
　 

 

 
「お聖さま」は個人の所有地にあり、御神体は
江戸時代末期に造られ男性の生殖器を形どった
高さ５６cm、胴部２６cmの石棒です。このお聖さまは、
昔から『安産』『子宝を授かる』『良縁に恵まれる』『皮膚
病や下の病気を治してくれる』と言われ、地元のみならず
広く人々の信仰を集めてきました。願い事は絵馬に託し、願
いが叶うと木や石で出来た男根を奉納しました。お参りする
人は男性が多く、主に下の病気の回復を願って足を運びまし
たが、御神体の形状がリアルなため特に若い人は人目を避
け、夜中にお参りをしていました。現在はお参りする人も少
なくなり、ひっそりと祀られています。「お聖さま」はさい
たま市の文化財に指定されていますので、ぜひ一度お
参りしてみてはいかがですか。　　　　　　　　 

交通：JR北浦和駅西口から 
国際興業バス浦和駅西口行き 

大戸下車　徒歩１分 
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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 vol.9 2005 spring

〒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 
■さいたま新都心観光案内所　TEL ０４８-６００-００７０ 
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古紙配合率100％再生紙を使用しています。 

大戸大戸の「お聖さま」 大戸の「お聖さま」 
ひじり 

（平成17年4月1日から営業開始） 
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日　時 

会　場 武蔵一宮氷川神社境内　 
　　　（雨天の場合は市民会館おおみや大ホールに変更になります） 

交　通 ＪＲ大宮駅東口から徒歩20分（晴天・雨天とも） 
東武野田線北大宮駅・大宮公園駅から徒歩15分（晴天のみ） 

鑑能券 

演目・演者 

販売場所・日時：下記2箇所で4月7日（木）10：00から一斉発売 

Ｓ席7,000円、Ａ席6,000円、Ｂ席5,000円 
                                                 （全席指定、パンフレット付き） 

　二千年以上の歴史があると言われている 

武蔵一宮氷川神社境内に設けられた特設舞台で繰り広げられる 

金春・観世・宝生流の一流の演者の舞はまさに圧巻です。 

薪の炎に照らし出された幻想的な世界を体感してください。 

素　謡 能 狂　言 能 

★大宮駅観光案内所　JR大宮駅構内　　　　048-644-1144 
　　4月7日（木）～完売まで 
　　営業時間　 9:00～19:00　年中無休 
★浦和観光案内所　　JR浦和駅西口駅前　　048-824-0333 
　　4月7日（木）～4月27日（水） 
　　営業時間 10:00～18:30　年中無休 
その他 
　・下記の期間電話による先行予約を行います。 
　　　3月23日（水）～3月25日（金）　10:00から15:00まで 
　　　フリーダイヤル：0120-400-106 
　・代金引換による配送販売も承ります。 
※有料（500円）で無線式イヤフォンを貸出し、能の同時解説を行います。（両日とも500セット用意） 

「翁」 
金春流 
金春　安明 

「葛　城」 
宝生流 
小林与志郎 

「鐘の音」 
和泉流 
野村　萬斎 

「小袖曽我」 
金春流 
金春　安明 

「翁」 
金春流 
金春　憲和 

「楊貴妃」 
金春流 
本田　光洋 

「成上り」 
和泉流 
野村　万作 

「船弁慶」 
観世流 
野村　四郎 

おきな かづら　　き かね　　ね こ  そで  そ   が 

よう き  ひ なり あが ふなべんけい 

〈解説：大宮能楽研究会　　写真提供：辻井清一郎〉 
 

ストーリー 
「葛　城」 

「小袖曽我」 

「楊貴妃」 

「船弁慶」 

　霊場葛城の山中、大雪に難渋する山伏達。そ
こに里女が現れ、山伏達を庵室に招き入れ、も
てなす。女は山伏達に身の苦しみの救済を頼
む。自分は葛城の神であること、神でありながら
修験者役小角に使役されたが、容姿が醜い故に
夜しか仕事をせず役小角の怒りを買い、不動明
王の索に身を縛められて三熱の苦しみを受け
続けているという。神格を完成出来ず、精神の
解放を願う処女神の悲愴な物語。月、雪、白妙の
世界が女神の清純と孤独を象徴する。 

