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TOPICS

平成22年度

さいたま市花火大会
今年は、大和田公園（大宮区）、東浦和 大間木公園（緑区）、岩槻
文化公園（岩槻区）の３会場で開催します！　各会場とも早打ち・
メッセージ花火・スターマインなどを打上げます。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。

※各会場とも順延日も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

NTTテレドーム☎0180－99－3144
通 話期間：7/21～8/21（岩槻文化公園会場が延期の場合は
8/23まで）24時間対応　※PHS、NTTドコモ以外のプリペ
イド携帯、ケーブル電話、一部のIP電話は利用不可

花火大会の
お問合せ

大
和
田
公
園
会
場

7/30㈮ 19時30分～21時
※荒天の場合31日(土)に順延

会場：大和田公園周辺
打上場所：大和田公園北側
　　　　　（北区見沼１丁目地内）
交通：東武野田線大宮公園駅又は
　　　大和田駅から徒歩15分

約5,000発
最大４号玉

東
浦
和 

大
間
木
公
園
会
場

8/14㈯ 19時30分～21時
※荒天の場合15日(日)に順延

会場：大間木公園周辺
打上場所：大間木公園東側
　　　　　（緑区大間木地内）
交通：JR東浦和駅から徒歩10分

約5,000発
最大３号玉

岩
槻
文
化
公
園
会
場

8/21㈯ 19時30分～21時
※荒天の場合23日(月)に順延

会場：岩槻文化公園
打上場所：岩槻文化公園内
　　　　　（岩槻区大字村国229）
交通：東武野田線岩槻駅から
　　　徒歩37分
　　　※無料シャトルバス運行予定

約4,000発
最大３号玉

（昨年実績） （昨年実績） （昨年実績）



ミュージアム

さよな
ら ジョン・レノン・ミュージアム

美術館・博物館の情報や
オススメの企画展などをご紹介！

　今年2010年は、ジョン・レノンをリーダーとするザ・ビー
トルズがドイツ・ハンブルクでの下積みを経て、地元リバプー
ルのリザランド・タウンホールで熱狂的に迎えられた年から
ちょうど50年目となります。そして、ジョン・レノンの生
誕70年、没後30年という節目の年でもあります。
　また、息子ショーンを授かり、5年間音楽活動を休止して
いたジョンが新たなる出発を歌ったアルバム ｢ダブル・ファ
ンタジー｣ を発表し、アルバム
の総仕上げにヨーコに捧げた曲
｢スターティング・オーバー｣
が完成したのも30年前の夏で
した。 
　ジョン・レノンの40年の生
涯で、節目となった出来事を振
り返るとともに、ミュージアム
の10年間についても紹介して
います。

2010年9月末で閉館が決定。
最後の特別展が開催中です。ぜひ！お見逃しなく!!

2010年特別展
｢ジョンとヨーコ　新たなる出発“STARTING OVER”｣

〒330-9109
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
☎048-601-0009
http://www.taisei.co.jp/museum/
開館時間■11時～18時
休 館 日■火曜日
入 館 料■大　人　1,500円
　　　　　高大生　1,000円
　　　　　小中生　　500円

開催期間■～９月30日㈭
会　　場■５Fイベントルーム他
料　　金■入館料のみで見学可

Photo：©BobGruen/www.bobgruen.com
提供：ジョン・レノン・ミュージアム



おみやげ

41年

Hikawa no mori Sable

氷川の杜　サブレ
　フランス料理の名店「アル
ピーノ」を中心に、イタリア
料理店、洋食屋さん、お菓子
やさん、花屋さんと２つの
ギャラリーがあるアルピー
ノ村で人気のお菓子です。
　狭山抹茶「明松」を使用し
たサブレで、大宮氷川神社の薪能に因み、扇の形をしていま
す。あえて包装をしない黒い箱のパッケージにもセンスの良
さを感じさせます。

製造元● ㈱アルピーノ
　（アルピーノお菓子やさん工房本店）
　さいたま市大宮区北袋町1-130
　☎048-647-8805
内容量●8枚入
価　格●840円
販売先●同工房本店
　（さいたま新都心駅より徒歩7分）
営業時間●10時～19時　無休

主 な販売場所
　大宮高島屋（大宮駅東口） 
　　☎048-643-1111（内線2862）
　浦和観光案内所（浦和駅西口）

第４回さいたま推奨土産品に
選出された中から、
金賞を受賞したお品をご紹介します。



イベントカレンダー

外壁塗装 屋根塗装 遮熱塗装
防水工事 各種補修・保護工事
職人価格にてご提案

TEL:04-2931-0023　HPあり
職人チーム クラフトワーカーズ

2010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。

時　間　10時～21時(神事16時～)　※雨天決行
会　場　武蔵一宮氷川神社及び参道(大宮区)
問合せ　㈳さいたま観光コンベンションビューロー
　　　　☎048-647-8339

６/30㈬ 氷川神社の茅の輪くぐりと植木草花市
時　間　17時～21時　※雨天決行
会　場　JR大宮駅西口周辺（大宮区）
問合せ　㈳さいたま観光コンベンションビューロー
　　　　☎048-647-8339

７/31㈯ 大宮夏まつり「西口夏まつり」

時　間　9時～売切まで　※雨天決行
会　場　愛宕神社（岩槻区）
問合せ　㈳さいたま観光コンベンションビューロー
　　　　☎048-647-8339

７/４㈰ 第14回人形のまち岩槻朝顔市
時　間　17時～22時　※雨天決行
会　場　JR大宮駅西口周辺（大宮区）
問合せ　㈳さいたま観光コンベンションビューロー
　　　　☎048-647-8339

８/１㈰ 大宮夏まつり「第23回スパークカーニバル」

時　間　16時～21時　※雨天決行
会　場　本町通り周辺（中央区）
問合せ　㈳さいたま観光コンベンションビューロー
　　　　☎048-647-8339

平成22年度与野夏祭り７/17㈯・18㈰
時　間　17時～22時（1日は21時まで）※雨天決行 
会　場　JR大宮駅東口周辺（大宮区）
問合せ　㈳さいたま観光コンベンションビューロー
　　　　☎048-647-8339

大宮夏まつり「2010中山道まつり」８/１㈰・２㈪

時　間　15時～21時30分　※天候不良の場合は1日順延
会　場　日進七夕通り周辺（北区）
問合せ　㈳さいたま観光コンベンションビューロー
　　　　☎048-647-8339

大宮夏まつり「第39回大宮日進七夕まつり」８/６㈮・７㈯

時　間　16時～21時30分（6日は21時まで）
　　　　※天候不良の場合は中止
会　場　東大宮中央公園（見沼区）
問合せ　同実行委員会　☎080-3586-3788

大宮夏まつり「第14回東大宮サマーフェスティバル」８/６㈮・７㈯

時　間　13時30分～21時　※雨天中止
会　場　旧中山道／さいしん前～さくら草通り（浦和区） 
問合せ　ハローダイヤル　☎03-5777-8600
　　　　（6/26～7/25）8時～22時

７/18㈰ 浦和まつり「第15回音楽パレード」「第34回浦和おどり」

時　間　17時～21時　※小雨決行
会　場　JR宮原駅東口周辺と旧中山道（北区）
問合せ　同実行委員会
　　　　☎048-664-6132

７/18㈰ 大宮夏まつり「第19回中山道みやはらまつり2010」

時　間　14時30分～20時30分 ※雨天決行
会　場　旧中山道／新浦和橋下～調神社（浦和区）
問合せ　ハローダイヤル　☎03-5777-8600
　　　　（6/26～7/25）8時～22時

７/25㈰ 浦和まつり「第30回みこしパレード」
時　間　15時～21時　※雨天決行
会　場　岩槻区役所及び岩槻駅東口周辺（岩槻区）
問合せ　同実行委員会
　　　　☎048-756-1445

８/22㈰ 2010人形のまち岩槻まつり

時　間　10時40分～20時30分
　　　　※雨天決行
会　場　JR南浦和駅周辺（南区）
問合せ　同実行委員会　☎048-882-3407 

７/25㈰ 浦和まつり「南浦和会場（第7回浦和よさこい）」
時　間　16時～21時　※雨天順延
会　場　滝沼川遊水地（西区）
問合せ　同大会本部
　　　　☎048-625-1775

８/28㈯ 大宮夏まつり「第40回指扇まつり大会」



宿泊施設 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 電話番号 料金（円） 部屋数 アクセス セールスポイント

ホ
　
　
テ
　
　
ル

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。大宮駅東口より無料送迎あり。

浦和ロイヤルパインズホテル 048-827-1111 S17,000　D/T30,000 196 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。

浦和ワシントンホテル 048-825-4001 S8,600～　T16,600 140 JR浦和駅西口徒歩3分 駅からのアクセスが抜群です。

大宮大成鉄道村 048-665-4126 S6,000～　T10,000～ 36 ニューシャトル鉄道博物館駅徒歩10分 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。

東横インさいたま新都心 048-657-1045 S6,510～　D/T9,030 227 JRさいたま新都心駅東口徒歩2分 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。

ときわ会館 048-822-4411 1人4,980～ 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。

パークプラザ大宮 048-643-5811 カプセル3,300　ビジネス4,935～ 132 JR大宮駅東口徒歩3分 宿泊者は大浴場・サウナが無料で使えます。

パイオランドホテル 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。

パレスホテル大宮 048-647-3300 S11,025※　T18,900※ 204 JR大宮駅西口徒歩3分 快適なホテルライフをお届けします。

ビジネスホテルグリーン 048-831-2830 S5,500　T9,000 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。

ビジネスホテル豊泉閣 048-882-4633 1室2名以上1人5,100　1室1名5,800 12 JR浦和駅東口徒歩3分 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。

プラザホテル浦和 048-863-5111 S6,700～6,900　T11,970～ 115 JR中浦和駅東口徒歩1分 ボウリング場隣接。

プリムローズ有朋 048-861-4122 和室5,082～7,276 4 JR浦和駅西口徒歩18分 宴会から会議、婚礼、宿泊など幅広く使えます。

別所沼会館 048-861-5219 1室2名以上1人5,197　1室１名5,775 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1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～ 58 JRさいたま新都心駅西口徒歩5分 ホテル内レストランは埼玉県「特別栽培農産物利用店」です。

ホテルミウラ 048-758-0035 S5,000　T9,000 10 東武野田線岩槻駅徒歩5分 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。

HOTELメイン 048-648-8886 S7,875～　D/T13,650～ 54 JR大宮駅西口徒歩1分 大宮ソニックシティ・さいたまスーパーアリーナへ便利。

ホテルメッツ浦和 048-826-0011 S8,800～　T13,000～ 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。

マロウドイン大宮 048-645-5111 S7,560～　T10,500～ 251 JR大宮駅西口徒歩3分 大宮駅に近くビジネスにも観光にも最適。

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。

ラフレさいたま 048-601-1111 S8,100～　T15,000～ 187 JRさいたま新都心駅西口徒歩7分 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。

旅
　
　
　
館

大宮国体記念会館 048-643-1515 1人4,500　2名以上1人3,500 16 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。

三楽荘 048-644-4411 2食付6,825　食無5,250 18 東武野田線北大宮駅徒歩5分 ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。

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。

割烹旅館東山 048-641-2615 2食付11,760～ 11 JR大宮駅東口車8分 美と味の粋を極めた本格的な懐石料理の老舗旅館。

ビジネスホテルあさや 048-642-3517 S5,000 8 東武野田線大宮公園駅徒歩7分 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。

ホテル一松 048-798-2359 S2食付6,000 10 東武野田線岩槻駅徒歩10分 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。

三松旅館 048-644-1515 2食付6,825～　食無5,250～ 8 JR大宮駅東口徒歩10分 ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。

旅館いけだ 048-829-2881 2食付9,450～　朝食付8,400 19 JR浦和駅西口徒歩5分 老舗料亭旅館。宿泊、宴会、会席料理まで。

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.parkplazahotel.net/

Ｓ＝シング　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



味覚狩り

花だより

浦和
エリア

所 在地●さいたま市緑
区大崎526付近（大
崎クリーンセンター西側）
営 業期間●７月中旬～
８月下旬頃までの毎
週水・木・土・日曜日

営 業時間●9時～15時（※当日摘み取れる実が無くなりしだい終了）
2010年料金●入園500円、お持ち帰り100ｇ／150円
交 通●JR浦和駅東口2番乗り場から、国際興業バス「東川口
駅北口行き」など乗車「念仏橋」バス停下車徒歩約10分
駐車場●農道に駐車可
問合せ●☎090-2220-4043 (開園期間中のみ通話可)
そ の他●開園日に果樹園へ直接お伺いください。
　※ 当日摘み取れる実が無くなりしだい終了しますので、ご

心配な方はお問合せください。

　毎年６月のシーズン
１ケ月だけ開園する
「ハナショウブ」の見
どころです。 
　約8,000㎡の敷地に
300種以上約20,000株の花菖蒲が咲き誇る園内には、花見台、 
八つ橋、あずま屋、茶室などが設けられています。
所在地●さいたま市見沼区染谷2-248
ア クセス●JR「大宮駅」東口よりバス 染谷新道方面行［染
谷新道］下車徒歩10分
入園料●大人500円、小人200円（75歳以上は平日200円）
駐車場●有り（有料）
問合せ●☎048-683-8787

　武蔵浦和駅前から別
所沼公園まで続く約２
kmの散歩道です。春
はサクラ、梅雨時はア
ジサイの七色が散歩道
を彩ります。
所在地●さいたま市南区別所地内
アクセス●JR「武蔵浦和駅」より徒歩1分
駐車場●無し
問合せ●TEL048-852-2518
　　　　（さいたま市公園緑地協会･南部管理事務所）

所 在地●さいたま市見
沼区山240

営 業期間●７月中旬～
８月下旬（予定※無
くなりしだい終了）
営 業時間●お電話でご確認ください。
2010年料金●入園500円、お持ち帰り100ｇ／150円
交 通●JR浦和駅東口3番乗り場から、国際興業バス「南台」
行き乗車、「南台」バス停下車徒歩約5分

駐車場●有り
問合せ●☎090-2634-1030 (開園期間中のみ通話可）
そ の他●電話予約をおすすめします。８月中旬からは梨狩り
と直売もおススメ！

　スタミナラーメンとは、醤油味のスープに、ニラ、挽肉、
豆板醤を入れた「ピリ辛」の餡かけラーメンです。
　通称「スタミナ」と呼ばれるこのラーメンは、香辛料が効
いた餡のため、夏はもちろん冬でも発汗しながら食べる人が
いる一方、ラー油をかけてさらに辛くする強者もいる「さい
たま男子」のソウルフード！
　さいたま市では、合併前の旧市時代から『浦和の娘娘』や
『大宮の漫々亭』各店において、安くて美味いラーメンとして、
学生やサラリーマンに絶大な人気を誇ってきました。
　ぜひ、このクセになる辛ウマの味をご賞味ください!!
※ 現在、娘娘・漫々亭各店舗は独立したお店のため、実際には◯◯店とは呼び
ません。便宜上区別するため最寄り駅や地名をもとに◯◯店としました。

○永娘娘
住所■
交通■
営業■
定休■
価格■
電話■

さいたま市浦和区常盤5-3-2
JR北浦和駅西口又は浦和駅西口から徒歩15分
11時30分～14時、17時～19時30分
火曜日、月曜日は14時まで
スタミナラーメン550円
非公開さ

い
た
ま
ご
当
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与野
エリア

大宮
エリア

娘娘与野店
住所■

交通■
営業■
定休■
価格■
電話■

さいたま市中央区下落合
※店主の要望により番地記載無し
　（駅前通り沿い）
JR与野駅西口より徒歩5分
11時～（概ね15時頃）
火曜日、第4金曜日ほか
スタミナラーメン380円
非公開

