
　寛文寛文111 年（1671年）、時の岩槻城主阿
に時刻を知らせ部部正春公が、領内の人々に
災で亀裂が生じるるために鋳造、その後火災るために

たたため享保ため享 5年（1720年）に改鋳し現在
玉県で「時の鐘」ににいたっています。ここ埼玉いたっ
が、とと言えば川越が有名ですがと言えば 10カ所以上
認の江戸の鐘をああったと言われる幕府公認た
回の時を知らせ含含め、現在も一日に複数回含め、現
永寺の鐘、川越続続けているのは、上野寛永続けてい

のの鐘、岩槻の鐘の鐘、 3カ所だけになりました。
ては岩槻の鐘がここの中で現存する鐘としてこの中で

一一番古いものです。番古
　ぜひ一度、悠久の歴史をぜひ を育んだ鐘の音

（１日2回6時・18時）
11　岩槻の鐘　岩槻 1720年改鋳

1787年改鋳
33　川越の鐘　川越 鐘　 1894894年改年改鋳鋳
アアクセスアクセス：東武野田線岩槻東武野田線岩槻駅東口下車徒駅東口下車徒
1010分分

岩槻城の時の鐘

さいたさいたまのとっておき情報をお届けしまのとっ おき情報をお届けします。ます。
これでこれであなたもさいたま通！あなたも いたまさいたたまめめ知識さいたたまめめ知識さいたさいたいたまめいたまめめ知識め知識

さいたま生まれ・彩の国育ち
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夏のおすすめ情報です。ぜひお出かけください。サマートピックスサマートピックス

★花便り　サルビア（７月～１０月）

ブルーベリープラザウラワ
果物の種類：ブルーベリー
所 在 地：さいたま市緑区大崎５２６周辺
営業期間：７月１０日～８月末
料 金 等：摘み取り入園５００円（園内で食べられます）
　　　　 １００円／１００ｇ（持ち帰り）
その他情報：駐車場有り
電　　話：☎０９０-２２２０-４０４３（備藤）

見川果樹園
果物の種類：ブルーベリー
所 在 地：さいたま市西区塚本町３-140
営業期間：７月中旬～８月中旬
料 金 等：摘み取り入園５００円（園内で食べられます）
　　　　 １００円／１００ｇ（持ち帰り）
その他情報：駐車場有り・飲食売店有り
電　　話：☎０４８-６２６-２２８８

野原観光農園
果物の種類：ブルーベリー、梨
所 在 地：さいたま市西区清河寺１３
営業期間：ブルーベリー：７月２０日～９月１０日
　　　　 梨：８月２０日～９月３０日
料 金 等：ブルーベリー摘み取り：入園５００円（園内で食べられます）
　　　　 １００円／１００ｇ（持ち帰り）
　　　　 入園無料
　　　　 梨もぎ取り
　　　　 ６５０円～７００円／１kg（持ち帰り）
その他情報：駐車場有り
電　　話：☎０４８-６２４-７９７３

白子果樹園
果物の種類：梨
所 在 地：さいたま市見沼区山２４０
営業期間：８月中旬～１０月中旬
料 金 等：入園無料
　もぎ取り
　６５０円～７００円／１kg（持ち帰り）
　直売：５００円～７００円
その他情報：駐車場有り
電　　話：☎090-2634-1030

フルーツパーク浦和組合
果物の種類：ぶどう
所 在 地：さいたま市緑区間宮７６６
営業期間：８月上旬～９月中旬
料 金 等：入園無料
　もぎ取り
　巨峰１２００円／１kg（持ち帰り）、
　ヒムロットシードル９００円／１kg
　（持ち帰り）
その他情報：梨の直売も有り
　（７００円／１kg）
電　　話：☎０７０-５５９７-２１９９

大宮花の丘農林公苑
開園時間：７：３０～１９：００（４月～９月）
　　　　 ８：００～１８：００（１０月～３月）
所 在 地：さいたま市西区西新井１２４
交　　通：ＪＲ高崎線「上尾駅」西口から
　　　　 循環バス「ぐるっとくん」大谷
　　　　 循環、「花の丘公園」下車すぐ
   　　    ＪＲ高崎線「宮原駅」西口から
　          東武バス花の丘行き、終点下
             車すぐ（このバスは土曜・休日
             のみ運行）
電　　話：☎０４８-６２２-５７８１

★味覚狩り　ブルーベリー・梨・ぶどう



おみやげおみやげ さいたま推奨土産品のオンラインショッピングが開店しました！是非ご利用ください。
お買い求めはwww.scvb.or.jpから。
※オンラインショッピングでの取り扱いは全品ではありませんので、詳しくはホームページでご覧ください。