　玄宗皇帝と楊貴妃の物語は、王朝人の憧れ
で、唐の都の栄華は語り草であった。能もまた、
貴重な鬘帯を珠の簾にして豪奢を表し、万人
の憧れ、夫婦愛の極致を仙女となった楊貴妃
が恋しき昔を物語り、思い出の舞を舞う。 
　楊貴妃を探し求める皇帝に思いを馳せる、
上品に静かに演じられる演目である。 
 
 

 源義経は、平家追討に武功を立てるが、かえっ
て兄、頼朝に疑をかけられる。摂津の国大物浦
から、弁慶や従者と共に西国に落ちていくこと
になる。ここまで、静御前も同行したが、弁慶の
諌めで都に帰すことになり、名残の酒宴で、観
世音の加護を祈りながら、舞を舞う。後半は、
一行が船を出すと海上にわかに荒れ、平知盛
と平家の一門現れ、船を沈めようとするが弁慶
に祈り伏せられる。 
 

　曽我十郎、五郎の兄弟は、富士
の裾野の巻狩の時に、親の敵の工
藤祐経を討とうと心に決めた。兄
弟は今生の別れに母のもとを訪
れる。弟五郎は、出家を拒み母の
勘当を受けるが、兄のとりなしで勘

気も解けた。兄弟は酒を酌み交わし、舞をまって別れを告げる。前半は母
の愛と兄弟愛の心理的な応酬が眼目であり、後半では男舞の相舞が見所。 

え ん の お ず ぬ  
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JR大宮駅開業１２０周年記念イベント 

日　時 3月13日（日）　9：30～16：00

会　場 ＪＲ大宮駅中央コンコース西口 
（イベント広場） 

さくら草まつり'０５ 

サクラソウ自生地とし
ては唯一国の特別天然記
念物に指定されているさ
くら草公園会場では、可
憐に咲くサクラソウを背
景にコンサートやヒーロ
ーショー、野点などの様
々な催しが、市役所会場
では、さくら草の展示・実
費頒布、新鮮な農産物の
販売が行われます。 

日　時 4月16日（土）・17日（日）　9：00～16：00

交　通 ＪＲ浦和駅西口、北浦和駅西口から徒歩15分 

日　時 4月17日（日）　 
10：00～15：00

さくら草公園会場 

市役所会場  

交　通 

このイベントに関するお問い合わせは… 
　　　　　　　　　（社）埼玉県観光連盟　TEL048-830-3957

このイベントに関するお問い合わせは…大宮区地域経済課　TEL048-646-3093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

このイベントに関するお問い合わせは…TEL048-649-7172（大宮駅） 

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

さ さ

第２２回 大盆栽まつり 

名品盆栽コレクションの特別展示や市民盆栽展、盆栽の即売などが行われ、
盆栽の魅力を十分に味わう事ができます。 

日　時 5月3日（火）～ 
　　5日（木） 
9：00～17：00

会　場 盆栽四季の家周辺 
及び各盆栽園 

交　通 ＪＲ土呂駅から 
徒歩10分 
東武野田線 
大宮公園駅から 
徒歩10分 

（最終日は16：00まで） 

第２回 彩の国さいたま元気フェスタ 

新潟・山梨・茨城・埼玉県内の観光案内や物産販売が行われ、花の無料配
布やYOSAKOIフェスティバル他、たくさんのイベントが開催されます。 

日　時 3月19日（土） 
　　20日（日）　 
10：00～16：00

会　場 さいたま新都心 
けやきひろば 

交　通 JRさいたま新都心駅西口 
から徒歩すぐ 

第２9回 岩槻城址公園桜まつり 

岩槻城址公園は、約800本の桜が
あり、県内有数の名所です。この公
園で、お琴の演奏や和太鼓の演奏、
野点が行われます。 

日　時 4月2日（土）・3日（日） 
10：00～16：00

会　場 岩槻城址公園 

交　通 東武野田線岩槻駅東口から 
徒歩25分 

※雨天決行 

※雨天中止 

ＪＲ浦和駅西口３番バス乗り場から、志木駅東口行き乗車、 
さくら草公園下車。同3番乗り場から臨時バス 
（行き：9:00～12:00、帰り11:30～15:50）も運行。 
ＪＲ西浦和駅から徒歩20分 

大宮駅は南口のリニューアルオープン（3月5日）や開業120周年（3月16
日）を迎えるにあたり、皆様と共に祝う「大宮駅開業120周年記念イベント」
を開催致します。当日は一日駅長（Jリーグ大宮アルディージャ奥野選手）、
小学生による演奏会、芸能イベント、「トレインジャー」ショー、ミニ新幹線

乗車会、ペーパークラフト教室など楽しいイベント
が多数行われます。 

〒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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ばらまつり '０５ 

2,100株のばらが咲き誇る園内では、ばらの苗木販売や模擬店、キャラク
ターショーなど楽しいイベントが盛りだくさんです。 

日　時 5月21日（土） 
　　22日（日） 
9：00～17：00

会　場 与野公園 

交　通 ＪＲ与野本町駅 
西口から徒歩７分 

（16：00から大祓の神事） 

さ さ

茅の輪くぐり・植木草花市 

半年間の無病息災を祈願する氷川
神社の茅の輪くぐりの神事に併わせ
て、参道では植木・草花・野菜など
を販売する市が開催されます。 

日　時 6月30日（木） 

会　場 武蔵一宮氷川神社境内 
及び参道 

交　通 ＪＲ大宮駅東口から 
徒歩20分 

第９回 人形のまち岩槻「朝顔市」 

朝顔や農産物等の販売がおこなわれます。 

日　時 7月3日（日）　7：00～12：00

会　場 岩槻駅東口クレセントモール 

交　通 東武野田線岩槻駅東口から徒歩すぐ 

数　量 500鉢 価　格 1,500円 

購入方法は販売所で引換券を購入し、展示して 
ある朝顔と交換します。 

このページの詳しいお問い合わせは…観光事業担当　TEL048-647-8339

大宮駅 さいたま新都心駅 

大宮駅観光案内所 

北 改 札 

南 改 札 

キップ売場 

東口 西口 

豆
の木

さいたま新都心観光案内所 

改　札 

キップ売場 JC

コクーン 
新都心 

さいたま 
スーパーアリーナ 

大宮駅観光案内所　TEL048-644-1144 
※電話番号は現在の大宮観光案内所と変わりません。 

さいたま新都心観光案内所　TEL048-600-0070 
※電話は平成17年4月1日からご利用いただけます。 

岩槻市観光協会との合併に向けて 

当ビューローでは、さいたま市と岩槻市の合併に伴い、岩
槻市観光協会と合併に向けた協議を開始いたしました。平成
17年3月に開催予定の通常総会において定款変更等の議案を
提出する予定です。 
岩槻市は、人形のまちとして内外に知られるとともに、日

光御成道の宿場まちとして発展した歴史的遺産が数多くある
城下町です。今後は、さいたま市の貴重な観光資源として一
層の活用が期待されています。 

案内所移転のお知らせ 

大変長い間親しまれてきました大宮観光案内所が平成17
年3月31日をもって現在の場所を閉鎖し、4月1日からは、
大宮駅中央コンコースでJR東日本・さいたま市と共同で、駅
観光案内所の運営へ参画することとなります。また、新たに
さいたま新都心駅東西通路内の総合案内所においても、4月1
日から当ビューローが運営することとし、「さいたま新都心
観光案内所」としてリニューアルしますので、どちらもご利
用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

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１７年３月～６月 さいたま市内で行われるイベントのご紹介です。 
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名　　　　　称 開　催　日 開　催　場　所 問 い 合 わ せ 先  主    な    内    容 

2005大宮Bonsai大学 (社)さいたま観光コンベンションビューロー 
　048-647-8339

盆栽の親しみ方を講義と実技の両方で体験します（有料）。 見沼グリーンセンター 3/6

北区文化まつり 同実行委員会事務局（北区コミュニティ課内） 
　048-669-6021

北区民の日頃の文化活動を発表。絵画・写真・書などの 
作品展示やダンス・演奏・民踊などをステージで披露。 宮原コミュニティセンター 3/12～13

田島の獅子舞 さいたま市文化財保護課 
　048-829-1723

1年に3回奉納がありますが、この春祭りが一番盛大です。 
獅子舞は午後4時から5時に舞われます。 田島氷川社 3/13

アジア漫画展～アジアのＩＴ事情～ さいたま市ユーモアセンター設立準備実行委員会 
（さいたま市文化振興課内）　048-829-1226

アジア各国の第一線で活躍する8カ国8人の漫画家が 
描いたユーモラスで風刺の効いた一枚漫画を展示します。 大宮図書館展示ホール 3/8～17 

14日：休館日  

ふれあい浦和宿二七の市 同実行委員会事務局 
　048-831-7062

商店会等の出店、農産物、園芸栽培の直売、フリーマーケット、 
飲食ブース、ステージイベント等が行われます。 市場通り　常盤公園 

古民具・骨董・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します。 
毎月第4土曜に開催します（小雨決行）。 
小学生による演奏会やミニ新幹線乗車会などのイベントが 
行われます。 

調神社裏参道・公園 3/26,4/23, 
5/28,6/25

JR大宮駅開業120周年記念イベント JR大宮駅 
　048-649-7172

新潟・山梨・茨城・埼玉県の観光案内や物産販売、YOSAKOI、 
特設ステージでは踊り、音楽などの公演が行われます。 

JR大宮駅中央コンコース西口 
（イベント広場） 3/27

第2回彩の国さいたま元気フェスタ (社)埼玉県観光連盟 
　048-830-3957

野点のサービス、お琴・和太鼓の演奏などが行われます。 

さいたま新都心けやきひろば  3/19～20

第29回岩槻城址公園桜まつり (社)さいたま観光コンベンションビューロー 
　048-647-8339

農作物が豊に実り、人々が健康に過ごせるように祈る 
お祭りです。 

岩槻城址公園 4/2～3

鎮花祭（はなしづめさい） 武蔵一宮氷川神社 
　048-641-0137

市役所会場ではさくら草の実費頒布・盆栽展・植木市・ 
農産物の販売などが、さくら草公園会場ではコンサート・ 
ヒーローショー・野点などがそれぞれ行われます。 

武蔵一宮氷川神社 4/5～7

古民具・骨董・古布の骨董市です。入場無料です。 第8回コルソ骨董市 事務局（一期一会） 
　048-875-5156コミュニティプラザ CORSOホール 4/14～15

さくら草まつり'05 （社）さいたま観光コンベンションビューロー 
　048-647-8339

さいたま市役所 4/16～17

秋葉神社 
　048-624-6656

盗難避けと火防にご利益のある神社です。 
150店近くの露店が出店します。 

さくら草公園 4/17  

秋葉神社春季例大祭 

「フリマ北与野」実行委員会事務局(シャディ・サラダ館) 
　048-854－8863

地元商店街主催のフリーマーケット。ホームページ等に 
よる、完全予約制です。 

秋葉神社 4/18

北与野駅前フリーマーケット 

岩槻人形協同組合 
　048-757-8881

子供達の無病息災と願いごとを書いた紙をさん俵に託し、 
水面に流す春の伝統行事。 

JR北与野駅北口広場 4/29

人形のまち岩槻流しびな 

同実行委員会事務局 
　048-664-5915

農業経営者及び園芸愛好者が栽培技術の改善による成果を一般に公開し、 
経営発展と意欲の高揚を図るとともに即売会が開催されます。 

岩槻城址公園 4/29

春の園芸まつり 

大宮区地域経済課 
　048-646-3093 名品盆栽の展示、市民盆栽展、盆栽の即売会などが行われます。 

市民の森・見沼グリーンセンター 5/3～4

第22回大盆栽まつり 

同実行委員会事務局 
　048-878-2026

農産物の即売、山野草の展示、商工物産の販売、子供向け遊具・ 
園芸などの相談コーナー、ステージイベントなどが行われます。 

盆栽四季の家周辺及び各盆栽園 5/3～5

さいたま市アグリフェスタ'05

(株)大木 
　048-852-4469

1年間の足の健康を祈願し、わらじ（700円で販売）に 
名前を書いてお供えをします。 

大崎公園 緑の広場 5/4～5

わらじまつり 

さいたま市文化財保護課 
　048-829-1723

「竜頭の舞」とも呼ばれる勇壮な舞です。新羅三郎義光が奥州へ下向する 
途中に、士気を鼓舞するために舞ったものを、伝えているといわれます。 

与野大国社 5/8

南部領辻の獅子舞 

(社)さいたま観光コンベンションビューロー 
　048-647-8339

苗木の即売会やステージイベントなどが行われます。 

鷲神社 5月中旬 

ばらまつり'05

同実行委員会事務局 
　048-641-2190

リサイクル品や手工芸品などの販売が行われます。 
雨天の場合、22日に延期になります。 

与野公園 5/21～22

第37回大宮フリ－マ－ケット 

浦和区地域経済課 
　048-829-6179 うなぎ弁当の販売やステージイベントなどが行われます。 

大宮銀座通り、一番街通り他 

3/26 
（雨天の場合は3/27） 

5/15 
（雨天の場合は5/22） 

5/28 
（雨天の場合は5/29） うなぎまつり 

さいたま市農業者トレーニングセンター 
　048-878-2026

さつき展示会（銘木、銘花、中小品、盆養銘木、市民展示）や 
各種即売会、園芸相談などが行われます。 

さいたま市役所東側広場及び南側駐車場 

第5回さいたま市民さつきまつり 

(社)さいたま観光コンベンションビューロー 
　048-647-8339

金春・観世・宝生の3流派の一流の演者が鑑能者を幽玄の 
世界に誘います（有料）。 

農業者トレーニングセンター 
花き集荷施設 5月下旬 

第24回大宮薪能 

大宮フィルハーモニー管弦楽団事務局 
　048-663-8498

モーツァルト/交響曲41番ジュピター、グリーグ/ペールギュント 
第1組曲などの曲が、山崎茂の指揮により演奏されます（有料）。 

武蔵一宮氷川神社境内 5/27～28

大宮フィルハーモニー管弦楽団 第27回定期演奏会 さいたま市文化センター大ホール 5/29

(社)さいたま観光コンベンションビューロー 
　048-647-8339

諸事災難除けの神事である茅の輪くぐりに併せて植木・ 
草花・野菜などの市が参道で開かれます。 茅の輪くぐり・植木草花市 武蔵一宮氷川神社境内・参道 6/30

フットレリーフお披露目式 さいたま市サッカーのまちづくり推進協議会 
（さいたま市スポーツ企画課内）　048-829-1058  

2004シーズンに浦和レッズで活躍した選手などの 
フットレリーフをお披露目します。 伊勢丹浦和店前 3/5

さいたまわんにゃんアリーナ'05 同実行委員会事務局 
　03-3564-4980

世界の犬猫1,000頭が大集合。犬猫の販売・展示・物販などが 
行われます（有料）。 

さいたまスーパーアリーナ 
コミュニティーアリーナ  3/26～27

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。 



プラネタリウム～星空散歩～ 

料　金 

埼玉県立博物館 企画展示「年中行事絵巻」 

さいたま市立漫画会館 収蔵品展「絵筆のマジック・似顔絵展」 

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 見沼塾「わらぞうり作り」 

さいたま市立浦和博物館 企画展「どうぶつさがし－館収蔵品・寄託品より－」（仮称） 

うらわ美術館 山寺後藤美術館所蔵　ヨーロッパ絵画名作展 ～宮廷絵画からバルビゾン派へ～ 

埼玉県立近代美術館 企画展「椅子のデザイン－日本の〈座〉の誕生から未来へ－」 

青少年宇宙科学館 人体の旅　in Saitama

さいたま市立博物館 さいたま市立博物館　第17回企画展「江戸のパロディ」 

彩の国さいたま芸術劇場 ローザス「ビッチェズ・ブリュー／タコマ・ナロウズ」 

浦和くらしの博物館民家園 見沼塾「こどもの日イベント」 

 

JACK大宮・宇宙劇場 プラネタリウム～春番組～ 

ジョン・レノン・ミュージアム 「ジョン・レノンが愛したまち・ニューヨーク」展 

10 11

平成17年3月～6月 

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！ 

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 

①ジャングル大帝レオ 
　（ファミリー向け） 
②星占いの星たち（一般向け） 
③星空散歩（一般向け） 
④未来からのメッセージ 
　（補助ナレーションと字幕付き） 

開催日 3/5～5/29 料　金 大人600円　小人300円 

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 

歴史的な意義をもつ椅子や最新
デザインの椅子など、歴史や環境
といったさまざまな視点から椅子
のかたちを探る。また、子供たち
が考えた「夢の椅子」も展示し、
未来のデザインを展望。 

開催日 1/29～3/27 料　金 一般700円　大高生560円 

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）、年末年始 
※中学生まで・65才以上・障害者手帳等をお持ちの方は無料 

平安時代の宮廷行事や祭礼が華
やかに描かれた年中行事絵巻。
江戸時代に焼失したこの絵巻の
模写16巻（当館蔵）を全て紹介。 

開催日 3/19～5/8 料　金 一般210円　大高生100円 

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 

私たちのからだのつくりについ
て、みて・ふれて、体感を通して
学習する展示。子どもたちが興
味・関心をふかめていくと同時
に、子どもたちに新しい発見を
させる機会を提供。 

開催日 4/23～7/3 料　金 無料 

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 

北沢楽天没後50年記念展示と
して、楽天が描いた似顔絵、
楽天を描いた似顔絵、描かれた
人々もあわせて紹介。 

開催日 3/12～5/15 料　金 無料 

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 

笑いに包まれたパロディ作品から、
何気ない日常や社会への洞察観、
そして圧政や災害に屈しない江
戸庶民のパワーや教養の深さ、
日常の楽しみを紹介。  

開催日 3/19～5/8 料　金 無料 

JR大宮駅東口7番バス乗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 

わらを編み、わらぞうりを作る。 
わら細工作りを体験。 

開催日 3/12（土） 料　金 材料費　300円 

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 

公演の度に絶賛をあび、輝きを
増すコンテンポラリー・ダンス界
のリーディング・カンパニー、ロ
ーザスが新作「ビッチェズ・ブリ
ュー／タコマ・ナロウズ」を携え
て来日します。 

開催日 4/8～4/10 料　金 Ｓ席7,000円　Ａ席5,000円　学生Ａ席2,000円 

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 

浦和博物館の収蔵品・寄託品の
中から、”動物”をキーワードに
とりあげて展示。通常の常設展
で展示していない資料も多数、
公開。  

開催日 3/19～5/8 料　金 無料 

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 

園内の古民家の中で、見沼の
民話や昔話を聞いたり、紙芝居
をみたりしよう。 

開催日 5/4～5 料　金 無料 

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 

18世紀のロココ絵画から19世紀
のアカデミズム、バルビゾン派
をはじめ、同時代のスペイン絵画、
イギリス絵画など、72点紹介。  

開催日 4/29～6/26 料　金 未定 

JRさいたま新都心駅西口徒歩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・レノンがイギリスから1971年
9月に移住してから晩年まで過ごした
まち・ニューヨークにまつわるゆかり
のスポットのすべてを紹介。会期中、
アンケート回答者の中から抽選で1名
様に「ニューヨークへの旅」を進呈。 

開催日 12/1～4/11 料　金 大人1,500円　高大生1,000円　小中生500円 

「年中行事絵巻」（埼玉県立博物館蔵） 
正月・先帝御所への天皇の行幸 

C：Herman Sorgeloos

ギュスターブ・クールベ「波」19741974年頃年頃 ギュスターブ・クールベ「波」1974年頃 

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 

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 

１7.   6. 30

通勤6箇月 

６５０２０円 
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　昨年１１月に開催された、ある学術大会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まいります。 

