
〒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/ 
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豊富な食材を取り揃えてお待ちしております。
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3-6-18
tel 048-831-2611　fax 048-825-6620

http://www.kanto-m.co.jp
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自然保護観察ゾーンを持ち、大宮アルディージャの
練習場があることでも知られるネイチャースポーツ
型パーク。人気のバーベキューは7基の炉にそれぞ
れベンチとテーブルが付いて設備が整っている。さ
らに1日700円（市外在住者は1400円）と料金もリー
ズナブル。4月から11月末まで利用可能だ。

iさいたま市西区中釘1241
1048・620・7186　
69：00～17：00　
d12/26～1/4
P100台（無料）　
eJe㊁大宮駅西口より平方
行バス0秋葉入口から徒歩15分

バーベキューを楽しんだ後は
スポーツで汗をかき、自然を満喫

秋葉の森総合公園

人形の町、岩槻に観光客の休憩スペース
などの目的でオープンした観光案内所。
地元岩槻の観光スポット案内のほか、毎
日地元農家の朝採れ野菜や特産品が数多
く並んでいる。精米したての岩槻産コシ
ヒカリ3㎏900円～もおいしいと評判。

iさいたま市岩槻
区本町3-10-16
1048・797・8111
69：30～18：00　
d㊐㊗、お盆期間
Pなし（近隣に有
料Pあり）　
ef岩槻駅より徒
歩5分

岩槻観光客の憩いの場
岩槻ねぎは午前中にゲット

ここから停

BBQ場でたらふく！

fバーベキュー場は公園
内のピクニック広場にある
s炊事等などスペースも
余裕があり、設備は清潔だ。
芝生広場も広く、子どもの
遊具も多数そろっているの
でファミリーに人気が高い
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で
！
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BBQ場DATA
68：30～17：00　
期間 3/1～11/30㊌　
71火気用具あたり
¥500　定員なし　
h不要

秋ヶ瀬公園

バーベキューエリアは事前予約なし、
当日の受付も不要。火気用具一式あた
り500円の持ち込み料を、巡回スタッ
フに支払えば利用できる。用具のレン
タルはないので、各自用意していこう。

思い立ったらBBQ!
事前予約なしで利用可能

iさいたま市桜区道場
4-17　1048・865・7966
68：30～17：00　
dなし　P965台（無料）　
eJ浦和駅西口より志木
駅行バス0さくら草公園
から徒歩3分

g予約不要なので手軽に利用できる

BBQ場DATA
69：00～17：00（宿泊者受付）
期 間 4/1～11/30㊌　d㊊
（㊗の場合は翌平日）7無
料　定員100　h抽選（希望
日の前月10日）より申請受付

さぎ山記念公園

ボーイスカウトなど、市民向けのレク
リエーション施設。バーベキューエリ
アは無料で利用できるが、さいたま市
内在住、在勤、在学者のみ利用可能で、
飲酒は禁止なので注意しよう。

市民向けの野外活動施設
バーベキューは飲酒厳禁

iさいたま市緑区大字南部
領辻359-1　1048・878・
3656　69：00～17：00※駐
車場利用　dなし　P42台
（無料）　eJ浦和駅東口
より国際興業バス0さぎ山
記念公園から徒歩3分

gテントでの宿泊のほか、日帰り利用もOK

BBQ場DATA
69：00～17：00　期間 
4/1～11/30㊌　7700～
定員1炉10名　h「さ
いたま市公共施設予約
システム」による登録制

美術館でウットリ！

平成23年度 さいたま市花火大会
大和田公園会場

周りに高い建物がなく、花火が見やす
いと評判。メッセージ花火、早打ち、
スターマインなど様々な花火が上がる。

花火大会一番乗り
待ちに待った花火

i大和田公園周辺（打ち上げ
場所：大和田公園北側耕作地
付近・北区見沼1丁目地内）　
10180・99・3144　619：30
～21：00　ef大宮公園駅、
大和田駅より徒歩15分 d市内で最初に開催される花火大会

マルシェで買い物！

埼玉県立近代美術館

海外の巨匠から日本の現代作家まで、
優れた美術作品を展示する。夏の企画
展「彫刻家エル・アナツイのアフリカ」
は、現代美術におけるアフリカの存在
感を味わえる一大スケールの展覧会。

7/2㊏～8/28㊐に開催する
作家エル・アナツイの企画展

iさいたま市浦和区常盤
9-30-1　
1048・824・0111
610：00～17：30　
d㊊（㊗の場合開館）　
7一般1000、大高生800（企
画展）　Pなし　
eJ北浦和駅西口より徒
歩3分

s《重力と恩寵》2010年 作
家蔵　撮影：福永一夫

全国の有機農家と直結し、有機野菜や果物、
自社ブランドの有機加工食品を豊富にそろ
える。毎月、料理教室や試食会なども開催。

iさいたま市浦和区
仲町2-10-20
1048・824・4636　
610：00～19：00　
dなし
Pなし
eJ浦和駅西口より
徒歩10分

オーガニック食材を日常に!