第２回さいたま推奨土産品のご紹介、第４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。

食品「酒井の奈良漬」

価　格：2,100円（税込）
内容量：630g
製造元：（株）酒井甚四郎商店
浦和区仲町２－４－２３　☎048-822-2110
販売先：同店、北浦和店（浦和区北浦和１－１－２　☎
048-886-8059）、伊勢丹浦和店、高島屋大宮店、大宮
そごう、サティ北浦和店
漬け原材料は酒粕・砂糖・食塩だけを使用し、化学調味料や
人工添加物を一切使用していない自然発酵食品です。

洋菓子「岩槻サブレ おいひーな」

価　格：1,100円（税込）
内容量：12枚入
製造元：サンドール洋菓子店
岩槻区西町５－４－２５　☎048-757-2543
販売先：同店、岩槻特産品研究グループ加盟店
岩槻のひな人形をイメージして制作されたサブレです。

日本茶「中山道宿場銘茶『大宮宿・浦和宿』」

価　格：3,000円（税込）
内容量：85g×２缶
製造元：（株）信濃屋
北区吉野町１－３８４－１　☎048-661-5555
販売先：ルミネ大宮店、イトーヨーカドー大宮店、高島屋大宮店
ゆるやかな時の流れを狭山茶の一服から感じ取れるようにという思いを込めて製造さ
れています。入れ物は浮世絵師「栄泉」の中仙道風景画を基にデザインされています。

洋菓子「ローズガーデン」

価　格：３，１５０円（税込）
内容量：６００g
製造元：シャンソニエ（（株）ベーカーハウス）
中央区本町西２－６－６　☎０４８-８５７-８８００
販売先：同店、バンビーナバンビーノ
　　　　中央区鈴谷５－３－１８　☎０４８-８５１-６８７８
バラの名所である与野公園にちなんで製造・命名され
ました。宇治の抹茶を使用したケーキです。

和菓子「招きうさぎ」

価　格：６３０円（税込）
内容量：６個入
製造元：松月堂
浦和区本太２－８－１６　☎０４８-８８２-５１００
販売先：同店
調神社の狛うさぎをモデルにしたうさぎ型のお饅頭です。原材料に
つくね芋が使われているので、しっとりとした味わいになっています。

洋菓子「芋右衛門」

価　格：１，４７０円（税込）
内容量：８個入（芋右衛門２、芋之丞２、彩姫２、彩本丸２）
製造元：新日本セシオ（株）
大宮区桜木町１－７－５ ソニックシティビル１５F　☎０４８-６４７-４１０２
販売先：パ・ドウ・ドウ洋菓子店（見沼区東大宮４－１４－３　０１２０-３９
７-６１０）　ＵＲＬ：http://www.padodo.co.jp/
埼玉名産のさつまいもを使い、イタリア産のアーモンド、北海道
のフレッシュバターなどの材料で保存料などの添加物を一切加え
ず作られています。

煎餅「岩槻ねぎみそ煎餅 ほの香 手焼き煎餅詰め合わせ」

価　格：２，１５３円（税込）
内容量：２０枚入（ねぎみそ１０、手焼き１０）
製造元：せんべいの林や
岩槻区仲町２－７－２４　☎０４８-７５６-１２６０
販売先：同店
ねぎみそ煎餅は岩槻ねぎを使用、手焼き煎餅は１枚１枚をじっくりと
手間ひまかけて焼き上げ独特の食感と深い味わいがあります。

洋菓子　「彩の薔薇」

価　格：１，２６０円（税込）
内容量：１２個入
製造元：善収庵 大こくや
中央区本町東２－１７－２　　☎０４８-８５６-０００７
販売先：同店
与野公園のバラをイメージして作られたバラの形をした焼き菓子です。

煎餅「わが街さいたま」

価　格：１，１００円（税込）
内容量：１２枚入
製造元：高野煎餅
緑区東浦和５－１－１１　☎０４８-８１０-５４１１
販売先：同店
見沼田んぼの案山子、調神社の狛うさぎ、サッカー
ボールなど、さいたま市に由来したものの形をしたお
煎餅です。

煎餅「押焼煎餅 銘菓 浦和焼」

価　格：２，１００円（税込）
内容量：２４枚入（堅焼８、南蛮８、角のり４、ざらめ４）
製造元：武内商店
浦和区本太５－１５－５　☎０４８-８８２-８９１０
販売先：同店
ＵＲＬ：http://www2.ttcn.ne.jp/̃urawayaki/
堅焼きでこくのある醤油味、にんにく・唐辛子入り
の南蛮、焼き海苔を巻いた角のり、ざらめの４種類が
入った詰め合わせです。

