します）。募集は七福神の福
禄寿・恵比須神・布袋尊・毘沙門天・寿老神・大黒天・弁財天（女性限
定）の7名。男女とも年齢制限は有りませんが、パレード（与野本町
通り他約3km）が出来る体力の有る方に限ります。希望者が多い場
合は審査があります。申込締切は11月10日（水）まで。 

だいとうさい 

第3回推薦入賞作品 

※雨天の場合は翌日に順延。 
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平成16年10月～平成17年2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。 

最新出土品展 9/30～10/5 さいたま市文化財保護課 
　048-829-1723 発掘調査で出土した最新の資料を一般に展示公開。 DOMショッピングセンター1F特設会場 

咲いたまつり2004 10/9～10 同実行委員会事務局（さいたま市経済政策課内） 
　048-829-1365 本文参照。 さいたまスーパーアリーナ及びその周辺 

田島の獅子舞〔市指定無形民俗文化財〕 10月上旬（予定） さいたま市文化財保護課 
　048-829-1723

田島氷川神社、四谷稲荷神社と区を越えて二ヶ所で奉納。厳かな 
舞の中にも大獅子の弓掛けは圧巻。 田島氷川神社・四谷稲荷神社 

第3回クリーンさいたま釣りの祭典 10/17 （社）さいたま観光コンベンションビューロー 
　048-647-8339 本文参照。 びん沼川 

南部領辻の獅子舞〔市指定無形民俗文化財〕 10/17 さいたま市文化財保護課 
　048-829-1723

午後1時と午後3時の2回奉納。舞の演目「お神楽」の場面では、 
小銭を半紙に包んだ「花」が多く投げ入れられ華やか。 鷲神社 

第36回大宮フリーマーケット 10/17（雨天24日） 同実行委員会 
　048-641-2190 大宮駅東口の商店街路上で開催されるフリーマーケット。 大宮駅東口銀座通り・一番街通り 

コスモスまつり①北区大砂土地区②西区植水地区 
　　　　　 　③見沼区膝子地区④見沼区大谷地区 

①10/23　  ②10/下旬 
③10/下旬　 ④11/上旬 
 10/23　11/27　 
12/25　1/22　2/26

大宮区地域経済課 
　048-646-3094 コスモス摘みとり（有料）、地元野菜の直売、各種模擬店など ①市営大宮球場北側耕作地　②加茂川団地東側 

③膝子直売所西側　④環境整備センター南側  

浦和宿ふるさと市 事務局（拓也コレクション） 
　048-875-5156

全国の古民具・骨董・アンティークの店が浦和に大集合。 
毎月第4土曜に開催。（小雨決行） 調神社・公園 

第3回さいたま市美術展覧会 10/24～30（25日休会）  同実行委員会事務局（さいたま市生涯学習振興課内） 
　048-829-1703

市民から出品された、日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の6部門 
の入選作品を展示。 埼玉県立近代美術館（日本画・洋画・彫刻・写真）・うらわ美術館（工芸・書） 

第13回与野停車場通り　大正時代まつり 10/30（雨天31日） 同実行委員会（さいたま商工会議所与野支所） 
　048-855-8011 本文参照。 与野停車場通り周辺 

桜区区民まつり 10/30 桜区コミュニティ課 
　048-856-6130

ステージショー、地元企業・商店会による販売、フリーマーケット 
など。 桜区役所駐車場・記念総合体育館 

フリーマーケット 10/31　11/23　 
12/23

リサイクル運動市民の会埼玉支部 
　048-834-0250

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。 埼玉スタジアム2002

緑区区民まつり  10/30（雨天31日） 緑区コミュニティ課 
　048-712-1130 ステージイベント、フリーマーケット、農産物の即売など。 大崎公園緑の広場 