新幹線5路線直通  東京から30分！ 
アクセス抜群の「さいたま市」でコンベンション開催はいかがですか？ 

SCVB支援メニューのご紹介 

新幹線5路線直通  東京から30分！ 
アクセス抜群の「さいたま市」でコンベンション開催はいかがですか？ 

SCVB支援メニューのご紹介 

● 最適会場の提案 

● 宿泊施設の紹介 

● コンベンション開催準備資金の貸付 

● コンベンション関連企業等の紹介 

● アトラクション等の紹介 

● アフターコンベンションの紹介・相談 

● 会場・観光地等の写真貸出 

● 市民への広報 

● さいたま新都心駅への歓迎看板掲出 

● お土産品販売コーナーの設置 

● 観光マップ・パンフレットの提供 

● コンベンションバッグの提供　　等々 

第14回国際ミーティング・エキスポ（IME2004） 第14回国際ミーティング・エキスポ（IME2004） 
日本で唯一のコンベンション総合見本市「IME2004」に出展しました 日本で唯一のコンベンション総合見本市「IME2004」に出展しました 

昨年12月7日・8日（東京国際フォーラム） 
　当ビューローでは、大宮ソニックシティ、 
さいたまスーパーアリーナ、浦和ロイヤル 
パインズホテル、パレスホテル大宮、アウル 
ホテル大宮、ジョン・レノン・ミュージアム、 
埼玉教育会館、小江戸川越観光協会等、 
関係企業・団体からご協力を頂き出展し、来場された会議主催者、企
業インセンティブ・コンベンション担当者等（約３５０名）に、「さいたま市」
でのコンベンション開催をアピールしました。 

2005さいたま市コンベンション施設見学会を開催しました 2005さいたま市コンベンション施設見学会を開催しました 

　会議・展示会・見本市などの誘致を図るため、コンベンション主催者や
ミーティングプランナーを招いて、コンベンション施設の現地視察会を 
１月３１日に実施しました。 
　この視察会では、大宮ソニックシティとさい 
たまスーパーアリーナを見学し、途中、市内観 
光スポットをバスで巡り、プレ・アフターコンベ 
ンションも提案しました。今後とも、今回得た 
お客様との繋がりをもとに積極的に誘致活動を推進してまいります。 

1億7千8百万円！ 
コンベンションがもたらす経済波及効果 

　全国規模の学術大会 1億7千8百万円！ 

調査対象　平成16年11月（会期4日間）に大宮ソニックシティ 
　　　　　で開催された全国規模の医学系学術大会 
参加者数　1,000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 
　　　　　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年度埼玉県産業連関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ある。 
 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る。 

6,380万円 1億1,453万円 
直接的経済効果 間接的経済効果 

経済波及効果合計　1億7,833万円 

推計結果 

URLでは詳しくご紹介していますので、是非ご覧ください。 

または「さいたま観光」でネット検索！！ www.scvb.or.jp

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 

埼玉県公安委員会認定第110号 ＜総合警備業＞ 

代表取締役　石鍋　時治 
〒336-0021　埼玉県さいたま市南区別所1丁目3番18号 
TEL. 048（864）3711（代）　FAX. 048（864）3647 

　 　 　 　 　 　 　 　 　  

株式 
会社 

0120 -258425
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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） 

平成17年3月～6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 

さいたまわんにゃんアリーナ'05 ～世界の犬猫1000頭大集合～ 

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2005 ＜春シリーズ＞ 

SONIC-CITY 2005  SEASONコンサート 

◆第28回さいたま定期演奏会 
　指揮：広上淳一　ピアノ：上原彩子 
　3月11日（金） 19:00開演（S席￥5,000～） 

◆第29回さいたま定期演奏会 
　指揮：小林研一郎　ピアノ：舘野泉 
　5月27日（金） 19:00開演（S席￥5,000～） 

◆第30回さいたま定期演奏会 
　指揮：小林研一郎　ヴァイオリン：渡辺玲子 
　7月  1日（金） 19:00開演（S席￥5,000～） 

◆NHK交響楽団　指揮：アンドリュー・リットン　 
　テノール：佐野成宏 
　ピアノ：天羽明惠 
　4月29日（金・祝）15:00開演（S席￥7,000～） 

◆ ポーランド国立歌劇場  オペラ・ガラ　 
　指揮：ヤツェク・カスプシク　 
　ソプラノ：エイラーナ・ラッパライネン　他3名（歌手） 
　6月19日（日） 15:00開演（S席￥8,000～） 