このマークのある商品は　　　：浦和観光案内所　☎０４８-８２４-０３３３
　　：北浦和観光案内所　☎０４８-８３４-６１６６においても取り扱っております。　

イタリア料理  イルクオーレ●素敵屋さん●お菓子やさん工房本店
お菓子やさん大宮タカシマヤ店●銀花ギャラリー●野の花屋さん



（２００６年７月～９月） 美術館・博物館からのおすすめ情報です。ミュージアムカレンダーミュージアムカレンダー
浦和くらしの博物館民家園 平成１8年度　夏休み親子チャレンジ教室(全１０講座）

●開催期間 ７月～８月の夏休み期間中　●料金  材料費参加者負担

小学生を対象に物作り教室を
開催します。
事前の申し込みが必要です。詳
細は民家園（☎０４８-８７８-５０２５）
まで。

JR浦和駅西口から国際興業バス
「東川口駅北口」行き等「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

さいたま市立浦和博物館 夏休み子ども博物館

●開催期間  ７／１５～９／３　●料金  無料

小学生を対象に、縄文人の顔、
大昔の人々のくらし、見沼通船
堀などをテーマにしたミニ展
示を行います。

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７月～９月の休館日：７月３日、１０
日～１４日〔展示替え〕、２４日、３１日、８月７日、1４日、
２１日、２８日、９月４日～７日〔展示替え〕、１１日、２５日

さいたま市立博物館 夏休み子ども博物館

●開催期間  ７／１５～８／３１　●料金  入館無料、講座については実費負担

見沼代用水や天然記念物など、
７つのテーマでさいたま市を紹
介します。また、土器づくりや
火おこし器づくり、ふるさと探
検ツアーなど３７の体験講座を
行います。

JR大宮駅東口徒歩１２分
☎０４８-６４４-２３２２
休館日：月（祝日を除く）、年末年始
体験講座には申し込みが必要です。

さいたま市立漫画会館 さいたま市民漫画展～チャレンジ作品集～

●開催期間  7／5～8／20　●料金  入館無料

さいたま市民漫画展の過去の
入賞作品や2005年に応募さ
れ、惜しくも選外となった作品
を展示します。今年の市民漫画
展応募の参考にご覧ください。

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

彩の国さいたま芸術劇場 パリ管弦楽団ブラス・クインテット

●開催期日  ９／３　●料金  Ｓ席４，０００円　Ａ席３，０００円　学生席１，０００円

パリ管弦楽団首席奏者が贈る
優雅で華麗なフレンチ・ブラス・
サウンド！

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
会場：彩の国さいたま芸術劇場　音
楽ホール

ジョン・レノン・ミュージアム ジョン・レノンに見えていた世界～イマジン

●開催期間  ７／２２～１２／２８　●料金  大人１，５００円、高大生１，０００円、小中生５００円

｢イマジン｣をテーマに、曲誕生の背景と創作
過程、イマジンが世界に与えた影響等を紹介
し、詞と曲に込められたジョンの世界観を解説
します。開催期間中の小中学生の入場を無料
とし，併せて小中高校生の皆さまへジョン・レノ
ンの生涯とミュージアムの見どころを掲載し
たガイドブックを差し上げます。

ジョンが17歳の頃描いた似顔絵集を全ページ世界初公開
2006年6月21日(水)～2006年8月28日(月)

｢デイリー・ハウル｣はジョンがクオリー・バンク中学校に通っていた1957年頃つくられまし
た。この似顔絵集は見開きで構成されており、左側のページには一風変わった人物画が
描かれ、右側には「デイリー・ハウル」（日刊雑音）というタイトルで新聞をパロディ化した
ブラックユーモアあふれる文章がつづられています。

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、８月１５日特別開館　
※障害者及び団体割引あり

さいたま市宇宙劇場 親子で楽しむ星空散歩

●開催期間 ７／２９・３０、８／４・５　●料金大人６００円、子供（４歳以上中学生まで）３００円

夏の星空を親子で楽しめ
るようにわかりやすく解説
します。
開場：１７：４５
開演：１８：００
終演：１９：００

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
※夏休み期間中は８/２３（木）のみ休

県立歴史と民俗の博物館 企画展「天下をまわって１３００年　お金がめぐる社会史」

ウィルコンさんの動物ファンタジー～ポーランドの絵本画家ヨゼフ・ウィルコンの世界～

●開催期間 ７／１５～８／３１　●料金  一般：３００円　高大生：１５０円※中学生以下・６５歳以上・障害者手帳お持ちの方は無料

古代中国から江戸時代の大判小
判、現代の記念コインまで、貨幣の
歴史や貨幣をめぐる民俗にスポッ
トをあてた展示。会場内では高度
成長期の県内の様子がわかる、な
つかしの埼玉ニュースなども放映
されます。