ノーザンハートきたまち  まちびらきフェスタ  10/30 さいたま市北部まちづくり事務所 
　048-669-6108 本文参照。 北区役所東隣り特設会場 

’04さいたま市みどりの祭典 10/30～31 さいたま市公園みどり課 
　048-829-1423

30日は雑木林体験、31日はみどりのコンサート（野口喜広のオ 
カリナ演奏他）や竹細工等の参加イベントを開催。 大和田緑地公園・大宮体育館 

国際漫画フェスティバル・インさいたま2004 11/4～9 さいたま市文化振興課 
　048-829-1226

世界各国の漫画家の作品を一同に展示。さいたま市民漫画展の 
作品展示や似顔絵コーナーなども。 DOMショッピングセンター1・2F

2004さいたま市ユーモアフォトコンテスト 11/2～8 さいたま市文化振興課 
　048-829-1226 「ユーモア」をテーマにした写真コンテストの入賞作品を展示。 そごう大宮店3F連絡通路 

東浦和駅前クリスマスツリー点灯式 11/6（雨天13日） 緑区コミュニティ課 
　048-712-1131

JR東浦和駅前でクリスマスツリーイルミネーションの点灯式を 
開催。 JR東浦和駅前  

2004大宮区民ふれあいフェア 11/6（雨天7日） 大宮区コミュニティ課 
　048-646-3020

各種ステージ発表・展示のほか、模擬店や子どもたちの遊びの 
コーナー、ミニ新幹線など。 大宮ソニックシティイベント広場・鐘塚公園 

西区ふれあいまつり 11/6（雨天7日） 西区コミュニティ課 
　048-620-2620

ステージイベントや地域の味の無料配布のほか、みんなが楽しめ 
て参加できるイベントを盛りだくさん。 三橋総合公園多目的広場 

第4回さいたま市民音楽祭 11/6～7 同実行委員会事務局（さいたま市生涯学習振興課内） 
　048-829-1703 さいたま市内で活動している吹奏楽団体、器楽団体による演奏会。 さいたま市文化センター　大ホール 

北区民まつり 11/7 同実行委員会（北区コミュニティ課内） 
　048-669-6021

熱気球の体験飛行、ステージでの発表、模擬店、フリーマーケット、 
スポーツイベント、フワフワトランポリンなど。（雨天中止） 市民の森  見沼グリーンセンター 

見沼区ふれあいフェア 11/7 同実行委員会（見沼区コミュニティ課内） 
　048-681-6020

郷土芸能や文化活動の発表、農産物の直売、模擬店、こども遊び、 
スポーツのコーナーなど。 堀崎公園・見沼区役所駐車場及びロビー 

第7回浦和コルソ骨董市 11/11～12 同実行委員会 
　048-875-5156 一般参加無料の骨董市。 コミュニティプラザCORSOホール 

第5回盆栽展「彩」 11/12～15 同実行委員会 
　048-652-1033

県内はじめ全国からの出品。市内小学生小品盆栽等の展示会及 
び盆栽、盆器等の即売会など。 見沼グリーンセンター 

（仮称）中央区区民まつり 11/13～14 中央区コミュニティ課 
　048-840-6018　　　　　　　　　　 よのおどり流し、フリーマーケット、各種イベントなど。 中央区役所周辺 