ビオ・マルシェ浦和仲町店

dハーブティー
やオーガニックコ
ットン、化粧品な
どのラインナップ
も多彩。ベビーグ
ッズも人気！

f駅から5分の好
立地d和菓子の
老舗「岩戸屋」の天
狗羊羹¥380g和
紙で作られたごほ
うびな¥1200は県
ブランドに認定

花火だ!たまや～♪

8/21㊐ 2011人形のまち 岩槻まつり
g岩槻区役所及び岩槻駅東口周辺　4さいたま商工会議所岩槻支所　1048･756･1445

8/6㊏・7㊐ 大宮夏まつり 第40回記念大宮日進七夕まつり
g日進七夕通り周辺　4★　103･5777･8600(6/29㊌~8/28㊐)

8/5㊎・6㊏ 大宮夏まつり 第15回東大宮サマーフェスティバル
g東大宮中央公園　4★　103･5777･8600(6/29㊌~8/28㊐)

8/1㊊・2㊋ 大宮夏まつり 2011中山道まつり
gJe㋥大宮駅東口周辺　4★　103･5777･8600(6/29㊌~8/28㊐)

8/1㊊ 大宮夏まつり 第24回スパークカーニバル
gJe㋥大宮駅西口周辺　4★　103･5777･8600(6/29㊌~8/28㊐)

7/31㊐ 大宮夏まつり 西口夏まつり
gJe㋥大宮駅西口周辺　4★　103･5777･8600(6/29㊌~8/28㊐)

7/24㊐ 浦和まつり 南浦和会場 第8回浦和よさこい
gJ南浦和駅周辺　4★　103･5777･8600(6/26㊐~7/25㊊)

7/24㊐ 浦和まつり 第31回みこしパレード・渡御
g旧中山道(新浦和橋下～調神社)　4★　103･5777･8600(6/26㊐~7/25㊊)

7/17㊐ 大宮夏まつり 第20回中山道みやはらまつり2011
gJ宮原駅東口周辺及び旧中山道　4★　103･5777･8600(6/29㊌~8/28㊐)

7/17㊐ 浦和まつり 第16回音楽パレード・第35回浦和おどり
g旧中山道（埼玉縣信用金庫前～さくら草通り）　4★　103･5777･8600(6/26㊐~7/25㊊)

7/16㊏・17㊐ 与野夏祭り
g中央区各所　4SCVB　1048･647･8339

7/3㊐ 第15回人形のまち岩槻 朝顔市
ge岩槻駅前 クレセントモール　4SCVB　1048･647･8339

6/30㊍ 氷川神社の茅の輪くぐりと植木草花市
g武蔵一宮氷川神社境内及び参道　4SCVB　1048･647･8339

ワショーイ！夏祭り

注目グ
ルメ

注目ニ
ュース

レストラン大手門　iさいたま市岩槻区太田
3-1-1　市民会館いわつき1F　1048・758・
1122／トーフラーメン幸楊　iさいたま市さ
いたま市桜区田島1-21-18　1048・839・1559

レストラン大手門／トーフラーメン幸楊

第8回埼玉B級ご当地グルメ王決定戦
準優勝の「豆腐ラーメン」

岩槻発祥の豆腐ラーメンは、豆腐と粗挽肉
を使ったあんかけが特徴で、のどごしがよ
くさっぱりした味わいの必食ご当地グルメ。
下記店舗などで食べられるので、チェック！

f鶏ガラベースのスー
プに、アンが絡んだ味
は一度でクセになる

「イベント情報も発信
中。お楽しみに」（番組
担当・新井沙織さん）

REDS WAVE
生ワイド「イブニングパス」
REDSWAVE「イブニングパス」内の「さいたま
トピックス」（㊍18：03～）は、さいたま観
光コンベンションビューローの安藤さんが
出演して地元情報を盛りだくさんにお届け。

REDS WAVE78.3FM「イブニングパス」　REDS WAVE
毎㊍17：00～18：55内の5分間放送！

※SCVB＝（社）さいたま観光コンベンションビューロー　★＝NTTハローダイヤル

JR日進駅前の七夕通りに、4/1オープン。
朝採り地野菜の直売をはじめ、コミュニテ
ィコーナーなど住民の憩いの場でもある。

iさいたま市北区日
進町2-789
1048・666・9011　
610：00～18：00　
d㊐
Pなし　
eJ日進駅南口より
徒歩1分

商店街の空き店舗を有効活用
彩のまちなか きらら

f商店街の空き
店舗活用事業とし
てスタート。東日
本大震災でのチャ
リティーバザーな
ども行われた

夜空に輝く花火が、元
荒川の川面に映しださ
れる。他の会場よりも
近くで花火が見られる
ので迫力満点！

i岩槻文化公園
（打ち上げ場所:岩槻文化
公園内・岩槻区大字村国
229）　
10180・99・3144　
619：30～21：00　
ef岩槻駅、東岩槻駅か
ら徒歩37分

至近距離の打ち上げ花火

平成23年度 さいたま市花火大会
岩槻文化公園会場

s公園内で打ち上げられ、
ダイナミックな情景に

ことしで2回目となる開
催。見沼の豊かな自然
に囲まれる中、スター
マインなどの打ち上げ
花火が楽しめる。

i大間木公園周辺
（打ち上げ場所：大間木公
園東側耕作地付近・緑区
大間木地内）　
10180・99・3144　
619：30～21：00　
eJ東浦和駅より徒歩
10分

緑豊かな花火会場も魅力

平成23年度 さいたま市花火大会
東浦和 大間木公園会場

s色とりどりの花火が東
浦和の夜を華やかに彩る

7/30㊏
19：30～

8/14㊐
19：30～

8/20㊏
19：30～

8/27㊏ 大宮夏まつり 第41回指扇まつり大会
g滝沼川遊水地　4★　103･5777･8600(6/29㊌~8/28㊐)

5/1
開催

※各花火大会については変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください


