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現在開催中の特別展は、ジョンが生まれ育っ

たまち、リバプールはどのような場所なのか、

どのような少年時代、青春時代を過ごしたのか、

リバプールのまちや文化はジョンにどのよう

な影響を与えたのかなど、様々な切り口で紹介。

今年は日英修好通商条約調印今年は日英修好通商条約調印150周年にあたり周年にあたり、

日英間で様々なイベントなどが開催されます。

この特別展もUK-JAPAN 2008の後援を受け

ています。 

家の中での練習は

迷惑になると言わ

れ、ポールらと玄

関で練習していた

という、その玄関

を再現した実物大

の模型も展示。実

際入ってみると結

構狭いです。 

今号からミュージアムカレンダーをリニューアル。おすすめの展示会情報をご紹介！第１弾は『ジョン・レノン・ミュージアム」をご紹介！ 

12月28日まで開催中！ 

期間中は通常1,500円の入場料

が特別料金1,300円とお得にな

ります。 

４Ｆロビーにはリバ

プールの景色を写し

た大きな垂れ幕が飾

られています。 

併設するミュージアムショップで人気なのが写真の２点。 

NEW YORK CITY Tシャツ2,940円、ミニバック1,050円 
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周辺の地図もジオラマで紹介。ポール周辺の地図もジオラマで紹介。ポール

やリンゴたちの家との位置関係も把握やリンゴたちの家との位置関係も把握

できます。意外と多いのがライブハウできます。意外と多いのがライブハウ

スの数。多くの来訪者を迎えた港町リスの数。多くの来訪者を迎えた港町リ

バプールでは多くのライブハウスがあバプールでは多くのライブハウスがあ

りました。 

ロビーに上がる前のエ

ントランスにはジョン

の様々なショットを並

べたボードがあり、こ

こで来場記念の写真を

撮る方も多いです。 

ミュージアムPICK UPミュージアムPICK UP

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

ミュージアムは、パートナーであったオノ・ヨーコの正式な許諾を受けた、世界で初めて 
の公認ミュージアムです。このミュージアムは、彼の生涯や、作品を21世紀に正しく伝えた
いという願いから、オノ・ヨーコ秘蔵のゆかりの品約130点を展示した9つのゾーンならび
にミュージアム・シアターと、メッセージ空間で構成しています。また、ジョンのスピリットに
共感した余韻に浸れる場としてのミュージアム・ラウンジも設けられています。 

料金　大人1,300円、高大生800円、小中生無料（12月28日までの特別料金） 
JRさいたま新都心駅徒歩3分、北与野駅徒歩7分 
TEL：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・ミュージアム 
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.j p　 　 　　 

関東自動車株式会社 

ガ リ バ ー 旅 行  

平成興業株式会社 

「ジョン・レノンとリバプール　～青春の記憶～」 
"John Lennon & Liverpool ̃There Are Places I Remember"
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今号からミュージアムカレンダーをリニューアル。おすすめの展示会情報をご紹介！第１弾は『ジョン・レノン・ミュージアム」をご紹介！ 

ジジョョンン・・レレノノンン・・ミミュューージジアアムム  
さいたま市中央区新都心さいたま市中央区新都心88さいたまスーパーアリーナ内さいたまスーパーアリーナ内  
T ET E LL：：048-601-0009 048-601-0009 
htthttpp：：//www.taisei.co.jp/museum///www.taisei.co.jp/museum/

ジョン・レノン・ミュージアム 
さいたま市中央区新都心8さいたまスーパーアリーナ内 
T E L：048-601-0009 
http：//www.taisei.co.jp/museum/

併設するミュージアムショップで人気なのが写真の２点。 

NEW YORK CITY Tシャツ2,940円、ミニバック1,050円 



エリアで、御予算で、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 

アウルホテル大宮 

浦和ロイヤルパインズホテル 

浦和ワシントンホテル 

大宮大成鉄道村 

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 

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 

ホテルミウラ 

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 

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。 

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。 

鉄道博物館至近。飲食、温浴、宿泊の各施設が融合した施設です。 

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、静かな空間で庭の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。 

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。 

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。 

048-650-1111 

048-827-1111 

048-825-4001 

048-665-4126 

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 

048-758-0035 

048-648-8886 

048-826-0011 

048-645-5111 

048-852-6161 

048-601-1111

S6,700～　T13,000 

S17,000　D/T30,000 

S8,600～　T16,600 

S6,000～　T10,000～ 

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5,300　1室1名6,000 

S6,700～6,900　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～ 

S5,800　T9,000 

S7,875～　D/T13,650～ 

S8,800～　T15,000 

S7,560～　T10,500～ 

S6,200～　T12,000～ 

S7,600～　T14,400～ 
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JRさいたま新都心駅東口徒歩6分 

JR浦和駅西口徒歩7分 

JR浦和駅西口徒歩3分 

ニューシャトル鉄道博物館駅徒歩10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 

東武野田線岩槻駅徒歩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 

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 

三松旅館 

旅館いけだ 

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。 

 

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。 

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。 

048-643-1515 

048-644-4411 

048-641-0501 

048-641-2615 

048-642-3517 

048-798-2359 

048-644-1515 

048-829-2881

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11,760～ 

団体長期2食付6,800～ 

S2食付6,000 

2食付6,825～　食無5,250～ 

2食付9,450～　朝食付8,400
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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 

JR大宮駅東口車8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 

JR大宮駅東口徒歩10分 

JR浦和駅西口徒歩5分 

宿泊施設名 

ホ

テ

ル

 

旅

館

 

電話番号 料金（円） 部屋数 アクセス セールスポイント 

宿泊施設 宿泊施設 

大宮公園に隣接し、大宮盆栽村・氷川神社は散歩コースです。 
周囲にはサッカー場・野球場・テニスコートがあります。 
 

大宮駅西口で一番近いホテル 
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



日時　7月30日(水)19時～21時 

　　　※荒天の場合31日(木)に順延 

交通　東武野田線大宮公園駅又は 

　　　大和田駅から徒歩15分 

日時　8月9日(土)19時～21時 

　　　※荒天の場合10日(日)に順延 

交通　JR浦和駅又はJR南浦和駅から徒歩15分 

日時　8月23日(土)19時～21時 

　　　※荒天の場合25日(月)に順延 

交通　東武野田線岩槻駅又は東岩槻駅徒歩37分 

　　　※シャトルバス運行予定 

平成20年度 さいたま市花火大会 さいたま市花火大会 
　本年も、大和田公園周辺（大宮区）、浦和競馬場（南区）、岩槻文化公園（岩槻区）の３会場での開催です。 
　各会場とも早打ち・スターマインなど約5,000発の打上げを予定！ 
　手近な会場へ行くも良し！３回行って３倍楽しむも良し！　ぜひご来場ください。 

※各会場とも２日間荒天の場合は中止となります。 

※各会場とも当日の開催可否の確認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

花火大会のお問合せは… 

NTTテレドーム 0180-99-3144 

通話期間7/22～8/23（延期の場合は25まで）24時間対応 

（PHS、NTTドコモ以外のプリペイド携帯は利用不可） 

大和田公園 
会　場 

浦和競馬場 
会　場 

岩槻文化公園 
会　場 

!!!今年も３連発 今年も３連発 !!!

PICK UPPICK UP

歴史・伝統・技術で 
　　魅せる日本の花美 

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

〒 3 3 0 - 0 8 0 3　埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1ー17 7  
T E L　0 4 8ー6 4 4ー8 6 1 1（代）　FAX　0 4 8ー6 4 7ー4 4 1 1  
〒369-1214　埼玉県大里郡寄居町大字今市字中山1186 
T E L　0 4 8ー5 8 2ー1 1 1 7（代）　FAX　0 4 8ー5 8 2ー1 1 2 5  
or ienta l@jcom.home.ne . jp

センス・サービスNO.1
ー創業明治34年ー 

　本年も、大和田公園周辺（大宮区）、浦和競馬場（南区）、岩槻文化公園（岩槻区）の３会場での開催です。 
　各会場とも早打ち・スターマインなど約5,000発の打上げを予定！ 
　手近な会場へ行くも良し！３回行って３倍楽しむも良し！　ぜひご来場ください。 



（2008年6月～8月）さいたま市内で行われる観光イベント情報です。 

SCVBは（社）さいたま観光コンベンションビューローを表します。 

氷川神社の茅の輪くぐりと植木草花市 

日　時　6/30（月）　10時～21時（神事16時～） 

会　場　武蔵一宮氷川神社及び参道（大宮区）  

備　考　※雨天決行 

問合せ　SCVB　 048-647-8339 

第12回 人形のまち岩槻朝顔市 

日　時　7/6（日）9時～売切まで 

会　場　愛宕神社（岩槻区） 

備　考　※雨天決行 

問合せ　SCVB　 048-647-8339

平成20年度 与野夏祭り 

日　時　7/19（土）・20（日）16時～21時 

会　場　本町通り周辺（中央区） 

備　考　※雨天決行 

問合せ　SCVB　 048-647-8339

浦和まつり 第28回みこしパレード 

日　時　7/20（日）　14時30分～20時30分 

会　場　中山道／新浦和橋下～調神社（浦和区） 

備　考　※雨天決行 

問合せ　ハローダイヤル 03-5777-8600（6/28̃7/27）8時̃22時 

浦和まつり 南浦和会場 （第5回浦和よさこい） 

日　時　7/20（日）　10時40分～20時30分 

会　場　南浦和駅周辺（南区） 

備　考　※雨天決行 

問合せ　ハローダイヤル 03-5777-8600（6/28̃7/27）8時̃22時 

第17回 みやはらまつり2008

日　時　7/20（日）　17時～21時 

会　場　JR宮原駅東口周辺（北区） 

備　考　※小雨決行 

問合せ　同実行委員会　 048-665-4336

浦和まつり 第13回音楽パレード 第32回浦和おどり 

日　時　7/27（日）　13時30分～21時30分 

会　場　中山道／さいしん前～さくら草通り（浦和区） 

備　考　※雨天中止 

問合せ　ハローダイヤル 03-5777-8600（6/28̃7/27）8時̃22時 

大宮夏まつり 西口夏まつり 

日　時　7/31（木）　17時～21時 

会　場　JR大宮駅西口周辺（大宮区） 

備　考　※雨天決行 

問合せ　SCVB　 048-647-8339

大宮夏まつり 第21回スパークカーニバル 

日　時　8/1（金）　17時～22時 

会　場　JR大宮駅西口周辺（大宮区） 

備　考　※雨天決行 

問合せ　SCVB　 048-647-8339

大宮夏まつり 2008中山道まつり 

日　時　8/1（金）・2（土）　1日17時～21時　2日17時～22時 

会　場　JR大宮駅東口周辺（大宮区） 

備　考　※雨天決行 

問合せ　SCVB　 048-647-8339

大宮夏まつり 第37回大宮日進七夕まつり 

日　時　8/6（水）・7（木）　15時～21時30分 

会　場　日進七夕通り周辺（北区） 

備　考　※天候不良1日順延 

問合せ　SCVB　 048-647-8339

第38回 指扇まつり大会 

日　時　8/23（土）　17時～21時30分 

会　場　指扇小学校校庭（西区） 

備　考　※雨天24日（日） 

問合せ　同実行委員会事務局　 048-625-1775

2008 人形のまち岩槻まつり 

日　時　8/24（日）　15時～21時 

会　場　岩槻区役所及び岩槻駅東口周辺（岩槻区） 

備　考　※雨天決行 

問合せ　同実行委員会　 048-756-1445

イベントカレンダー イベントカレンダー 

第12回 東大宮サマーフェスティバル 

日　時　8/8（金）・9（土）　16時～21時30分（8日は21時まで） 

会　場　東大宮中央公園（見沼区） 

備　考　※天候不良1日順延 

問合せ　同実行委員会　 090-8517-1226



「土曜アートの森」は美術館のいろいろな楽しみ方が体験「土曜アートの森」は美術館のいろいろな楽しみ方が体験できる小・中学生のためのできる小・中学生のための  

プログラム。個人や友達、中学校の部活動など、みんな一プログラム。個人や友達、中学校の部活動など、みんな一緒に参加しよう緒に参加しよう。。  

毎週土曜日　午後毎週土曜日　午後1:301:30～～2:302:30（工房、アート★ビンゴ、親子ツアーは（工房、アート★ビンゴ、親子ツアーは3:303:30まで）まで）  

体 験 

学 習 

年中無休・24時間営業 
サウナ&ホテル 

JR大宮駅東口徒歩3分 
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  

http ://www.parkp lazahote l .net/

必ず事前に日程等のご予約をお願いします。 

◎お問い合せ先：東玉総本店　ご見学担当 

　電話 048（756）1111　ＦＡＸ 048（757）3113

夏休みだ
けの 

特別企画
！ 

詳しくは
 

ホームペ
ージを！ 

和菓子 
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 

40年 

埼 玉 教 育 会 館  
〒330-0063 
さいたま市浦和区高砂3-12-24 
TEL 048－832－2551　FAX 048－832－2401 
JR浦和駅西口徒歩10分 

各種会議室を用意・視聴覚機器完備 

〒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

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・レストランと様々な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。 

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

〒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。 

 

『夏休みもさいたま市で！』 『夏休みもさいたま市で！』 『夏休みもさいたま市で！』 
夏休みには、海外旅行やレジャーランドもよいですが、 
さいたま市内でも楽しめる施設がたくさんあります。 
今年の夏休みの思い出づくりは、ぜひさいたま市で！ 

体験学習メニュー＜予約制＞ 

小学生の低学年から参加できるコースもあり、大人から子供まで幅広く

楽しめる体験学習です。製作された作品はお持ち帰りになれます。 

Ａコース：折り紙わらべ 
きれいな千代紙でかわいらしい 

しおり人形を作ります 

 

所要時間：約30分　価格：525円（税込） 

Ｄコース：頭つくりと着せ付け 
人形のお顔に目や口紅を描き入れ、わら胴

には鮮やかな千代紙で衣装をつけ出来上が

りです 

 

所要時間：約1時間　価格：1,575円（税込） 

Ｂコース：絵馬の面相描き 
来福童子という人形が描かれている絵馬に

お顔と衣装に色をいれます 

 

所要時間：約30分　価格：840円（税込） 

Ｃコース：江戸木目込人形 
　　　　　　　　　（いずめこ） 
目打ちとハサミで木目込人形をつくります 

とても愛らしいお人形です 

 

所要時間：約2時間　価格：1,890円（税込） 

A

D

B

C

人形のまち岩槻で体験学習！ 
 

おすすめ情報 

テ ー マ  
さいたま市内の「花の風景」 

応募規格 
四つ切（ワイド可）※A4サイズでも可、1人5点以内 

締　　切 
平成20年12月26日（金） 

お問合せ 
048-647-8338（広報宣伝事業担当まで） 

写真コンクール 
応募作品を募集中　 !

1963年の誕生以来、一千万冊以上出版された、ねずみの『ぐりとぐら』シリー

ズは今でも子どもたちに愛され続けています。おなじみの挿絵を書かれた山脇

百合子さんは、こちらも超ロングセラーである『いやいやえん』（中川李枝子

文、福音館書店、1962年）で挿絵デビュー。以後も『そらいろのたね』など、

誰もが一度は手にしたことのある絵本を多数手がけています。実姉である中川

李枝子さんとのコンビで多数の名作が誕生してきました。山脇さんの絵は、見

るたびに穏やかで温かな気持ちにしてくれます。今回の原画展は23タイトル、

約320点の原画によって山脇作品の世界を紹介。原画展ならではの魅力をお楽

しみください。 

６月 7 日（土）アート★ビンゴ〈イエロー〉 

 14日（土）工房「写真でカタチを残そう！」 

 21日（土）彫刻探検隊 

 28日（土）イス探検隊　マスターズ 

７月 5 日（土）イス探検隊 

 12日（土）子ども美術館講座「丸木スマ展」 

 19日（土）アート★ビンゴ〈グリーン〉 

 26日（土）親子ツアー「丸木スマ展」 

８月 2 日（土）夏休みお楽しみプログラム 

2 日（土）夏休みお楽しみプログラム 

 16日（土）夏休みお楽しみプログラム 

 23日（土）夏休みお楽しみプログラム 

 30日（土）アート★ビンゴ〈ゴールド〉 

うらわ美術館は、「地元ゆかりの作家」と「本をめぐるアート」をコレクション

の柱に、2000年春に誕生した都市型美術館です。 

土日は夜８時まで開館しているので、買い物のついでに、気軽にアートの世界

を楽しむことができます。 

ぐりとぐらとなかまたち　山脇百合子絵本原画展 

2008年７月５日（土）～８月31日（日） 

ギャラリーA・B・C

〒330-0062 

埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 

048-827-3215 

京浜東北線浦和駅西口から徒歩７分 

（浦和センチュリーシティ3F ) 

http://www.uam.urawa.saitama.jp/

〒330-0061 

埼玉県さいたま市浦和区常盤9-30-1 

048-824-0111 

京浜東北線北浦和駅西口から徒歩3分 

（北浦和公園内) 

http://www.momas.jp/

自由に座れるグッド・デザインの椅子で有名な県立近代美術館。開放的な北浦和
公園の中にあり、芸術鑑賞のあとは緑あふれる公園で体もリフレッシュできます。 

グッズをそろえたミュージアムショップや本格的イタリア料理を味わえるレストランも併

設され、美術館をゆっくりと楽しむこともできます。 

美術館に初めてきた子どもたちや、学校

の宿題で来館した子どもたちなど、それ

ぞれのニーズに合わせて、子ども相談員

が対応します。美術館の様々な情報をお

知らせしたり、一緒に作品を鑑賞したり、

楽しい美術館体験をサポートします。 

【会期】７月19日（土）～８月31日（日） 

【時間】10:00～17:00

「ぐりとぐらのおおそうじ」 

（中川李枝子作、福音館書店、2002年）宮城県美術館所蔵 

「ぐりとぐらのうたうた12月」 

（中川李枝子作、福音館書店、2003年）宮城県美術館所蔵 

 

 

 

隊長と一緒に椅子や彫刻作品を

鑑賞してまわります。たくさん

の驚きと発見に出会えます。『探

検隊マスターズ』は、つくる

などの体験をセットに

した内容です。 

探検隊＆　　　　 
探検隊マスターズ 

 

 

作ってみると、もっと作

品と仲良くなれる！美術館な

らではの制作プログラム。鑑

賞する楽しみがさらに広が

ります。（材料費500円） 

工　房 

 

 

親子でアートの森に参加

できるプログラムです。一緒

に展覧会を見たり、つくった

りする２時間です。 

（材料費500円） 

親子ツアー 

 

 

１Ｆアートの森コーナー

でビンゴシートをもらって美

術館を楽しむクイズに挑戦。

見事正解（ビンゴ！）する

と素敵なスタンプがも

らえるよ！ 

アート☆ビンゴ 

 

 

 

そのときの展覧会について楽

しく学びます。展覧会をくわ

しく知るためのヒントが盛

りだくさん。 

子ども　　 
美術館講座 

アートの森 
子どものためのプログラム予定表 
 

埼玉県立近代美術館 
THE MUSEUM OF MODERN ART, SAITAMA

「夏休み子ども相談コーナー」 
開設 
 

！ 
 

アートの森 
子どものためのプログラム予定表 
 

旅行・ハイキングに最適 
中 敷 健 康 法  

靴をはいて骨格を適正にする靴 

株式会社　延　寿 
さいたま市岩槻区南平野120-1 

TEL 048-757-1620　携帯 080-3243-1766

膝・腰の痛みが緩和される 

さいたま市に 
行って 

みたくなる　 

「土曜アートの森」は美術館のいろいろな楽しみ方が体験「土曜アートの森」は美術館のいろいろな楽しみ方が体験できる小・中学生のためのできる小・中学生のための 

プログラム。個人や友達、中学校の部活動など、みんな一緒に参加しよう。 

毎週土曜日　午後1:30～2:30（工房、アート★ビンゴ、親子ツアーは3:30まで） 

「土曜アートの森」は美術館のいろいろな楽しみ方が体験できる小・中学生のための 

プログラム。個人や友達、中学校の部活動など、みんな一緒に参加しよう。 

毎週土曜日　午後1:30～2:30（工房、アート★ビンゴ、親子ツアーは3:30まで） 



「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気持ちを込めて「ポケットサイズ」の意を
合わせたものです。「さいたまの」観光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。 

「Sai's」vol.20 2008 平成20年6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 

さいたまめ知識 さいたまのとっておき情報をお届けします。 これであなたもさいたま通！ 

とは？ 

さいず 

 

「さいたま」に三蔵法師の霊骨？ 
　「大唐聖域記」の著者で、「西遊記」で名高い玄奘三蔵法師の遺骨は、宋の時代に長安（現

西安）から南京にもたらされた後、太平天国の乱で行方不明になりましたが、第2次大戦中に

南京を占領していた日本軍が、偶然にも土木作業中に法師の頭骨を納めた石箱を発見（昭

和17年）しました。発見の翌年、頭骨は当時の南京政府に還付され、昭和19年に南京玄武山

に玄奘塔を建立し奉安されるとともに、日本へも分骨されたのです。 

　日本へ渡った頭骨は、当初芝増上寺に安置されましたが、折しもその頃の東京は空襲の被

害が広がり、一時埼玉県蕨市の三学院に移され、さらに三蔵法師の建立した大慈恩寺にちな

んで命名された慈恩寺に疎開することになり、第2次大戦後、日本の仏教界が正式な奉安の

地を検討した際に、三蔵法師と縁の深い慈

恩寺が奉安に最適の地とされ、昭和25年

に13重の花崗岩の石組み（高さ約15m）に

よって玄奘塔が築かれました。その後、この

地から台湾の玄奘寺や奈良の薬師寺へも

分骨されています。 

　慈恩寺では、三蔵法師の命日にあたる2

月5日に「玄奘忌」、5月5日には西遊記にち

なみ孫悟空の衣裳を身に付けた子どもた

ちが行列する「玄奘祭」が開催されています。 