第3回古民具・骨董市 11/13～14 一期一会 
　048-875-5156

古民具・骨董・アンティークの店が大集合。 
広大な広場を会場にした青空骨董市。 大宮第二公園多目的広場 

第4回子ども文化祭 11/20 同実行委員会事務局（さいたま市生涯学習振興課内） 
　048-829-1703

地域・学校を中心に活動する子どもの文化団体（邦楽・太鼓・ 
お囃子など）の発表会。 プラザイーストホール 

さいたま市農業祭 11/20～21 さいたま市農政課 
　048-829-1377

市内で生産された新鮮な野菜や花などの販売。子供向けの 
キャラクターショーも開催。（雨天決行） 市民の森  見沼グリーンセンター 

2004さいたまシティマラソン 11/23 さいたま市体育課 
　048-829-1730

ゲストに山口衛里さんをお迎え。種目はハーフと3km。 
参加申込締切は10/8。 （出発・ゴール）駒場スタジアム及び市内特設コース 

第2回さいたま市郷土芸能のつどい 12/5 さいたま市文化財保護課 
　048-829-1723

獅子舞、祭ばやし、餅搗き踊り、木遣歌などの市指定無形民俗 
文化財が公開。入場無料。 大宮ソニックシティ　小ホール 

Peace Fantasy V  12/8 同実行委員会 
　048-657-0010

ジョン・レノンの24周忌のイベントを市民グループが行う。 
ビートルズのコピーバンドやオリジナルバンドが出演。 さいたま新都心けやきひろば 

十日市 12/10 （社）さいたま観光コンベンションビューロー 
　048-647-8339 本文参照。 武蔵一宮氷川神社及びその周辺 

十二日市 12/12 （社）さいたま観光コンベンションビューロー 
　048-647-8339 本文参照。 調神社及びその周辺 

一山神社冬至祭　〔市指定無形民俗文化財〕 12/22 さいたま市文化財保護課 
　048-829-1723

市内でもめずらしい火渡り。「ゆず祭り」とも言われ、火渡りの 
参加者にゆずが振舞われる。 一山神社 

緑区手づくり音楽祭 12/23 緑区コミュニティ課 
　048-712-1131

緑区に関わりをもち、音楽に関心のある方々が協力しながら 
音楽祭を開催。 プラザイーストホール 

指扇の餅搗き踊り　〔市指定無形民俗文化財〕 12/31 さいたま市文化財保護課 
　048-829-1723

大晦日午後11時、華やかな万作踊りと餅搗き踊りが公開。 
見学者には搗いた餅が振舞われる。 五味貝戸自治会館 

日進餅つき踊り〔市指定無形民俗文化財〕 1/1 さいたま市文化財保護課 
　048-829-1723

年明け午前0時、太鼓の合図とともに賑やかでテンポのある 
餅搗き踊りが行われる。振舞い餅には配布される整理券が必要。 日進神社 

与野七福神行列 1/3 与野七福神奉賛会（大木屋） 
　048-852-4469 本文参照。 中央区周辺 

第3回さいたま市外国人による日本語スピーチ大会 1/29 さいたま市国際交流課  
　048-829-1236

市内在住、在勤、在学の外国人の方々による日本語の 
スピーチ大会。終了後交流パーティも開催。 さいたま市民会館おおみや　小ホール 

第27回 新春 江戸の粋“端唄”お座敷唄と踊りを楽しむ集い 2/13 端唄青柳流本部 
　048-861-0442

ヘルシーなお料理を頂きながらのお座敷で、江戸時代 
の大衆芸能である「端唄」「舞踊」を通し新春の喜びを祝う。 割烹千代田 
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平成16年10月～平成17年 2月 

JACK大宮・宇宙劇場 プラネタリウム～星空散歩～ 
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 

当館の解説者がその日に見える星空
を中心に、心地よいBGMと共に星空
のご案内。ホームページでは解説者の
投影内容を公開。
http://www.ucyugekijo.jp/ 

開催日 毎日18時～ 料　金 大人600円　小人300円 

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！ 

埼玉県立博物館 特別展「国宝太刀・短刀と太平記絵巻」 
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）、 
12/26～1/5 
※中学生まで・６５才以上・障害者手帳をお持ちの方は無料 

昭和４６年の開館以来収集を進めてき
た資料の中から、代表的な美術工芸品
を紹介。今までにお馴染みの資料のほ
か、これまで紹介する機会の少なかっ
た資料を含め約１００点を公開。 

開催日 10/9～11/21 料　金 一般500円　高・大学生250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 季節の行事「餅つき」 
JR大宮駅東口7番バス乗り場より浦和学院行き 
又はさいたま東営業所行き「三崎台」下車徒歩0分 
　048-688-3330 
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始 

