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古紙配合率100％再生紙を使用しています。 
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大 宮 駅 観 光 案 内 所  
さいたま新都心観光案内所
北 浦 和 観 光 案 内 所  
浦 　 和 観 光 案 内 所  

TEL 048-644-1144 
TEL 048-600-0070 
TEL 048-834-6166 
TEL 048-824-0333

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。 

とは？ 

さいず 

「Sai's」vol.12 2006 平成18年3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 

http://www.jtb.co.jp/shop/omiya/ 
大宮区宮町1-5 JR大宮駅ロフト前 
団　　体 9：30～17：30 休日 土・日・祝日 年末年始 
海外・国内 10：30～19：00（平日） 
　　　　 10：30～18：30（土・日・祝） 年中無休 

http://www.jtb.co.jp/shop/urawa/ 
浦和区仲町1-4-10 浦和商工ビル 
団　　体 9：30～17：30 休日 土・日・祝日 年末年始 
海外・国内 10：00～19：00（平日） 10：00～18：00（土・日） 
　　　　 休日 水・祝日・年末年始 
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JTB大宮支店 JTB浦和支店 

私たちJTBは、2006年4月より新たな体制で
スタートいたします。また、浦和支店はおかげ様
で開設60周年を迎えます。大宮支店ともども
これまで以上に、お客様と地域に密着した営業
に心がけてまいります。 

〒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 0 4 8 - 6 4 7 - 8 3 3 8  
FAX 0 4 8 - 6 4 7 - 0 1 1 6  
URL:http://www.scvb.or.jp 
E-mail:scvb@scvb.or.jp



2 3

下記2箇所で4月13日（木）10：00から一斉発売 
★大宮駅観光案内所…JR大宮駅東西自由通路内　048-644-1144
　　　　　　　　　　4月13日（木）～完売まで 
　　　　　　　　　　販売時間　10：00～13：30 
　　　　　　　　　　　　　　　14：30～18：30　年中無休 
★浦和観光案内所……JR浦和駅西口駅前　048-824-0333 
　　　　　　　　　　4月13日（木）～4月26日（水） 
　　　　　　　　　　販売時間　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22日（水）～3月24日（金）　10：00～15：00まで 
　フリーダイヤル：0120ー400ー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セット限定） 

特集 特集 

第
25
回記
念

大宮 大宮 
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。 

日　時 

会　場 

交　通 

鑑能券 

演目・演者 

 販売場所 
日　 時 

平成18年5月26日（金）・27日（土） 
17：30開演　18：30演能開始　21：30終演予定 

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） 
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または大宮公園駅から徒歩15分（晴天のみ） 

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） 

しゅんかん 
「 俊 寛 」  
金春流 
金春　安明 

はごろも 
「 羽 衣 」  
宝生流 
大坪喜美雄 

みだれ 
「 乱 」  
観世流 
観世銕之丞 
しゃっきょう 

「 石 橋 」  
金春流 
本田　光洋 

おきな 

「 翁 」  
金春流 
金春　憲和 

おきな 

「 翁 」  
金春流 
金春　安明 

こぶうり 
「 昆布売 」  
大蔵流 
山本　則孝 
ひ　　さけ 

「 樋の酒 」  
大蔵流 
山本　則直 

素　謡 能 能 狂　言 

26日 
（金） 

27日 
（土） 

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

【 俊 寛 】（しゅんかん） 
　鬼界が島の流人のうち、成経、康頼の二人が

赦免されることとなり、赦免使が鬼界が島に向

かう。鬼界が島では、成経、康頼、俊寛の三人

が都にいた頃の栄華を偲んでいる。 

　赦免船の到着による喜びもつかの間、赦免状

に俊寛の名前がない。狂気のごとく赦免状の裏まで探し、絶望のあま

り嘆く哀れな俊寛。 

　成経、康頼の二人は船に乗る。俊寛は船の艫綱にとりつくが、無惨

にも艫綱は切られ俊寛は遠ざかっていく船を見つめる。 

【 石 橋 】（しゃっきょう） 
　深山幽谷清涼山に咲き乱れる花王牡

丹に戯れ遊ぶ文殊菩薩に仕える霊獣獅

子。古来より武家に好まれ絵画、調度、

衣装等工芸の意匠に使用されてきた。

舞台上、一畳台に牡丹の造花を立て浄

土に架かる石橋と見立てる。舞台橋掛

りと縦横無尽に走り廻ぐり千種万歳と

寿ぐ舞は雄壮華麗。江戸時代、徳川将軍家主催でこの能が上演される時、

紅白の牡丹は総て縮緬で作られ大奥より贈られたとの事。 

【 羽 衣 】（はごろも） 
　漁夫の白龍が、美保の松原に釣りに出る。 

　松の枝に美しい衣がかかっていた。家の宝に

と持ち帰ろうとする。そこに天人が現れ衣を返

してほしいと頼む。しかし白龍は返そうとしな

い。天人は嘆き悲しむ。白龍は天人の舞楽を見

せるなら返そうという。天人は喜び羽衣を着て

舞を舞い霞に紛れて消えうせる。 

【 乱 】（みだれ） 
　猩々と云うと赤いふさふさとし

た髪に童子の面をつけた妖精を思

い浮かべると思われる。孝行の徳

により汲めども尽きぬ酒壷を得て

中の舞を舞う。乱は特有の囃子と

舞が特徴で乱し足と云う足遣いで

波を蹴り、波に流され、また波に

静む様に舞い遊ぶ。めでたさを祝

った作品。 

しょうじょう 

みだれ 

はくりょう 

ぶ  がく 

しょうりょうせん 

もんじゅ  ぼ さつ 

ちょう ど 

はしがか 

ことほ 

ちりめん 

＜解説：大宮能楽研究会　写真提供：辻井清一郎＞ 

なりつね き かい やすより 

ともづな 

ともづな 

このイベントに関するお問い合わせは………観光事業担当　048-647-8339
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観　光 観　光 

さくら草まつり ’06

第30回岩槻城址公園桜まつり 

ばらまつり ’06

茅の輪くぐり・植木草花市 

　岩槻城址公園は、今も武蔵野の面影を残しており、園内には約800本の桜
があり、県内有数の桜の名所です。桜まつり期間中は園内でお琴の演奏や和太
鼓の演奏、野点が行われます。 

4月1日(土)・2日(日) 
10：00～16：00 
（雨天時一部を除き決行） 

岩槻城址公園 

東武野田線岩槻駅東口から 
徒歩25分 

i ）市役所会場 
　4月22日（土）・23日（日） 
　9：00～16：00 （雨天決行） 
i i）さくら草公園会場 
　4月23日（日） 
　10：00～15：00 （雨天中止） 

市役所会場・さくら草公園会場 

i ）市役所会場 
　JR浦和駅西口、北浦和西口
　から徒歩15分 

i i）さくら草公園会場 
　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運
　行。 
 
 

　JR西浦和駅から徒歩20分 

5月20日（土）・21日（日） 
9：00～17：00 
（雨天時一部を除き決行） 

与野公園 

JR与野本町駅西口から徒歩７分 

6月30日（金） 
10：00～21：00 
（16：00から大祓の神事） 

武蔵一宮氷川神社境内 
及び氷川参道 

JR大宮駅東口から徒歩20分 
東武野田線北大宮駅または 
大宮公園駅から徒歩15分 

　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開催されます。また、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などが行われます。 

　47種、2,100株のバラが咲き誇る
園内では、バラ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。 

　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 

日　時 

会　場 

交　通 

会　場 

交　通 

日　時 

日　時 

会　場 

交　通 

会　場 

交　通 

ビューロー主催イベントのお知らせです。 

第10回人形のまち岩槻朝顔市 

7月2日(日) 
9：00～売り切れまで（雨天決行） 

愛宕神社境内（本町） 

東武野田線岩槻駅東口から 
徒歩５分 

600鉢 

一鉢1,500円 

　岩槻区で生産された、初夏の風物詩である「朝顔」を販売するとともに、同
時に地元新鮮野菜などの販売を行います。 

日　時 

会　場 

交　通 

販売数量 

価　格 

このページの詳しいお問い合わせは…………観光事業担当　048-647-8339

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 

１8.   6. 30

通勤6箇月 

６５０２０円 

社会福祉・地域社会に貢献する関東自動車グループ  

〒330-0063　さいたま市浦和区高砂3-6-18　けやきビル2F
TEL 048-831-2611㈹　FAX 048-825-6620　http://www.kanto-m.co.jp　 　 　　 

行き   9：00～12：00 
帰り11：30～15：50
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第三回人形のまち岩槻まちかど雛めぐり 
 

　3月3日はひな祭り。人形のまち岩槻で「雛めぐり」（スタンプラリー）を
楽しみませんか。岩槻は江戸時代から栄えた城下町、全国に名高い日本一の人
形の産地です。今も活躍する職人さん達の作品や、商店に伝わる古い人形な
どを数多く飾ります。 

　JNTO（独立行政法人国際観光振興
機構）より、社団法人さいたま観光コ
ンベンションビューロー等が運営する「大
宮駅観光案内所」「さいたま新都心観
光案内所」「北浦和観光案内所」及び「浦
和観光案内所」の４ヶ所の観光案内所が、
２月８日「ｉ」案内所に指定されました。 
指定にあたり、さいたま市長室におい
て「ｉ」案内所看板がJNTOの坂本理
事から授与されました。 

　「ｉ」案内所の整備は、JNTOが1983年から取り組んでいる
外国人受入対策事業の一環で、国内各地にある観光案内所のなか
で外国人受入体制が整備された案内所を、informationの頭文字
をとった「ｉ」案内所として指定しています。 

第23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。 

3月1日（水）～4月2日（日） 
10：30～16：30 
＊オープニングイベント 
3月3日（金）・4日（土）・5日（日） 
11：00より 

ひな市・物産市 
クレセントモール（岩槻駅前） 

製作体験 
木目込立雛作り本町自治会館 
　　　　　　　 （丹過通り） 

つるし飾り作り八雲神社（市宿通り） 

その他楽しい企画が盛りだくさん！ 

岩槻駅東口周辺商店会 
（駅前・市宿・本町・栄町商店会周辺） 

東武野田線岩槻駅東口から徒歩 

日　時 

会　場 

交　通 

5月3日（水）～5日（金） 
9：00～17：00 
※最終日は16：00まで 

盆栽四季の家周辺及び各盆栽園

JR土呂駅東口から徒歩10分 
東武野田線大宮公園駅から徒歩
10分 
 

日　時 

会　場 

交　通 

このイベントに関するお問い合わせ…まちかど雛めぐり実行委員会事務局　048-756-2822

その他のおすすめイベントのご紹介です。 
 

このイベントに関するお問い合わせ… 
　　　　　　　　　　　　　　　大宮区地域経済課　048-646-3093 
　　　　　　　　　　　　　　　大盆栽まつり実行委員会　048-663-3991

　スタンプラリー用紙配布場所　 
 ● 岩槻駅東口改札前 
 ● 東玉エントランス 
 ● 商店会の雛めぐりののぼりのあるお店 

お知らせ お知らせ 

　FIBAバスケットボール世界選手権はFIBA（国際バスケ
ットボール連盟）に所属する212の国と地域の中から、男
子バスケットボールの世界一を決定する一大イベントです。 
　国内4都市（札幌・仙台・浜松・広島）でのグループゲ
ーム（予選）ラウンドを勝ち抜いた上位16チームが、「さ
いたまスーパーアリーナ」に集結！ファイナル（決勝）ラ
ウンドを戦います。 
　世界のトッププレイヤーたちが一堂に会し、手に汗握る
スーパープレイの連続を、直接観戦できる空前絶後のチャ
ンス。今年の夏は、バスケットボールが皆さんを熱くします。
是非ご期待ください。 

2006年、夏、世界の強豪が埼玉に集結する！！ 

日　時 

会　場 

8月26日（土）～9月3日（日） 

さいたまスーパーアリーナ 

2006世界バスケファイナルラウンド 2006世界バスケファイナルラウンド 

● 大会の詳しい情報は…… 

　【公式サイト】http://www.fiba2006.com 

　【埼玉県国際スポーツ大会室】　048-830-2006

さいたま市内の観光案内所（4ヶ所）が「ｉ」案内所の指定を受けました。 

2006年 FIBA バスケットボール世界選手権 
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〒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 

事 務 

イベントカレンダー 
さいたま市内で行われるイベントのご紹介です。 

第三回 

人形のまち岩槻まちかど雛めぐり 

 

第６回 現代短歌新人賞表彰式 

岡野弘彦特別講演 

 

田島の獅子舞 

 

 

西区文化財写真展 

 

 

第２回南区まちづくりフォーラム 

 

 

桜区コミュニティまつり 

 

 

さいたま市椿展 

 

第3回 

区民のつどい中山道浦和宿二七（にしち）の市 

 

浦和宿ふるさと市 

 

 

西区歴史講演会 

 

 

桜まつり 

 

 

第30回岩槻城址公園桜まつり 

 

 

鎮花祭（はなしづめさい） 

 

 

コルソ骨董市 

 

 

秋葉神社春季例大祭 

 

 

 

さくら草まつり’06

東武野田線岩槻駅周辺 

 

 

大宮ソニックシティ市民ホール 

 

 

田島氷川社 

 

 

西区役所市民ホール 

 

 

南区役所 

 

 

プラザウエスト 

 

 

大崎園芸植物園花き展示温室 

 

 

常盤公園・市場通り 他 

 

 

調神社（裏参道）調公園 

 

 

西区役所大会議室 

 

 

鴨川桜堤通り公園 

 

 

岩槻城址公園 

 

 

武蔵一宮氷川神社 

 

 

コルソ7Fホール 

 

 

秋葉神社 

 

 

さいたま市役所 

 

 