東武野田線大宮公園駅下車徒歩５
分
☎０４８-６４５-８１７１
休館日：月（祝日の場合は開館）、
※団体割引あり

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 三味線体験教室

●開催期日 8／5　●料金  無料

小学校４年生以上の方に三味線
の弾き方を体験していただけ
ます。

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

うらわ美術館

●開催期間 ７／８～１０／９　●料金  一般６００円（４８０円）　高大生４００円（３２０円）　小中生　無料
＊ （　）内は２０名以上の団体料金　＊ 敬老の日特別企画　９月１６･１７･１８日　６５歳以上無料（お手数ですが、年齢が確認できるものをご持参ください）

本展はポーランドの画家、ヨゼフ・
ウィルコンによる動物をテーマに
した作品を紹介するものです。ワ
ークショップ　夏休み期間中（７／８
～８／３１）、ギャラリーＤにて、本展
にちなんだ楽しい企画を計画して
います。参加は無料です。

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

特別企画「夏休みワクワク科学工房2006」さいたま市青少年宇宙科学館

●開催期間 ７／２１～8／３１　開催期間中　当日受付　●料金  入館無料

科学に対する子どもたちの関心を
｢ものづくり｣を通して高めます。
また、夏休みに取り組む自由研究
の興味づけを図る機会にもなりま
す。２つの科学工房では、万華鏡・
磁石ゴマ・空気砲づくり等を併せ
て、自由参加コーナーも設置する
予定です。
http://www.kagakukan.uraw
a.saitama.jp/

JR浦和駅東口から国際興業バス
「北浦和駅東口」または北浦和駅東
口から「浦和駅東口」行き「宇宙科
学館入口」下車徒歩3分
※その他　「浦和駅西口」「さいた
ま東営業所」行き「駒場運動公園入
口」下車徒歩５分などもあり
☎０４８-８８１-１５１５
休館日：月（祝日、県民の日を除く）、
年末年始

県立近代美術館 企画展『マンダラ展－チベット・ネパールの仏たち－』

●開催期間 ７／８～９／２４　●料金  一般：９００円　高大生：７２０円※中学生以下・６５歳以上・障害者手帳お持ちの方は無料

マンダラは、仏や神々とその宮殿な
どを描いた宇宙の縮図。チベットや
ネパールで今も生き続けているマ
ンダラの現代的な意義を探ります。

JR北浦和駅西口徒歩３分
☎０４８-８２４-０１１１
休館日：月（祝日の場合は開館）、臨
時休館(７／１８）、年末年始
※団体割引あり

ネパール王国『五護陀羅尼マンダラ』
20世紀国立民族学博物館所蔵

良質な享保大判

PHOTO:
   Yoko Ono Lennon



機能的な立地、寛ぎの空間

PIOLAND HOTEL
〒330-0802  さいたま市大宮区宮町1-35-2
TEL 048-648-0010   FAX 048-648-0014

http://www.pioland.co.jp

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。

　　宿泊施設名

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

　 電話番号

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

部屋数

108

103

196

140

227

15

108

122

204

16

12

115

5

10

108

65

54

62

251

117

187

18

18

12

13

8

10

10

8

19

　　　料金（円）

S6,700～　T13,000

S10,395～　D15,592

S13,860　D/T25,410

S8,600～　T16,600

S6,510～D/T9,030
　
1人4,980～

カプセル3,465　ビジネス４,９３５

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～

S8,800～　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11,025～

団体長期2食付6,800～

S6,000　2食付6,000～

S2食付6,825～

2食付6,825～　食無5,250～　

2食付9,450～　朝食付8,400～

　　　　アクセス

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

JR大宮駅徒歩10分

JR浦和駅西口徒歩5分

　　　　　　　　　　　セールスポイント

さいたまスーパーアリーナから徒歩5分、アクセス抜群。大宮駅東口より無料送迎あり。

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。

一名様からご家族、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。

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

ホ
　
テ
　
ル

旅
　
　
館

宿泊施設宿泊施設

JR大宮駅東口徒歩3分

http://www.parkplazahotel .net/



 

　 　　

埼 玉 教 育 会 館
和陶器と暮らしを楽しむ小物の店 大宮駅西口で一番近いホテル

TEL 048-648-8886（代）

フリーマーケット
開催案内（さいたま市内）
埼玉スタジアム2002・さいたま新都心「けやきひろ
ば」・北浦和HOPビル屋上 etc 定期的に開催中！
お問い合せ
フリマ運営や
企画相談なども

↑ピピッとアクセス
開催スケジュール
申し込み・開催確認

リサイクル運動市民の会
TEL 048-834-0250
http://furima-s.com/

さいたま市岩槻区本町2-1-29
TEL 048-756-0096・月曜定休

〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-12-24
TEL 048－832－2551
FAX 048－832－2401

http://www.primrose-youfor.com
E-mail:info@primrose-youfor.com

さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分 
　宿泊・宴会・婚礼・レストランと様 な々場面でご利用ください。 
　スタッフの笑顔のおもてなしが、 
　　　　　　　　　　素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