臼と杵を使って餅つきを体験。お餅の
試食も先着順であり、当日には和太鼓
の演奏があるので、ぜひ参加を！ 

開催日 12/18 料　金 無料 

うらわ美術館 フルクサス展 
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 

フルクサス出版物、レコード、マルティ
プル、関係映像、関連資料など、約500
点を展示。鑑賞者参加の機会を設ける
ほか、パフォーマンスも紹介。 

開催日 11/20～2/20 料　金 一般630円　高大生420円　小中生210円 

埼玉県立近代美術館 企画展「倉田白洋展」 
JR北浦和駅西口徒歩3分　048-824-0111 
休館日：月(1/10を除く)、 
11/4、11/24、12/24、年末年始、1/11　 
※団体割引あり 

さいたま市に生まれた倉田白洋（1881
～1938）は、自然の風景や身近な農
村を題材に写実を重視した油彩画を描
いた。春陽会や農民美術運動などで活
躍した倉田白洋の画業を回顧。 

開催日 11/3～1/16 料　金 一般800円　高大生640円 

青少年宇宙科学館 企画展　「赤道直下の魚展」～古代魚から地球の歴史を探る～ 
JR浦和駅東口より北浦和東口行き 
バス「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 

大陸移動説の生き証人である各大陸に生存し
ていた共通の古代魚にスポットをあて、その
生体を展示。この生体を通して、地球の歴史、
生物の進化の歴史を探求すると同時に、生命
の尊厳、環境保護を訴える機会に。 

開催日 1/29～3/21 料　金 無料 

さいたま市立博物館 『江戸名所図会』50景 
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（特別展開 
催中は開館します。）、年末年始 

さいたま市内で図会に描かれている「氷
川女體神社」や「黒塚」をはじめ、江戸
の人が名所と認めた場所やもの、出来
事を取り上げ、江戸の文化を紹介。 

開催日 10/9～11/23 料　金 無料 

彩の国さいたま芸術劇場 レジデンス・カルテット　室内楽コンサート 
JR埼京線与野本町駅徒歩7分 
　048-858-5511 
休館日：臨時休館日あり、年末年始　 
※団体割引・メンバーズ特別割引（50％off）あり 

国内屈指と絶賛される、彩の国さい
たま芸術劇場のレジデンス・カルテ
ットが弦楽四重奏曲の人気曲を一挙
に上演。 

開催日 10/16 料　金 一般3,000円　学生1,000円 

浦和くらしの博物館民家園 秋の野草観察会 
JR浦和駅西口より 
東川口駅北口行きバス「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 

秋の見沼を歩きながら、野草に親し
みましょう。ご家族でぜひご参加を。 

開催日 10/17 料　金 無料 

ジョン・レノン・ミュージアム 「ジョン・レノンのパスポート全公開」 
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 

 ジョンの１冊目のパスポート（1960
～1967年の使用分）の全てのペー
ジを世界初公開。 

開催日 7/21～11/29 料　金 大人1,500円　高大生1,000円　小中生500円 
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　当ビューローでは、平成15年度にさいたま市内で開催された関東地方
ブロック規模以上の広域コンベンション（スポーツ大会・コンサート等は除
く）による年間経済波及効果を推計しました。この推計は、ＪＣＣＢ作成「コ
ンベンションによる経済効果測定ハンドブック」及び「埼玉県産業関連表」
より算出しました。なお、県レベル・市レベルのコンベンションによる経済
効果も少なからず見込めますが、この調査結果には試算・算入しておりま
せん。 

　以上のようにコンベンション開催によって地域に高い経済効果がもたら
されることが期待出来ます。その他に、県や市の知名度向上・イメージアッ
プや県民・市民の地域愛着意識の醸成や学術・教育などの面のレベルアッ
プなど社会的効果やメンタルな効果が期待できるだけでなく、立地する施
設・企業からの税収増加など官民への経済効果が考えられます。 
 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
効果をもたらすコンベンションを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。 