娘々与野本町店
住所■
交通■
営業■
定休■
価格■
電話■

さいたま市中央区下落合7-7-9
JR与野本町駅東口より徒歩5分
11時30分～15時、17時～20時
火曜日
スタミナラーメン550円
非公開

娘娘中浦和店
住所■
交通■
営業■
定休■
価格■
電話■

さいたま市桜区西堀2-21-3
JR中浦和駅から徒歩10分
11時30分～15時、17時30分～20時30分
火曜日（祝日の場合は翌日）
スタミナラーメン500円
048-839-0044

漫々亭大宮店
住所■
交通■
営業■
定休■
価格■
電話■

さいたま市大宮区桜木町2-177-10
JR大宮駅西口より徒歩5分
12時～15時、18時～21時
日曜日
スタミナラーメン450円
048-644-6004

漫々亭指扇店
住所■
交通■
営業■

定休■
価格■
電話■

さいたま市西区西遊馬343
JR指扇駅より徒歩25分
11時30分～14時（日曜・祝日は15時まで）
18時～22時（日曜・祝日は21時まで）
月曜日、第3火曜日
スタミナラーメン500円
048-622-4512

もうひとつのスタ
ミナ！

「スタカレー」とは

スタミナラーメンのスタミナ餡をカレーのように白飯にか
けたもので、スタミナカレーを略して、その名が付いたと
言われています。 各店メニューにありますので、ご飯派
の方はぜひどうぞ！

● 基本的にはセルフサービスのお店だと思ってください
● お冷（水）は、店内のどこかに冷水機がありますで、自分で汲み
に行きましょう

● 卓上の汚れ（前の人の飛び散った汁など）が気になる方は、備え
付けの布巾を使って自分で拭きましょう

● 食べ終わったら、食器はカウンターに上げましょう（この時、後
の人のために布巾でキレイに拭いておくと、なお良いでしょう）

娘娘・漫々亭に初めて入店される方へのアドバイス

首都圏から近くて楽ちんのさいたま市内で、
夏の果物ブルーベリー狩りが楽しめるスポットをご紹介します！

さいたま市には、名所として多くの人が訪れる人気のスポットから、
知る人ぞ知るスポットまで、たくさんの花の見どころがあります。 
そんな花の見どころのなかから、この季節おすすめのスポットをご紹介します 。

ブルーベリープラザウラワ

染谷花しょうぶ園 花と緑の散歩道

白子果樹園

　環境美化ボランティ
ア団体「氷川の森 花
の友」が育成している
もので、神社境内の静
寂な杉木立の間に咲く
約130種1300株の見事なアジサイが出迎えてくれます。
所在地●さいたま市西区大字指扇2820-11
ア クセス●JR指扇駅より徒歩10分
入園料●無料
駐車場●有り（無料）
問合せ●☎048-624-9035
■イベント
「指扇アジサイまつり」
　６月12日（土）・13日（日）・14日（月）

指扇氷川神社の鎮守アジサイ園

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（予定※無
くなりしだい終了）
営 業時間●10時～16時頃
休園日●毎週火・水曜日
2010年料金●入園500円、お持ち帰り100ｇ／150円
交 通●近くに路線バス停がありませんので、お車をおすすめ
します。

駐車場●有り
問合せ●☎090-1610-8301（開園期間中のみ通話可）
そ の他●農家レストラン「ひだまり」が受付場所です。「ひ
だまり」では、地場産の野菜をふんだんに使った旬の家庭
料理が味わえます。

見川果樹園

所 在地●さいたま市西
区清河寺13

営 業期間●７月中旬～
８月下旬（予定※無
くなりしだい終了）
営 業時間●９時～17時
2010年料金●入園500円、お持ち帰り100ｇ／150円
交通●JR西大宮駅北口から徒歩5分
駐車場●有り
問合せ●☎048-624-7973
その他●電話予約をおすすめします。

野原観光農園

ハナショウブ 見頃●６月

　元は慈恩寺沼と呼ば
れた沼を、治水対策の
ため遊水機能を整備し
た親水公園で、ハスは
自然発生的に増えて
いったようです。
所在地●さいたま市岩槻区慈恩寺1521
アクセス●東武野田線「豊春駅」より徒歩20分
駐車場●有り（無料）
問合せ●☎048-878-3656
　　　　（さいたま市公園緑地協会･東部管理事務所）