会議室のご用命は（最大180名～最小10名）
OMIYA

（2006年7月～9月）・・上記以外のおすすめイベント情報です。
主な内容

英雄の中の英雄と呼ばれた「ナポレオン・ボナパルト」。その波乱と栄光

の生涯を物語る貴重な絵画、彫刻、装飾品の数々300点が紹介されます。

古代から中世、現代までそれぞれの大宮区の風景を歴史

的資料から考える講演会です。入場無料、要事前申込み。

１２時～１３時お昼のひとときをヴァイオリンの演

奏でお楽しみください。

民族衣装の試着、世界のおもちゃで遊べるコーナ

ーなど、楽しみながら世界を学ぶことが出来ます。

田島の夏祭りの宵宮で、３頭の獅子が優美に舞

います。

3頭の獅子が勇壮・華麗に舞います。支度を整えた中釘

自治会館から秋葉神社へ向かう「道行き」も見所です。

悪疫退散を祈願する万灯７本が神社境内に勢揃

いします。

写真家河相正名氏が指導する写真サークル会

員撮影の大宮区内の風景写真を５０点程度展示。

親子で参加する「たなばたうま（七夕馬）づくり」、

「たなばたさまコンサート」が開催されます。

無病息災を祈って輪くぐりや人形流しを行う夏

越しの行事です。

浦和レッズとＦＣバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）

との国際親善試合

開催場所

さいたまスーパーアリーナ

展示ホール

①は大宮図書館視聴覚ホール

②は桜木公民館講座室

プラザウエスト１階ロビー

国際協力県民プラザ

田島氷川社

秋葉神社・永昌寺

八雲神社

大宮図書館展示ホール

西区役所１階市民ホール

氷川女体神社

埼玉スタジアム２００２

お問い合わせ先

実行委員会事務局☎０４８-６００-３００７

大宮区コミュニティ課

☎０４８-６４６-３０２０

桜区コミュニテイ課

☎０４８-８５６-６１３０

(財)埼玉県国際交流協会                     

☎０４８-８３３-２９９２

文化財保護課

☎０４８-８２９-１７２３

文化財保護課

☎０４８-８２９-１７２３ 

文化財保護課

☎０４８-８２９-１７２３ 

大宮区コミュニティ課

☎０４８-６４６-３０２０

西区コミュニティ課　　　

☎０４８-６２０-２６２１

文化財保護課

☎０４８-８２９-１７２３ 

スポーツ企画課

☎０４８-８２９-１０５８

開催日

～7／16

①７／２９

②８／２６

７／７

７／１５～９／３

７／１５

７／１５

７／２２

７／２５～３０

７／２８

７／３１

７／３１

イベント名称

大ナポレオン展～文化の光彩と精

神の遺産

大宮二十景募集記念講演会

歴史の中の大宮の風景

七夕コンサート

2006夏休み！子ども世界発見

フェア

田島の獅子舞

〔市指定無形民俗文化財〕

秋葉ささら獅子舞

〔市指定無形民俗文化財〕

砂の万灯

〔市指定無形民俗文化財〕

大宮二十景募集記念

「心に残る  ふれあい大宮」写真展

たなばたさま in 西区

氷川女体神社の名越祓え

〔市指定無形民俗文化財〕

さいたまシティカップ2006

主な内容

区内の古い風景写真を展示します。土・日曜日

はお休みですが、８月６日（日）は開催します。

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。世界各国の料理や物産展、舞踊や各種パフォーマンスも行われます。

外国人の先生による異文化理解講座や、ワークショ

ップを行います。外国人留学生との交流もあります。

３頭の獅子が勇壮に舞います。天狗の所作も見

所のひとつです。

実際に餅を搗きながら踊りを披露し、搗いた餅

は振る舞われます。

国指定史跡「見沼通船堀」東縁閘門を使い、水

位の調節を行います。

ユーモアをテーマにした写真コンテスト。最優秀賞１点

１０万円、ほか多数。応募要綱はお問い合わせください。

近隣小・中学校の金管バンド、ブラスバンドや市内外か

ら多数の阿波踊り連の参加があります。小雨決行です。

子どもたちの健やかな成長と五穀豊穣を願って、

子どもたちが独特の振りで土俵入りを行います。

発掘調査で出土した最新の資料を一般に展示

公開されます。

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。

開催場所

南区役所

さいたま新都心けやきひろば

埼玉教育会館

深作氷川神社

指扇小学校

見沼通船堀東縁

さいたま市役所文化振興課(応

募先)