さくら草公園 

まちかど雛めぐり実行委員会事務局 

�048-756-2822 

 

さいたま市生涯学習振興課 

　048-829-1705 

 

さいたま市文化財保護課 

　048-829-1723 

 

西区コミュニティ課　企画担当 

　048-620-2620 

 

南区コミュニティ課 

　048-844-7130 

 

桜区コミュニティ課 

　048-856-6130 

 

さいたま市農業者トレーニングセンター 

　048-878-2026 

 

中山道浦和宿二七の市実行委員会　担当：石川 

　090-3437-6802 

 

事務局（拓也コレクション） 

　048-875-5156  

 

西区コミュニティ課　企画担当 

　048-620-2620 

 

桜区コミュニティ課 

　048-856-6130 

 

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 

　048-647-8339 

 

武蔵一宮氷川神社 

　048-641-0137 

 

事務局（拓也コレクション） 

　048-875-5156 

 

秋葉神社 

　048-624-6656 

 

 

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 

　048-647-8339

ひな市・物産市・製作体験、その他楽しい企画が盛りだく

さん！オープニングイベントは3/3～5。 

 

歌壇に新風をもたらす歌人を発掘・支援する新人賞の表

彰式と歌人・岡野弘彦氏の講演。 

 

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。

市指定無形民俗文化財に指定されています。 

 

西区ゆかりの文化財を写真パネルでご紹介します。 

 

まちづくりコンテスト、まちづくり活動などについての展示、

健康福祉コーナー、フォトコンテスト、第2回南区ほのぼの

音楽祭。 

区民会議及びコミュニティ会議の活動展示、公民館で活

動する団体の発表が行われます。 

椿の切花の展示、椿苗木有料頒布、園芸相談が行われま

す。 
 
農産物・区内商店会など出店による販売、フリーマーケット

の開催・各種音楽ショー・キャラクターショーなどが予定さ

れています。 

全国から集まる約220店の骨董店。広々とした会場でゆ

ったり楽しんでください。 

 

西区の歴史や文化財についての講演会です。 

 

約２kmの堤通りに約770本の桜が咲き誇り、桜のトンネ

ルとなることから、大勢の人が訪れます。 

 

甘酒のチャリティーサービス、お琴・和太鼓の演奏・野点な

どが行われます。 

 

農産物が豊かに実り、人々が健康に過ごせるように祈る

お祭りです。 

 

全天候型の室内催事です。蚤の市では見られないような

貴重な品々もご覧になれます。 

 

盗難除けと火防にご利益のある神社です。150店近くの

露店が出展します。 

 

 

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。 

 

※
日
程
や
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
多
少
変
更
が
あ
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
各
問
い
合
わ
せ
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

名　　称 開 催 日  開催場所 問い合わせ先 主 な 内 容  

平成１８年３月～６月 イベントカレンダー 

 
3/1～4/2 

 

 

3/12 

 

 

3/12 

 

 

3/17～31 

 

 

3/19 

 

 

3/25・26 

 

3/25・26 

 

3/25・26 

 

3/25　4/22 

5/27　6/24 

 

3/31 

 

 

3/26～4/9 

 

 

4/1・2 

 

 

4/5～7 

 

 

4/6・7 

 

 

4/18 

 

 

4/22・23 

 

 

4/23



 

 

人形のまち岩槻流しびな 

北与野駅前フリーマーケット 

春の園芸まつり 

国際友好フェア 

第23回大盆栽まつり 

さいたま市アグリフェスタ 
,
０６ 

南部領辻の獅子舞 

ばらまつり'06 

大宮フィルハーモニー管弦楽団 

第２８回定期演奏会 

第39回大宮フリーマーケット 

第25回記念　大宮薪能 

さいたま市浦和うなぎまつり 

第1回さいたまさつきまつり展示会 

茅の輪くぐり・植木草花市 

第６回 

さいたま市公民館絵画グループ展 

第10回人形のまち岩槻朝顔市 

4/29 

4/29 

5/3・4 

5/3・4 

 5/3～5 

5/４・５ 

5/14 

5/20・21 

5/21 

5/21 

  (雨天5/28) 

5/26・27 

5/27 

(雨天5/28) 

5/27・28 

6/30 

6/30～7/12 

7/2

岩槻城址公園 

JR北与野駅前西側広場 

市民の森 見沼グリーンセンター 

市民の森 見沼グリーンセンター 

盆栽四季の家周辺及び各盆栽園 

大崎公園緑の広場 

鷲神社 

与野公園 

埼玉会館 

大宮駅東口大宮銀座通りほか 

武蔵一宮氷川神社境内 

さいたま市役所東側広場 

及び南側駐車場 

さいたまスーパーアリーナ 

展示ホール 

武蔵一宮氷川神社境内 

及び氷川参道 

文化センター展示室 

愛宕神社（本町） 

岩槻人形協同組合 

　048-757-8881 

北与野・八幡通り商店会「フリマ北与野」実行委員会 

市民の森　見沼グリーンセンター 

　048-664-5915 

（財）さいたま市国際交流協会 

　048-823-9639 

大宮区地域経済課 
　048-646-3093 

大盆栽まつり実行委員会 
　048-663-3991 

さいたま市アグリフェスタ実行委員会事務局 

　048-878-2026 

さいたま市文化財保護課 

　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 

大宮フィルハーモニー管弦楽団 

　048-663-8498 

大宮区地域経済課 
　048-646-3093 
大宮フリーマーケット実行委員会 
　048-641-2190 

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 

　048-647-8339 

浦和区地域経済課 

　048-829-6179 

さいたま市農業者トレーニングセンター 

　048-878-2026 

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 

　048-647-8339 

さいたま市生涯学習振興課 

　048-829-1703 

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 

　048-647-8339 

 

子供たちの無病息災と願い事を書いた紙をさん俵に託し、水面に流

す春の伝統行事です。 

県内に在住のファミリーグループによるフリーマーケット。 
200区画の出店ブースがあります。 
問い合わせはホームページから。
http://www.geocities.jp/kitayono_hachimandori/ 

展示会、即売会、園芸相談が開催され、農業並びに園芸

の振興が図られます。 

世界各国の民族料理・文化の紹介や国際交流・協力団

体の活動発表が行われます。 

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。 

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・ステージイベントなどが行われます。 

この5月の奉納では、村祈祷と称する村廻りが行われま

す。市指定無形民俗文化財に指定されています。 

ばらの苗木即売会やステージイベントなどが行われます。

曲目：運命の力/ヴェルディ　楽劇「トリスタンとイゾルデ」
第1幕への前奏曲、愛と死/ワーグナー交響曲第3番 
エロイカ/ベートーベン 
入場料：800円（当日券のみ・会場で発売） 

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、28日に延期になります。 

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）。 

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。

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・苗木の無料配付が行われます。 

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。 

市内の公民館で活動している絵画グループの作品展示

が行われます。 

朝顔や農産物などの販売が行われます。 

 

名　　称 開 催 日  開催場所 問い合わせ先 主 な 内 容  
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ひ
な
人
形 

五
月
人
形 

五月人形・鯉のぼり 
大ご奉仕会 

海外のおみやげに 
　日本人形・和風小物を 

さいたま市岩槻区本町3-2（岩槻駅前） 
TEL:048-756-1111 FAX:048-757-3113 
http://www.tougyoku.com

人形の町・岩槻 

東玉 雛匠 

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 

フリーダイヤル 

0120-873413
一般廃棄物・産業廃棄物のことなら 

フリーダイヤル 

0120-538901

〒330-0061　さいたま市浦和区常盤5-2-18

クリーンシステム 株式 会社 

アイル・コーポレーション 株式 会社 



平和キャンペーン「WAR IS OVER」カード 

みみずく土偶（小深作遺跡） 

ホルスト・ヤンセン「マルメロ、まるで頭」1981年 

埼玉県指定無形民俗文化財 
浦山の獅子舞 

○2005,Lamme Janssen,Hamburg

伊東深水「薄暮」昭和15年頃 

c

アートカレンダー アートカレンダー 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！ 

旧坂東家住宅見沼くらしっく館　わらぞうり作り 

●開催期間  3/11（土）　●料金  無料 

JR大宮駅東口7番バス乗場から浦
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 

わらのぞうりを編んで、履いてみよう。 
 
※事前の申込みが必要。定員２０名。小
学校低学年以下は保護者と一緒に参加。 
 
10：00～15：00

さいたま市立漫画会館　収蔵品展  「がんばれ！サラリーマン～風刺画に見る働く人々～」 

●開催期間  3/11（土）～5/14（日）　●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 

漫画会館収蔵の楽天作品や資料を紹
介します。 

埼玉県立近代美術館  企画展  「ホルスト・ヤンセン展－北斎へのまなざし－」 

●開催期間 4/5（水）～5/21（日）  ●料金 一般 900円(720円) 高大生720円(580円)

①「韓国の民族造形－匠と心と形」 
②「さいたまの縄文時代－まずは後晩期から」 

JR北浦和駅西口徒歩3分 
　048-824-0111 
休館日：月（祝日を除く）、年末年始 
※団体割引あり 

ホルスト・ヤンセン（1929-1995）は、ドイツのハンブル
グに生まれ、生涯の大半をこの港町で暮らした。1960
年代後半に版画家として注目を浴び、1968年ヴェネ
ツィア・ビエンナーレで版画大賞を受賞した。本展は「日
本におけるドイツ年」関連企画であり、ヤンセンの生
涯にわたる制作活動を紹介し、併せて彼が師と仰いだ
葛飾北斎との接点にスポットをあてる。 

彩の国さいたま芸術劇場 

●開催期間  3/24（金）～26（日）　●料金Ｓ席7,000円 Ａ席5,000円 学生Ａ席2,000円 

トリシャ・ブラウン・ダンス・カンパニー 

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 

ポスト・モダンダンスを代表するアメリ
カの振付家トリシャ・ブラウン、待望の
来日！ 
 
※会場　彩の国さいたま芸術劇場 
　　　　大ホール 

埼玉県立歴史と民俗の博物館　特別展  「芸能絵巻－舞い踊り囃す－」 

●開催期間  4／29（土）～6／11（日）　●料金  未定 

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）、年末年始 

リニューアルオープン記念の特別展は、
民俗芸能をテーマとしています。 

さいたま市青少年宇宙科学館　プラネタリウム番組 

●開催期間  「ピーターパンのぼうけん」・「星の王子様」ともに3/18（土）～6/18（日）　●料金  一般500円、4歳～高校生200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、県民の日を除く）、
年末年始 

「ピーターパンのぼうけん」・・・皆さんご存知のピー
ターパンがウェンディや妖精ティンカーベル、フック
船長らと巻き起こす夢と冒険のファンタジーに皆さ
んをご招待します。皆さんは妖精を信じますか？ 
「星の王子様」・・・砂漠の真ん中で星の王子様と出
会った「ぼく」は、一緒に過ごすうちに心を通わせてい
きます。しかし、別れのときがきて・・・ 

埼玉県立民俗文化センター 

●問合わせ先　休所期間：埼玉県立民俗文化センター　048-757-8008　閉所後：埼玉県立歴史と民俗の博物館　048-641-0890

埼玉県立民俗文化センターは、平成18年3月31日（金）をもって閉所と

なります。つきましては、閉所に伴う事務作業のため、平成17年12月26日

（月）から平成18年3月31日（金）まで、休所いたします。なお、事業に関す

るお問い合わせは、休所期間中も引き続き受付けしております。平成18

年4月1日（土）からは、現在の埼玉県立博物館と統合した「埼玉県立歴

史と民俗の博物館」として再出発いたしますので、ご期待ください。長い間、

多数の皆様にご利用、ご協力をいただきまして、心より感謝申し上げます。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　  埼玉県立民俗文化センター 

※埼玉県立博物館は、常設展示室を一部リニューアルし、平成18年4月

1日から「埼玉県立歴史と民俗の博物館」として再スタートします。 

※展示室の改装に伴い、3月6日（月）～31日（金）は、全館休館いたします。 

ジョン・レノン・ミュージアム 

●開催期間  2005年6/29（水）～2006年3/31（金）　●料金 大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円 

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・レノンとオノ・ヨーコが行った平和キャンペーン「WAR IS 
OVER」で配られたカードと、「ハッピー・クリスマス<戦争は終わっ
た>」の直筆作詞原稿を、5階展示ゾーン8にて特別展示しています。 
1969年12月、ジョンはヨーコとともに世界規模の平和キャンペ
ーン「WAR IS OVER」を展開しました。そして1971年、クリスマス・
ソング「ハッピー・クリスマス<戦争は終わった>（Happy Christmas 
<War Is Over>）」を制作し、平和への祈りを歌いました。現在では
世界的なクリスマスの定番ソングとなっています。 

うらわ美術館  特別公開  培広庵コレクション  近代の美人画―その耽美と憂愁 

●開催期間  4/29（土祝）～6/18（日）の43日間　●料金 一般630円（500円）高大生420円（330円）小中生210円（160円） ※（　）内は20名以上の団体料金。 

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 

近代日本画の美人画の世界を、大正
期から昭和初期にかけて特有のデカ
ダンス趣味を醸し出す「培広庵コレク
ション」から紹介。70余点。 

さいたま市立博物館 

●開催期間  ①3/4（土）～12（日）  ②3/18（土）～5/7（日）　●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 

①韓国の匠による民族造形（韓服・漆器・
磁器・陶器など）の展示 
②縄文時代の後晩期を国指定史跡真
福寺貝塚をはじめとしたさいたま市の
遺跡を中心に紹介 

浦和くらしの博物館民家園　見沼塾「こどもの日のイベント」 

●開催期間  5/4（木）・5（金）　●料金  無料 

JR浦和駅西口から国際興業バス「東
川口駅北口」他行き「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、紙芝居を見たりしよう。 
民家の中や庭で昔のあそび（お手玉・
竹馬・こま・けん玉など）を一緒にやろう。
教わりましょう。 

さいたま市立浦和博物館　企画展  「ふるさとの遺産－緑区の文化財－」 

●開催期間  3/17（金）～5/7(日）まで　●料金  無料 

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、特別整理休館 

浦和博物館が位置する緑区に伝わる
文化財を展示し、地域で大切に育まれ
た文化遺産を紹介します。 
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平成18年3月～6月 

さいたま市宇宙劇場 

●開催期間  3/4（土）～5/28（日）　●料金  大人600円、子供（4歳以上中学生まで）300円 

プラネタリウムと超大型映画の春番組 

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 

プラネタリウム（ファミリー向け）「それ
いけ！アンパンマン～ＳＬマンと星をうつ
そう～」、（一般向け）『若田宇宙飛行
士スペースシャトル搭乗１０周年記念番
組「夢に向かって・・・」』、超大型映画「ヤ
ングブラックスタリオン」 
※プラネタリウム番組「夢に向かって・・・」は4/9まで投影。 

平和キャンペーン「WAR IS OVER」カードと、 
「ハッピー・クリスマス<戦争は終わった>」直筆作詞原稿の特別展示 

○Disney Enterprises,Inc

※（　）内は20名以上の団体料金。中学生以下、65歳以上、 
　障害者手帳をお持ちの方は無料です。 

c



14 15

お土産 お土産 第２回さいたま推奨土産品のご紹介、第3弾です！ 
前号に引き続きまして、推奨土産品の品評会で入賞した土産品の中から10品をご紹介します。 

地 酒  

和菓子 

和菓子 

和菓子 

和菓子 

煎 餅  

　カステラは伝統のあるお菓子で、今から約400年
ほど前にポルトガルから伝えられました。すべて 
手作りで、添加物は一切使わずに作られています。 
価　格：1,050円（税込）   
内容量：1本入（約500g） 
製造元：カステラ 文 
　　　　岩槻区東岩槻3-5-3 048-794-7402 
販売先：同店 

「カステラ」 

　見沼田んぼにいたと語り継がれている竜神の伝説
と調神社のシンボルであり、全国的にも珍しい狛 
うさぎをもとに考案されたお菓子です。 
価　格：853円（税込） 
内容量：6個入（竜眼３、うさぎ餅最中３） 
製造元：菓子処 加藤製菓 
　　　　浦和区東高砂6-20 048-882-4923 
販売先：同店 
　 

「竜眼とうさぎ餅最中」 

　人を引き込む力を持つ「かっぱ」より命名され昭和
36年から作り続けられているお煎餅です。地方発送
もできます。 
価　格：2,100円（税込） 
内容量：30枚入　南蛮１０、ざらめ５、おおかや５、 
 みそ５、ごま５ 
製造元：かっぱや　中央区下落合2-13-18 
　　　　　048-831-8656 
販売先：同店 

「かっぱ煎餅詰め合わせ」 

「岩槻ねぎみそパイ ほの香」 
　岩槻特産品研究グループで岩槻ねぎを使用して
開発された商品です。 
価　格：1,000円（税込） 
内容量：8個入 
製造元：㈲コスモス 
　　　　岩槻区東岩槻2-5-27 048-794-8772 
販売先：同店 

　「ぼんさいうどん」　 
　「BONSAI」で世界的に有名な盆栽村にちなんで
命名されました。喉ごしのよい、茹であげ時間2分半
の高級細打ち麺です。 
価　格：2,415円（税込）   
内容量：180g×5本入 
製造元：本舗 亀八 
　　　　大宮区桜木町4-50 048-667-5052 
販売先：同店 

　埼玉県内だけの限定品として丹精込めて醸した
地酒です。心地よい旨味と丸みのある口当たりが特
徴です。 
価　格：1,680円（税込） 
内容量：1,800ml 
製造元：㈱小山本家酒造 
　　　　西区指扇1798 048-623-0011 
販売先：㈱セカイタカ酒販 
　　　　（西区指扇2045 048-622-0100） 

「武州世界鷹」 

　売れ筋の醤油・ねぎみそ・ごまみそ・黒豆の４品を、
天然素材調味料を使用して焼き上げられています。 
価　格：800円（税込） 
内容量：12枚入（醤油３、ねぎみそ３、ごまみそ３、黒豆３） 
製造元：㈱喜多山製菓　 
　　　　中央区本町西1-12-9 048-625-5686 
販売先：同店、中央店（中央区下落合6-11-18）、 
　　　　大宮営業本部（西区内野本郷445-4） 
　　　　西友各店舗 
ＵＲＬ：http://www.kitayama-s.co.jp/

「無添加せんべい」 

　岩槻の名を冠した、四国産の栗を使用して作られ
ている日持ちのよい土産品です。 
価　格：2,037円（税込） 
内容量：12個入 
製造元：寿堂和菓子店 
　　　　岩槻区東岩槻2-2-17 048-794-5950 
販売先：同店 

「岩 槻っ子」 和菓子 

地 酒  

食 品  

洋菓子 

煎 餅  

このマークの 
ある商品は、 

においても 
取扱っております。 

浦和観光案内所　　　048-824-0333

北浦和観光案内所　　048-834-6166

　 
　　 　 
         

さいたま市中央区上峰2－3－9 
ＴＥＬ　0 4 8 － 8 5 2 － 3 7 5 3 
ＵＲＬ　http://nanakoshi.co.jp

イタリア料理イルクオーレ●素敵屋さん●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）●野の花屋さん●貸しギャラリー多羅葉 

「清酒大吟醸九重桜平成ひろば」 
　明治17年に創業され、そのときにあった桜より 
九重桜と命名されました。原料米は山田錦を100％、
酵母は埼玉県産を使用しています。また、全国新酒
鑑評会金賞を4度受賞しています。 
価　格：2,500円（税込）   
内容量：720ml 
製造元：大瀧酒造㈱ 
　　　　見沼区膝子663 048-683-3006 
販売先：大宮そごう、高島屋大宮店 

「うらわサッカーの街」 
　埼玉県のサッカーの発祥地である浦和にちなんで
命名されました。2種類の黄味餡に生クリームとバター
を入れ、ふんわり焼き上げられています。 
価　格：1,210円（税込） 
内容量：8個入 
製造元：花月庵つくば　 
　　　　緑区原山3-18-15 048-881-0939 
販売先：同店 

( )

38年 

北浦和 
観光 
案内所 

浦和 
観光 
案内所 

北浦和 
観光 
案内所 

浦和 
観光 
案内所 

北浦和 
観光 
案内所 

浦和 
観光 
案内所 

北浦和 
観光 
案内所 

浦和 
観光 
案内所 

浦和 
観光 
案内所 

浦和 
観光 
案内所 
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　以上の結果から、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。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。 

　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23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。 

コンベンション コンベンション 

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　　048-647-0788まで 

大会種別／ブロック規模（宗教関係団体の研修会） 
開催時期／平成17年6月（会期2日） 
開催場所／パレスホテル大宮 
参加者数／305名 
アンケート回収結果／259枚（回収率85％） 

大会種別／ブロック規模（福祉関係団体の研究総会） 
開催時期／平成17年10月（会期2日） 
開催場所／大宮ソニックシティ 
参加者数／1,082名 
アンケート回収結果／543枚（回収率50％） 

さいたまコンベンション施設見学会を開催しました 

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

「ジョン･レノンとリバプール」展 

■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（料金はすべて税込です。） 

2005年6月29日(水)～2006年3月31日(金)

PHOTO: ○Yoko Ono LennonC

ジョン･レノンの原点ともいえるリバプール時代にスポットをあて 
た特別展。 ジョンが育った部屋を日本で初めて再現しているほか、 
幼少時代からザ･ビートルズとして世界に羽ばたいていくまでのゆ 
かりの「場所」「人」「もの」を映像や資料で解説。 

　当ビューローでは、コンベンション開催による経済効果を測定するため、さい
たま市内で開催されたコンベンションの主催者及び参加者に対してアンケート
調査を実施しました。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12年度埼玉県産業連関表の数値を用いて測定した結果は
次のとおりです。 

コンベンションがもたらす経済波及効果 コンベンションがもたらす経済波及効果 

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。 

調査結果 

宿泊費：0円 
※主催者負担 

その他： 
209.65円 

遊興娯楽費： 
142.86円 

飲食費： 
1216.37円 

市内交通費： 
137.22円 

土産購買費： 
1846.72円 

参加者一人当たりの平均消費金額 
3,552.82円 

１  １  調査対象 

その他：606.77円 
遊興娯楽費：403.19円 

土産購買費： 
1530.61円 

市内交通費： 
358.60円 

参加者一人当たりの平均消費金額 
9,847.67円 

２ ２ 調査対象 

大会種別／全国規模（医学関係団体の研究総会） 
開催時期／平成17年11月（会期2日） 
開催場所／埼玉会館及びさいたま共済会館 
参加者数／555名 
アンケート回収結果／175枚（回収率31％） 

その他：569.74円 
遊興娯楽費：902.51円 

土産購買費： 
1334.96円 

市内交通費： 
292.36円 

参加者一人当たりの平均消費金額 
9,462.17円 

３ ３ 調査対象 

4,080,771円 

5,251,501円 

主催者による  
消費支出総額  

◆直接的経済効果額 ◆参加者一人当たりの平均消費金額内訳 

参加者による  
消費支出総額  

直接的経済効果額 9,332,272円 

5,182,640円 

11,845,567円 

二次生産誘発額 

◆間接的経済効果額 

一次生産誘発額 

間接的経済効果額 17,028,207円 

26,360,479円 

（参加者一人当たり：47,496円） 

経済波及効果合計 

宿泊費： 
3360.00円 

飲食費：3002.60円 

8,301,575円 

1,083,610円 

主催者による  
消費支出総額  

◆直接的経済効果額 ◆参加者一人当たりの平均消費金額内訳 

参加者による  
消費支出総額  

直接的経済効果額 9,385,185円 

5,255,407円 

11,965,898円 

二次生産誘発額 

◆間接的経済効果額 

一次生産誘発額 

間接的経済効果額 17,221,305円 

26,606,490円 

（参加者一人当たり：87,234円） 

経済波及効果合計 

16,200,000円 

10,655,189円 

主催者による  
消費支出総額  

◆直接的経済効果額 ◆参加者一人当たりの平均消費金額内訳 

参加者による  
消費支出総額  

直接的経済効果額 26,855,189円 

16,890,462円 

40,322,878円 

二次生産誘発額 

◆間接的経済効果額 

一次生産誘発額 

間接的経済効果額 57,213,340円 

84,068,529円 

（参加者一人当たり：77,697円） 

経済波及効果合計 

宿泊費： 
4633.04円 

飲食費：2315.46円 
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小林研一郎 

テオドッシュウ 

コンベンションカレンダー コンベンションカレンダー 
大宮ソニックシティ・クラシックコンサートのご案内 

アジア太平洋環境会議（エコアジア2006） 

　環境省が主催するアジア太平洋地域の非公式環境大臣会合。各国の環境大臣
等が自由に意見交換を行う機会を提供し、この地域における環境分野での協力
を推進するものです。 
これまでに13回国内で開催されており、14回目の今回は、さいたま市で開催
されます。（一般見学不可） 

　日本ヴォーグ社があらゆるクラフトファンに楽しんでいただける展覧会を企
画しました。トールペイントだけでなく、様々なクラフトを織り交ぜ、これま
でにないスケール感で展観します。 

トールペイント/キルト/ニット/お細工物と和のキルト/押し花/ポーセラーツ
グラスアート/グループ・サークル展/ワークショップ/カフェ&レストラン/マーケット 

さいたま環境フォーラム2006

　環境シンポジウムや環境に関する展示コーナーなどの楽しいイベントが開催
されます。（参加自由、環境シンポジウムのみ要予約） 

さいたま市内で行われる主なコンベンションのご紹介です。 

大宮ソニックシティホール　　048-647-7722 
（9：00～18：00/日曜・祝祭日を除く） 

名　称 開催日 開催場所 参加者 
（人数） 

備　考 

 

300 

 

 

500 

 

 

3,000 

 

 

600 

 

 

300 

 

 

1,300 

 

 

5,000 

 

 

1,500

 

3 /27(月) 

　 

4 / 7 (金) 

14：00開演 

 

 
4 /16(日) 

 

4 /21(金) 

22(土) 
 

 

5 / 6 (土) 

 

 

5 /12(金) 

　 

5 /25(木) 

～27(土) 

 

6 / 2 (金) 

3 (土)

埼玉会館 

小ホール 

 

大宮ソニックシティ 

大ホール 

 

大宮ソニックシティ 

大ホール 

 

大宮ソニックシティ 

市民ホール 

 

埼玉会館 

小ホール 

 

埼玉会館 

大ホール 

 
大宮ソニックシティ 

第1展示場、 

イベント広場 

大宮ソニックシティ 

大ホール 

地理関連学会連合シンポジウム 

「地域多様性と共生社会」 
 

大宮予備校記念講演会 

　スポーツジャーナリスト 

増田明美氏 

ライオンズクラブ国際協会 

330-Ｃ地区年次大会(第52回) 

 

埼玉県医療社会事業協会 

50周年記念大会 

 

埼玉県茶道連盟総会 

及び講演会 
 

 

彩の国さいたま看護デー２００６ 

 

２００６彩の国ケーキショー 

(埼玉県洋菓子協会主催） 

 

第１４回日本社会福祉士会 

全国大会・社会福祉学会 

一般参加可 

（入場無料） 

 

一般参加可 

（入場無料） 

 
 

関係者のみ 

 

 

関係者のみ 

 

 

関係者のみ 

 

一般参加可 

（入場無料） 

 

一般参加可 

（入場無料） 

 
関係者のみ 

6/3記念講演は 

一般参加可(500円)