日本で唯一のコンベンショントレードショウ 
に出展します 
日本で唯一のコンベンショントレードショウ 
に出展します 

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 

　本年も当ビューローでは、IME2004に出展し、コンベンション開催を検

討している学術団体、各種協会、インセンティブ（報奨旅行）を実施する企

業や関係者の方々に、さいたま市の最新情報を積極的に提供し誘致活動

を行います。 

第14回　国際ミーティング・エキスポ（IME2004） 

日　時　平成16年12月7日（火）～8日（水）

　　　　両日共10：00～17：00 

場　所　東京国際フォーラム展示ホール 

　　　　（JR有楽町駅すぐ） 

入　場　無料（ただし入場には事前登録が 

　　　　必要。ご希望者は下記まで問い　

　　　　合わせください。） 

主　催　日本コングレス・コンベンション・ビューロー（JCCB） 

　　　　独立行政法人国際観光振興機構（JNTO） 

コンベンションパンフレットできました。 コンベンションパンフレットできました。 

　さいたま市でのコンベンション開催をご案

内するパンフレットを改訂発行しました。 

　さいたま市でコンベンションを検討されて

いる団体にご覧いただきたいので、是非下記

までご用命ください。 

歓迎幕を掲出しました。 歓迎幕を掲出しました。 

　さいたま市に訪れたお客様を歓迎するため、Ｊ
Ｒ大宮駅西口デッキ及びＪＲさいたま新都心駅コ
ンコース内に、歓迎幕を設置しました。 

昨年度　さいたまブース 

さ 

 
総額総額174億円億円！ 

 

コンベンションがもたらす経済効果 
総額174億円！ 

（平成１５年度コンベンション経済効果推計調査結果） 

経済波及効果合計・・・174億2980万円 

直接的経済効果・・・・62億1829万円 
 

参加者数（関東地方ブロック規模以上の推計数）　　　　　　約48万4千人 
1人当たりの経済効果（宿泊を伴うコンベンションの推計額）約3万6千円 

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、地元地域へ
の売上増として直接発生するものです。 

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事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。 

間接的経済効果・・・・112億1151万円 

※詳細についてはP13下記までお問い合わせください。 
 
 

〒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 
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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） 