慈恩寺親水公園

ハ　ス 見頃●７月～８月中旬

アジサイ 見頃●６月

娘々上尾愛宕店
住所■
交通■
営業■
定休■
価格■
電話■

上尾市愛宕3-7-17
JR上尾駅東口より徒歩20分
11時30分～14時30分、18時～20時
火曜日、月曜日は14時30分まで
スタミナラーメン550円
非公開

娘々上尾井戸木店
住所■
交通■
営業■
定休■
価格■
電話■

上尾市井戸木1-18-6
JR桶川駅西口より徒歩15分
11時30分～14時、17時～20時
水曜日、第2・4木曜日
スタミナラーメン550円
非公開

娘々北浦和店
住所■
交通■
営業■
定休■
価格■
電話■

さいたま市浦和区北浦和1-2-13
JR北浦和駅東口から徒歩5分
12時～20時
月曜日、火曜日
スタミナラーメン400円
048-824-6791

漫々亭さいたま市役所前店
住所■
交通■
営業■
定休■
価格■
電話■

さいたま市浦和区仲町4-2-14
JR浦和駅西口より徒歩15分
12時～20時（途中休憩有り）
不定休
スタミナラーメン450円
非公開

上尾
エリア

ホームページでは、さらにくわしい情報を掲載しています！
右記へアクセス➡http://www.scvb.or.jp/stamina/

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

タッチ＆ゴーでスピーディ。首都圏は で。

ACCESS…大宮駅東口より徒歩3分
住　所…さいたま市大宮区大門町2-73
ＴＥＬ…048-643-2121（代）

多彩なテナントが魅力

～ ～



とは？

「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.28 2010 平成22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

観光のお問い合わせは
観光案内所でどうぞ

大宮駅観光案内所
〒330-0853
さいたま市大宮区錦町630（JR大宮駅構内）
TEL.048-644-1144／FAX.048-647-8778
営業時間▶９時～19時
　SCVBスタッフ常駐時間▶10時～18時30分 
　※ただし13時30分～14時30分まで休憩時間あり

さいたま新都心観光案内所
〒338-0001
さいたま市中央区上落合2 
（JRさいたま新都心駅東西自由通路内）
TEL.／FAX.048-600-0070
営業時間▶10時～18時30分

浦和観光案内所
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂1-16-20
（JR浦和駅西口）
TEL.／FAX.048-824-0333
営業時間▶10時～18時30分

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！

スタミナラーメンの
娘
にゃん

娘
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・漫
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亭
てい

とは
　娘娘（娘々とも書く）と漫々
亭は、知る人ぞ知る老舗の中華
料理店です。現在さいたま市周辺には、両店合わせて11店舗（2010年５月
末現在１店休業中）有ります。現在ではチェーン店ではなく各々独立したお
店ですが、元々は「矢島商事」という飲食会社が経営していたもので、同社
は現さいたま市域を中心に中華のほか、日本そば、寿司店なども手掛けてい
ました。
　同社が営業していた中華料理店は、旧大宮市に漫々亭、旧浦和市に娘娘、
東京都（東十条）には小

しょう

姑
くう

娘
にゃん

などです。各店とも餃子、タンメン、焼きそば
などがメインのいわゆる普通の中華料理店でしたが、後にスタミナラーメン
が売り出されると、安くて美味いラーメンとして、学生やサラリーマンから
絶大な支持を受け、特に「浦和の娘娘」は各種メディアにも取り上げられて、
人気を博しました。
　また、同社は、餃子や麺などを自社工場で一括生産して各店舗に配送する
など、当時としては先駆的な経営を行っていたようです。
　その後、オーナーの意向により、平成２年（1990年）に矢島商事は解散
しましたが、従業員に暖簾分けを許していたため、漫々亭、娘娘、小姑娘な
どの屋号は、会社解散後の今も受け継がれています。