日本フィル SONIC-CITY さいたまシリーズ2006〈春シリーズ〉 

平成18年 
3月～6月 

期　　日 

会　　場 

お問い合わせ 

期　　日 

会　　場 

お問い合わせ 

SONIC-CITY オペラ 2006

※お得なオペラシート(２公演セット券)10％割引き有り 

お申込み・お問合せ 

◆イタリア・ベッリーニ大劇場「ノルマ」 
　ノルマ：ディミトラ・テオドッシュウ 他 
　6月25日(日)16:00開演（S席￥20,000～） 

◆錦織健プロデュース・オペラVol.3「ドン・ジョヴァンニ」 
　ドン・ジョヴァンニ：大島　幾雄　ドンナ・アンナ：佐藤しのぶ 
　ドン・オッターヴィオ：錦織　健 他 
　10月21日(土)18:30開演（S席￥12,000～） 

◆第34回さいたま定期演奏会 
　指揮：広上　淳一　ピアノ：石井　克典 
　3月10日(金)19:00開演（S席￥5,000～） 

◆第35回さいたま定期演奏会 
　指揮：小林研一郎　ヴァイオリン：木嶋　真優 
　5月19日(金)19:00開演（S席￥5,000～） 

◆第36回さいたま定期演奏会 
　指揮：下野　竜也　ピアノ：田部　京子 
　7月7日(金)19:00開演（S席￥5,000～） 

（ ） 

6月23日(金)・24日(土) 

ラフレさいたま及びさいたま新都心駅自由通路 

さいたま市環境経済局環境部環境総務課　　048-829-1324

6月24日(土)・25日(日) 

浦和ロイヤルパインズホテル 

さいたま市環境経済局環境部環境総務課　　048-829-1324

期　　日 

会　　場 

入場料(税込)

主　　催 

お問い合わせ 

5月6日(土)～9日(火)　10：00～17：00（最終入場は16：30まで） 

さいたまスーパーアリーナ 

当日券　大人1,500円　学生（大・高生）1,000円 
前売券　大人1,300円　学生（大・高生） 800円　※中学生以下無料 

日本テレビ・東映　　　　　日本ヴォーグ社　　　　　さいたまスーパーアリーナ 

「クラフトフェスタ2006」事務局　　050-5520-5175　FAX06-6371-9161 
〒531-0072　大阪市北区豊崎2-7-9豊崎いずみビル1F 
http://www.craft-festa.com　事務局お問合せ時間(月)～(金)の10：30～18：00 
 

※お得な市民割引有り　さいたま市在住・在勤・在学の方は、第35回・第36回定期の2公演を 
 全席定価の1,000円引きで購入いただけます。〔4月1日(土)発売開始～〕 

広瀬光治さんの 
トークショー・体験会 
の他、様々な 
ワークショップ 
を展開!!

華麗なる手仕事の祭典 
クラフトフェスタ2006 in SAITAMAさいたまスーパーアリーナ会場 

イベント企画 

展示内容 
（予定） 

協　力 企画・監修 

2006華麗なる手仕事の祭典 

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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コンベンション施設 コンベンション施設 
会議・展示会場などのご案内。目的別に便利に対応。 

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 35.5～291㎡） 

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（349㎡、180席）■その他の会議室（計27室 44～164㎡） 
■第1展示場（804㎡）/第2～5展示場（計4室 135～202㎡、計674㎡） 
■市民ホール（計4室 171～185㎡、計712㎡）■イベント広場（860㎡） 

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

埼玉会館　 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 42.49～148.02㎡） 
■第1～3展示室（計3室 250.6～587.53㎡） 

埼玉教育会館　 048-832-2551 JR浦和駅西口徒歩10分 
■各種大小会議室（計11室 24～190㎡、口型12席～スクール180席） 

さいたま市産業文化センター　 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 51.87～91.11㎡） 

さいたま市青少年宇宙科学館　 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（182.47㎡） 

さいたま市地域中核施設プラザイースト　 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 37～79㎡） 
■第1・2展示室（107～214㎡）■多目的ルーム（341㎡）■映像シアター（82席） 

さいたま市地域中核施設プラザウエスト　 048-858-9080 
　JR浦和駅西口からバス約30分■さくらホール（1,014㎡、402席） 
■多目的ルーム（334㎡、250席）■その他の会議室（計8室 51～132㎡） 

さいたま市文化センター　 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（320㎡） 
■その他の会議室（計5室 32～160㎡）■A～C展示室（170～460㎡） 

さいたま市民会館いわつき　 048-756-5151 
URL: http://www.saitama-culture.jp/ 東武野田線岩槻駅東口から徒歩25分 
■ホール（622席）■その他の集会室（計9室 37.5㎡～112.2㎡） 

さいたま市民会館うらわ　 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 14.3～147.2㎡） 

さいたま市民会館おおみや　 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 62～348㎡） 

さいたまスーパーアリーナ　 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（14,600㎡、37,000席）■メインアリーナ（7,100㎡、22,500席） 
■コミュニティアリーナ（7,500㎡、3,000席）■ホール（6,000席）■展示ホール（1,000㎡） 

彩の国さいたま芸術劇場　 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） 

JA共済埼玉ビル　 048-644-2271  
URL:http://www.ja-kyosai-saitamabuil.co.jp/　東武野田線北大宮駅徒歩4分 
■主要会場（大会議室350㎡、スクール300席）■その他会議室（計24室 53～191㎡） 
 

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76.3㎡、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162㎡、スクール40席）■その他の会場（計2室 137～454㎡） 
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427㎡、スクール288席）■その他の会場（計6室 60～200㎡） 

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1,100㎡、スクール860席）■その他の会場（計14室 46～540㎡） 

浦和ワシントンホテル　 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343㎡、スクール180席） 

大宮国体記念会館　 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230㎡、スクール160席）■その他の会場（計6室 19～93㎡） 

大宮サンパレス　 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264㎡、スクール168席）■その他の会場（計7室 36～215㎡） 

大宮ラフォーレ清水園　 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632㎡、スクール510席）■その他の会場（計5室 63～385㎡） 

ときわ会館　 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303㎡、スクール240席）■その他の会場（計2室 70～104㎡） 

パイオランドホテル本館　 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85㎡、スクール32席） 

パレスホテル大宮　 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1,116㎡、スクール550席） 

■その他の会場（計6室 111～415㎡） 

プリムローズ有朋　 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238㎡、スクール100席）■その他の会場（計4室 28～147㎡） 

別所沼会館　 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145㎡、スクール100席） 

ホテルブリランテ武蔵野　 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660㎡、スクール400席）■その他の会場（計4室 66～280㎡） 

HOTELメイン　 048-648-8886 JR大宮駅西口徒歩1分 
■主要会場（会議室45㎡、小会議室17㎡） 

マロウドイン大宮　 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110㎡、スクール80席）■その他の会場（計3室 45～85㎡） 