埼玉県民踊大会兼 
創立50周年記念大会  

埼玉県 
民踊ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ連盟 
　 049-297-1480

さいたまスーパー 
アリーナ 

12/14 関係者のみ 

関係者のみ 

5,000

第32回 
マーチングバンド・ 
バトントワリング全国大会 

同大会事務局 
　 03-3842-5291 

さいたまスーパー 
アリーナ 12/18～19 一般観覧可 

有　料  
20,000

第11回 
日本未病システム学会 

同学会事務局 
（東亜治療研究所）　 
　 03-3272-6966

大宮 
ソニックシティ 1/8～9 400

第1回日本乳癌学会 
関東地方会 

埼玉県立がんセンター 
病理科（黒住昌史）　 
　 048-722-1111 

大宮 
ソニックシティ 12/11 関係者のみ 1,000

設立10周年無料講演会 
講師　大沢悠里 
（フリーアナウンサー） 

（社）埼玉県不動産 
鑑定士協会講演会係 
 　048-838-0483

大宮 
ソニックシティ 10/5 一般参加可 

無　料 
500

第2回北足立郡市町 
人権フェスティバル 

さいたま市 
人権政策推進課 
 　048-829-1132

さいたま市民会館　　 
おおみや 10/5 一般参加可 1,370

生活協同組合 
ドゥコープ　 
10周年記念イベント 

生活協同組合ドゥコープ 
 　048-432-7754 

大宮 
ソニックシティ 10/17 一般参加可 5,500

2,300
第59回国民体育大会 
彩の国まごころ国体 
秋季大会 

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

市内各所 10/23～28 一般観覧可 

平成16年度 
人権啓発フェスティバル 
～ヒューマンフェスタ2004さいたま～ 

埼玉県人権推進課 
　 048-830-2255

大宮 
ソニックシティ 10/30～31 一般参加可 

一部事前申込が必要 
2,500

全国社交飲食業 
代表者 
埼玉大会 

埼玉県社交飲食業 
生活衛生同業組合 
　 048-862-2220

大宮 
ソニックシティ 10/4 関係者のみ 1,200

第40回埼玉県消費者大会 同大会実行委員会 
 　048-844-8971

埼玉会館 10/5 一般参加可 1,315

平成16年10月～平成17年2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。 

大宮ソニックシティ・クラシックコンサートのご案内 

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 SEASON Line-UP

◆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～） 
※さいたま市内在住・在勤・在学の方はお得な市民割引 
　（￥1,000引き）有り 

◆パリ室内管弦楽団　 
　指揮：ジョン・ネルソン　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　 
　アルフレード役：イシュトヴァーン・コヴァーチハージ　 
　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！ 

◆東京都交響楽団　ソニックシティ「第九」演奏会 
　指揮：小泉和裕　ソプラノ：緑川まり　テノール：福井敬 
　12月19日（日） 15:00開演（S席￥6,000～） 
　※お得なグループ券有り 

第39回 
マーチングバンド・ 
バトントワリング関東大会 

全日本マーチングバンド･ 
バトントワリング関東連盟 
　 03-3843-5020 

さいたまスーパー 
アリーナ 11/5～7

一般観覧可 
前売3,000円 
当日3,500円 

6,000

　 

ＳＮＮＳ研究会 
第6回学術集会 

防衛医科大学校 
外科学第一講座 
　 042-995-1637

大宮 
ソニックシティ 11/13 関係者のみ 400

1,000
第4回 
全国障害者スポーツ大会 
彩の国まごころ大会 

さいたま市全国障害者 
スポーツ大会推進室 
　 048-829-1303

市内各所 11/13～15 一般観覧可 

 
第6回日本骨粗鬆症学会 
市民公開講座・骨密度測定 

（株）協和企画内  
同学会登録事務局　　　　 
　 03-3573-2060

大宮 
ソニックシティ 11/20 一般参加可 500

コラボさいたま2004　 
さいたま市商工見本市 

同実行委員会事務局 
（さいたま市経済政策課内） 
 　048-829-1364

さいたまスーパー 
アリーナ 11/5～7 一般入場可 45,000

第19回 
日本家庭医療学会　 
学術集会 

同学術集会事務局 
（自治医大） 
 　0285-58-7394

大宮 
ソニックシティ 11/6～7 関係者のみ 400

500第15回 
埼玉看護研究学会 

（社）埼玉県看護協会 
 　048-824-8122

埼玉会館 11/9 関係者のみ 　 

第18回全埼玉私立幼稚園 
ＰＴＡ振興大会・第11回 
子育てフォーラム中央大会 

（社）全埼玉 
私立幼稚園連合会 
　 048-866-5000

埼玉会館 11/26 関係者のみ 1,315

小林研一郎 

1,200

1,000

第59回 
国民体育大会表彰式 

県教育局指導部 
体育課　　 
　 048-830-6955

埼玉会館 11/30 関係者のみ 

県民フォーラム 
「音楽療法in彩の国」 

埼玉県障害者 
音楽交流推進協議会 
　 048-865-0148

埼玉会館 12/4 一般観覧可 　 

日本音楽療法学会 
第3回関東支部学術大会 

埼玉県音楽療法関係者協議会 
（東邦音楽大学音楽療法研究室） 
　 049-235-2525

埼玉会館 12/5 関係者のみ 　 800

ダン・タイ・ソン 

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 

　０４８-６４８-８８８６　　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） 

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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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。パーティー、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。 

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～ 
T１５，０１５～ 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 S７,８７５～ 
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