◆諏訪内晶子＆ヨーロッパ室内管弦楽団　 
　ヴァイオリン：諏訪内晶子 
　オーボエ：フランソワ・ルルー 
　12月17日（土） 15:00開演（S席￥9,000～） 
※お得なシーズンシート（3公演セット）有り 

昨年に引き続き今年も「さいたまわんにゃんアリーナ'05」が開催され
ます。仔犬・仔猫販売コーナーはもちろん、お散歩コーナーやふれあいコ
ーナーなどのアトラクションやペット関連グッズの販売コーナーなど楽しい
企画が盛りだくさんです。 
　前売券はさいたまスーパーアリーナ1階インフォメーション他、各プレイ
ガイドにてお求めください！ 

日　　時　3月２６日（土）・２７日（日） 
　　　　　10：00～17：00 
会　　場　さいたまスーパーアリーナ 
チケット　前売券大人800円・子供500円 
　　　　　当日券大人1000円・子供700円 
お問合わせ　さいたまわんにゃんアリーナ実行委員会事務局　 03-3563-4980

天羽明惠 

大宮 
ソニックシティ 3/23

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

一般参加可 

2,500

500

2,500

200

2,500 
 

大宮 
ソニックシティ 3/25～26

大宮 
ソニックシティ 5/12～13

大宮 
ソニックシティ 5/18～20

さいたま市民会館 
おおみや 6/4

さいたま市民会館 
おおみや 6/16

大宮 
ソニックシティ 6/24～26

大宮 
ソニックシティ 6/11～12 2,000

2,500

500

450

大宮 
ソニックシティ 6/15～17 

第6回日本言語聴覚士 
協会総会　 
日本言語聴覚学会 

第58回 

日本細胞生物学会大会 

さいたま農業協同組合 

通常総代会 

第３０回 

日本足の外科学会 

立正大学第81回 

卒業証書授与式 

第28回 

日本神経外傷学会 

第80回 

日本結核病学会総会 

第101回 

日本精神神経学会総会 

第63回埼玉県 
小児保健協会 
研究会・総会 

立正大学総務課 
　03-3492-2681

埼玉大学 3/29～4/1 関係者のみ 10,000
第52回 

応用物理学関係連合講演会 

（社）応用物理学会 
　03-3238-1044

同学会事務局 
（防衛医科大学校脳神経外科） 
　042-995-1656

（独）国立病院機構　 
東埼玉病院 
　048-768-1161

(株)コンベンションアカデミア内 
同学会運営事務局 
　03-5805-5262

埼玉県立小児医療センター内 
埼玉県小児保健協会事務局 
　048-758-1811

筑波大学大学院 
人間総合科学研究科 
宇野　彰 
　029-853-4787

同学会事務局 
（東京都臨床医学総合研究所） 
　03-4463-7590

さいたま農業協同組合 

同学会事務局 
(埼玉県立小児医療センター整形外科) 
　048-758-1811

12日10：30～12：00 
真屋順子(女優) 
講演会 

さいたま市民会館 
おおみや 3/11～12 2,000

平成16年度第10回 
埼玉県介護老人 
保健施設大会 

埼玉県 
老人保健施設協会 
　049-271-5121

埼玉大学 3/29 一般参加可 200
応用物理学世界物理年 
特別講演会 
「限界を超える応用物理」 

（社）応用物理学会 
　03-3238-1044
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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） 

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 

　０４８-８３２-２５５１　　JR浦和駅西口徒歩１０分 
■各種大小会議室（計１１室 ２４m

2

～１９０m
2

、口型１２席～スクール１８０席） 
 

埼玉教育会館 

ホテルなどの施設（会議／展示会などにご使用の場合） 

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

） 

〒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

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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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。 