与野第一ホテル　 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62㎡、スクール30席） 

ラフレさいたま　 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417㎡、スクール230席）■その他の会場（計7室 47～374㎡） 

会議室・展示会／イベントなど多目的施設 ホテルなどの施設（会議／展示会などにご使用の場合） 

〒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

〒338-8567　埼玉県さいたま市中央区下落合1027 
TEL : 048-833-3181(代)　FAX : 048-833-3183 
URL : http://www.yono.co.jp/  
　　         

美味
しさ・

楽しさ・ほっとする・
・
・

豊富な食材を取り揃えてお待ちしております。 
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宿泊施設 宿泊施設 

アウルホテル大宮 

浦和東武ホテル 

浦和ロイヤルパインズホテル 

浦和ワシントンホテル 

東横インさいたま新都心 

ときわ会館 

パークプラザ大宮 

パイオランドホテル本館 

パレスホテル大宮 

ビジネスホテルグリーン 

ビジネスホテル豊泉閣 

プラザホテル浦和 

プリムローズ有朋 

別所沼会館 

ホテルニュー埼玉 

ホテルブリランテ武蔵野 

HOTELメイン 

ホテルメッツ浦和 

マロウドイン大宮 

与野第一ホテル 

ラフレさいたま 

大宮国体記念会館 

三楽荘 

新道山家 

割烹旅館東山 

ビジネスホテルあさや 

ホテル一松 

ホテルミウラ 

三松旅館 

旅館いけだ 

JRさいたま新都心駅東口徒歩6分 

JR浦和駅西口徒歩10分 

JR浦和駅西口徒歩7分 

JR浦和駅西口徒歩3分 

JRさいたま新都心駅東口徒歩2分 

JR浦和駅西口徒歩18分 

JR大宮駅東口徒歩3分 

JR大宮駅東口徒歩3分 

JR大宮駅西口徒歩3分 

JR北浦和駅西口徒歩2分 

JR浦和駅東口徒歩3分 

JR中浦和駅東口徒歩1分 

JR浦和駅西口徒歩18分 

JR中浦和駅東口徒歩10分 

JR南浦和駅東口徒歩2分 

JRさいたま新都心駅西口徒歩5分 

JR大宮駅西口徒歩1分 

JR浦和駅西口徒歩0分 

JR大宮駅西口徒歩3分 

JR大宮駅西口車5分 

JRさいたま新都心駅西口徒歩7分 

東武野田線大宮公園駅徒歩3分 

東武野田線北大宮駅徒歩5分 

JR大宮駅東口車5分 

東武野田線大宮公園駅徒歩12分 

東武野田線大宮公園駅徒歩7分 

東武野田線岩槻駅徒歩10分 

東武野田線岩槻駅徒歩5分 

東武野田線北大宮駅徒歩10分 

JR浦和駅西口徒歩5分 

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/サービス料込（又は無）・消費税込/※＝サービス料別 

048-650-1111 

048-825-4711 

048-827-1111 

048-825-4001 

048-657-1045 

048-822-4411 

048-643-5811 

048-648-0010 

048-647-3300 

048-831-2830 

048-882-4633 

048-863-5111 

048-861-4122 

048-861-5219 

048-884-2111 

048-601-5555 

048-648-8886 

048-826-0011 

048-645-5111 

048-852-6161 

048-601-1111 

048-643-1515 

048-644-4411 

048-641-0501 

048-641-2615 

048-642-3517 

048-797-1918 

048-758-0035 

048-644-1515 

048-829-2881

S6,700～ 
 T13,000 
S10,395～ 
D15,592 
S13,860 
D/T25,410 
S8,600～ 
T16,600 
S6,510～ 
D/T9,030 
S6,825 

  T1人5,250 
カプセル3,465 
ビジネス4,930 
S7,000～ 
D10,000 
S11,025※ 
T18,900※ 
S5,700 
T9,400 

1室2名以上1人5,200 
1室１名6,000 
S7,245 
T11,970～ 

和室5,082～7,276 
 

1室2名以上1人5,197 
1室１名5,775 
S6,800～ 
T12,500 
S8,085～ 
T15,015～ 
S7,875～ 
D/T13,650～ 
S9,000 
T15,000 
S7,350～ 
D10,500～ 
S6,200～ 
T12,000～ 
S9,030～ 
T17,220～ 
1人4,500 

2名以上1人3,500 
2食付6,825 
食無5,250 

2食付12,600～ 
食無7,350～

 
2食付12,000～ 

 
団体長期2食付6,800～ 

S6,000 

2食付6,000～ 
 

S5,800 
T9,000 

2食付6,825～ 
食無5,250̃ 
2食付9,450～ 
朝食付7,980～ 

108 

103 

196 

140 

231 

15 

108 

122 

204 

16 

12 

115 

5 

10 

108 

65 

54 

62 

251 

117 

187 

18 

18 

12 

13 

8 

10 

10 

9 

19

ホ

テ

ル 

旅

館 

さいたまスーパーアリーナから徒歩5分、 
アクセス抜群。 
 
浦和駅よりアクセス便利。パーティー、宿泊に。 
 
ゆったりとした空間でくつろげます。 
 
駅からのアクセスが抜群です。 

さいたま新都心駅から2分。 
ビジネスや観光に便利で気軽に泊まれるホテル。 
 
さいたま市役所裏。研修会議、宿泊に。 
 
宿泊者は大浴場・サウナが無料で使えます。 
 
交通至便。心から落ち着ける空間。 
 
快適なホテルライフをお届けします。 
 
駅から近く、静か。連泊の方はランドリー無料。 

駅から近く、静かな空間で館内、庭のささやかな花々が心を
癒してくれます。1名、家族、小団体様可。 
 
ボウリング場隣接。 
 
宴会から会議、婚礼、宿泊など幅広く使えます。 
 
別所沼公園内。レストランあり。 
 
駅から近く、ビジネスにも観光にも便利。 
 
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。 
 
大宮ソニックシティ・さいたまスーパーアリーナへ便利。 
 
浦和駅隣接。ビジネスにも観光にも便利。朝食付。 
 
大宮駅に近くビジネスにも観光にも最適。 
 
さいたま新都心に、アクセス容易。 

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。 
 
大宮公園隣接。周囲には博物館、盆栽村があります。 
 
ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。 
 
老舗の料理旅館。月替わりの会席料理が好評。 
 
美と味の粋を極めた本格的な懐石料理の宿。 
 
県営サッカー場、野球場、テニスコート近し。 

１名様からご家族、団体まで。当日予約も可能ですのでビジ 
ネスにおすすめ。 
城下町にふさわしい創業二百年。会席料理「鮒又」の宿泊施 
設。ご宴会もどうぞ。 
 
ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。 
 
老舗料亭旅館。宿泊、宴会、会席料理まで。 

(※団体は2口以上)

年中無休・24時間営業 
サウナ&ホテル 

JR大宮駅東口徒歩 

さいたま市大宮区仲町1-119-1 パークプラザ大宮ビル 
TEL048（643）5811㈹　FAX048（643）3137