北浦和西口周辺（ふれあい通り、ハ

ッピーロード北浦和サティ前まで）

篠岡八幡大神社

DOMショッピングセンター１階

特設会場）

ソニックシティ　地下1階第1展

示場

お問い合わせ先

南区コミュニティ課

☎０４８-８４４-７１３０

株式会社さいたまアリーナ

☎０４８-６０１-１１２２

（財）埼玉県国際交流協会

☎０４８-８３３-２９９２

文化財保護課

☎０４８-８２９-１７２３

文化財保護課

☎０４８-８２９-１７２３ 

文化財保護課

☎０４８-８２９-１７２３ 

さいたま市ユーモアセンター設立準備実行委員会

事務局（さいたま市文化振興課：☎０４８-８２９-１２２６）

北浦和阿波踊り実行委員会☎０４８-８３１-４８７５

浦和区地域経済課☎０４８-８２９-６１７９

文化財保護課

☎０４８-８２９-１７２３ 

文化財保護課

☎０４８-８２９-１７２４

同実行委員会　　　　　　

☎０４８-６５２-１０３３　　　　

開催日

８／１～２４

８／１９・２０

８／２４

８／２６

８／２６

８／２７

９／１消印有効

９／２

９／１７

９／２８～１０／３

９／３０～１０／２

イベント名称

南区ふるさと写真展

第５回さいたま新都心けやきひろば

水かけまつり&ワールドフェスタ

子どもたちのための

「夏休み世界発見フォーラム」

深作ささら獅子舞

指扇の餅搗き踊り

〔市指定無形民俗文化財〕

見沼通船堀閘門開閉実演

2006さいたま市ユーモアフォト   

コンテスト作品募集

第２９回北浦和阿波踊り大会

岩槻の古式土俵入り

〔重要無形民俗文化財〕

最新出土品展

第7回盆栽展｢彩｣

2006年世界バスケファイナルラウンド
日時：８月２６日（土）～９月３日（日）
会場：さいたまスーパーアリーナ
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

2006年、夏、世界の強豪が埼玉に集結する！！
　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
ーの連続を、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。

約１５，０００発が夜空を彩る関東でも有数の規模を誇る花火大会です。特大の２尺玉のほか、スターマインや早打ちなど見ど
ころも多彩です。会場の荒川総合運動公園のグランド内には３００店もの露店が出店します。
　　　　
日　時：８月１２日（土）　１９：００～２１：００
　　　　※ 荒天の場合は１３日（日）に順延します。２日間荒天の場合は中止となります。
会　場：荒川総合運動公園周辺（桜区）
交　通：（路線バス）
　　　　ＪＲ大宮駅西口から「二ツ宮」行きバスで、「二ツ宮」下車徒歩２０分
　　　　（臨時バス）
　　　　ＪＲ北浦和駅西口、ＪＲ南与野駅から「花火大会会場」行き臨時バスで「臨時乗降場（羽根倉橋横）」下車徒歩２０分
　　　　ＪＲ大宮駅西口から「花火大会会場」行き臨時バスで「臨時乗降場（加茂川団地）」下車徒歩２０分

小学生から高校生で構成された与野鴻沼太鼓の演奏を合
図に、与野夏祭りが始まります。上町・仲町・下町・上峰のお
御輿が１５日は揃い渡御を、１６日はそれぞれで渡御します。
会場になるメインストリートの本町通り沿いにはたくさん
の露店が立ち並び、祭の雰囲気をいっそう盛り上げます。
若い担ぎ手の多い、活気に満ちたお御輿は見ている方にも
勢いが伝わってきますよ！
日　時：７月１５日（土）、１６日（日）　両日とも１６：００～２１：００
　　　　（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埼京線与野
　　　　本町駅から徒歩
　　　　５分

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（月）　１７：００～２１：００
　　　（交通規制無し）　※雨天決行
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

まつりプラザではジャンボ雛段や大和太鼓演奏が、交通規制
内路上では人形仮装パレード、万燈みこし、よさこい踊り、昇
天竜などのイベント、また第２まつりプラザではミニSLやヒッ
プホップダンスなどが行われます。
日　時：７月３０日（日）１５：００～２１：００（交通規制：１５：００～２１：００）
　　　　※雨天決行
会　場：岩槻区役所前庭特設ステージ・岩槻駅東口周辺（岩
　　　　槻区）
交　通：東武野田線岩槻
　　　　駅東口から徒歩
　　　　 すぐ
※万燈みこしの担ぎ手（７
／２６締め切り）を募集して
います。

砂の万灯展示、盆踊り大競演、花火大会、お楽しみ抽選会、
お化け屋敷、世界各国の伝統民族舞踊、組太鼓の競演
などが行われます。
日　時：８月４日（金）、５日（土） 　
　　　 １６：００～２１：３０※天候不良　
　　　 の場合は、一部の実施内　
　　　 容変更で６日（日）に順延　
　　　  あり
会　場：東大宮中央公園（見沼区）
交　通：JR東大宮駅東口から　　
　　　　徒歩3分

音楽パレードは、市内の小・中学校、高等学校など４８団体の金管バンドパレードやバトンパレードが、それぞれ
のコスチュームを身にまとい、中山道を華やかな音色で行進します。また、浦和おどりは約５０連にも及ぶ団
体が華やかな衣装で浦和おどりを踊ります。各連、趣向を凝らした衣装と振り付けはとても印象的です。
日　時：７月１６日（日）　１３：３０～２１：３０（交通規制１３：００～２２：００）　※雨天中止
会　場：中山道　埼玉縣信用金庫前からさくら草通り間（浦和区）
交　通：JR浦和駅西口から徒歩すぐ

平成１８年度さいたま市花火大会平成１８年度さいたま市花火大会
浦和まつり浦和まつり

与野夏祭り与野夏祭り

２００６ 人形のまち 岩槻まつり２００６ 人形のまち 岩槻まつり

★第１１回音楽パレード・第３０回浦和おどり

★西口御輿前夜祭

子供たちが酒樽などを使って手作りした２基の子どもたる
御輿や２７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並びお
祭り気分も盛り上がります。
日　時：７月２３日（日）　１４：３０～２０：３０
　　　　（交通規制１３：００～２１：００）　※雨天決行
会　場：中山道　新浦和橋下から調神社間（浦和区）
交　通：JR浦和駅西口から徒歩すぐ

　

★第２６回みこしパレード
浦和よさこいパレード、浦和踊りパレード、音楽パレード、子ども
みこし・大人みこしの渡御などが行われます。
日　時：７月２３日（日）　※雨天決行
　　　　東口会場１１：００～２０：３０（交通規制１０：３０～２１：３０）　　　
　　　　西口会場１１：５０～１７：３０（交通規制１１：３０～１８：００）
会　場：東口会場　南大通り　駅前～舟山通り交差点間（南区）、
　　　　西口会場　文化通り　駅前～文化センター前交差　　
　　　　点間（南区）
交　通：JR南浦和駅東口・西口からすぐ

★南浦和会場

１日は御輿の渡御と５基の山車の巡行、２日は御輿揃い渡御、山
車揃い巡行に加え、民踊輪踊りや阿波踊りパレード、ステージ
イベントなどが行われるなど、一度に様々なパフォーマンスを
楽しめます。昔ながらの伝統的な“和”の祭りを味わってくだ
さい。
日　時：８月１日（火）１７：００～２１：００
　　　　８月２日（水）１７：００～２２：００
　　　　（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
　　　　中止いたします。
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

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、よさこい鳴子踊りが行われます。ま
た、昔懐かしい露店・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（日）１５：００～２１：３０／８月７日（月）１５：００～２１：３０
　　　　（各日交通規制同時間）※雨天の場合は７日（月）、８日（火）
　　　　に順延
会　場：日進七夕通り周辺（北区）
交　通：JR日進駅から徒歩すぐ

★２００６中山道まつり

★第３５回大宮日進七夕まつり

郷土芸能、御輿・山車の巡行、民踊流しが行われます。
日　時：７月１６日（日）１７：００～２１：００（交通規制同時間）※小雨決行
会　場：JR宮原駅東口駅前広場ほか（北区）
交　通：JR宮原駅東口から徒歩すぐ

★第１５回記念　みやはらまつり“２００６”

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、
JAZZバンドやフラダンスなど、バラ
エティー富んだステージイベントなど
が行われます。模擬店も出ますよ。
日　時：８月１日（火）　１７：００～２２：００
　　　　（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
　　　　いたします。
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
　

★第１９回スパークカーニバル

大宮夏まつり大宮夏まつり

東大宮サマーフェスティバル東大宮サマーフェスティバル
第10回第10回

イベントカレンダーイベントカレンダー お知らせお知らせ

さいたまの夏を熱くするイベント大集合！さいたまの夏を熱くするイベント大集合！
さいたま市花火大会・・・テレドーム（TEL０１８０-９９-３１４４）へ。
※７／１３～８／１２、順延の際は８／１３まで、各日２４時間、但し８／１２・１３は１０：００～
　２０：００、ＰＨＳ・ＮＴＴドコモ以外のプリペイド式携帯電話からの通話不可。
浦和まつり・・・ハローダイヤル（TEL０３-５７７７-８６００）へ。　
※７／２３まで、７：００～２３：００。

与野夏祭り、大宮夏まつり・・・
さいたま観光コンベンションビューロー（TEL０４８-６４７-８３３９）
岩槻まつり・・・同実行委員会TEL０４８-７５６-１４４５
東大宮サマーフェスティバル・・・同実行委員会　TEL０９０-８５１７-１２２６

各イベントのお問い合わせは・・・

至北浦和

浦和武蔵丘陵
森林公園自転車道路
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車両進入禁止

臨時バス乗降場
（加茂川団地折り返し場）

臨時バス乗降場
（羽根倉橋横）

交通規制区域
【規制時間】17：00～21：30

バス通行路（一般車両進入禁止）

会場案内図

おすすめポイント！
浦和商店街青年部連合会の
大バザールと鴨川市・南会津
町などの物産即売会も開催
されます。
伊勢丹やコルソといった企
業の出す豪華な山車にも注目！

おすすめポイント！
それぞれの御輿ごとに歴史
や装飾、担ぎのリズムも異な
るところにも注目です。
１７：３０頃寿屋駐車場前にて各
御輿が揉むので盛り上がり
も最高潮に！

おすすめポイント！
１日目の揃い渡御は、本町通
りに常にお御輿が出ている
ので、ここにいれば全てのお
御輿を楽しめ、２日目はお御
輿がそれぞれの町内に戻っ
て渡御するので、本町通りで
は露店をゆっくり見ることが
出来ます。上町、下町には威
勢の良い女御輿も出ますよ！

おすすめポイント！
浦和おどりをよさこい風に
アレンジした曲で地元団体
が踊ります。東西2会場で踊
るチームが時間で入れ替わ
るので、どちらの会場にいて
も全ての参加チームの踊り
を満喫出来ます。粋なよさこ
い踊りは超必見！

おすすめポイント！
複数箇所から一斉に上がる
フィナーレは毎年歓声が上
がるほど豪華絢爛！

当日の開催可否は
インターネットが便利です！
パソコン・モバイルとも
http://www.scvb.or.jp

この夏、迫力の１５，０００発をお見逃しなく！！

おすすめポイント！
１９：３０頃から御輿と山車が今
年も一斉に駅前に集結する
様子は圧巻です！
阿波踊りは各連それぞれ特
徴が違うので、見比べると楽
しいですよ。今年も高円寺か
らの参加連があります。

おすすめポイント！
和と洋の祭りが融合した迫
力あるイベントです。１９：００
からそごう前ステージの審
査員席前で各チームがアピ
ールをするので要チェック！

さいたま市中央区新都心2-2　Tel 048-601-5555(代)  
　http://www.hotel-brillante.com



　寛文寛文111 年（1671年）、時の岩槻城主阿
に時刻を知らせ部部正春公が、領内の人々に
災で亀裂が生じるるために鋳造、その後火災るために

たたため享保ため享 5年（1720年）に改鋳し現在
玉県で「時の鐘」ににいたっています。ここ埼玉いたっ
が、とと言えば川越が有名ですがと言えば 10カ所以上
認の江戸の鐘をああったと言われる幕府公認た
回の時を知らせ含含め、現在も一日に複数回含め、現
永寺の鐘、川越続続けているのは、上野寛永続けてい

のの鐘、岩槻の鐘の鐘、 3カ所だけになりました。
ては岩槻の鐘がここの中で現存する鐘としてこの中で

一一番古いものです。番古
　ぜひ一度、悠久の歴史をぜひ を育んだ鐘の音

（１日2回6時・18時）
11　岩槻の鐘　岩槻 1720年改鋳

1787年改鋳
33　川越の鐘　川越 鐘　 1894894年改年改鋳鋳
アアクセスアクセス：東武野田線岩槻東武野田線岩槻駅東口下車徒駅東口下車徒
1010分分

岩槻城の時の鐘

さいたさいたまのとっておき情報をお届けしまのとっ おき情報をお届けします。ます。
これでこれであなたもさいたま通！あなたも いたまさいたたまめめ知識さいたたまめめ知識さいたさいたいたまめいたまめめ知識め知識

さいたま生まれ・彩の国育ち

TOMIZEN FOODS

さいたま推奨土産品
コルソ店 TEL048-831-6333
さいたま市浦和区高砂1-12-1 コルソ1Ｆ
株式会社 トミゼンフーヅ
お問い合わせは　 0120-858-103

「Sai's」vol.13  2006  平成18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

7~9
SUMMER

7~9
SUMMER

さいず
vol.13
2006

さいず
vol.13
2006

さいたまの夏を熱くするイベントが大集合！さいたまの夏を熱くするイベントが大集合！

特集
さいたまの夏祭り！
特集
さいたまの夏祭り！

トピックス

夏の花便り&味覚狩り

トピックス

夏の花便り&味覚狩り

さいたまの観光情報さいたまの観光情報さ たま 観光情報さいたまの観光情報さいたまの観光情報

〒330-0846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
大宮駅観光案内所  TEL 048-644-1144
さいたま新都心観光案内所  TEL 048-600-0070
北浦和観光案内所  TEL 048-834-6166
浦和観光案内所  TEL 048-824-0333
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