
「与野公園」（中央区）は、約170種3,000株の美しいバラが咲き誇る名所。10月中旬～11月上旬には、秋バラが目を楽しませてくれる。1048・711・2290（別所沼公園）　6入園自由

　11月　
11/3㊗ 第52回人形のまち岩槻  
人形供養祭 E

g岩槻城址公園内 人形塚、黒門周辺（岩槻
区）　1048・757・8881（岩槻人形協同組合）

11/3㊗ 第4回城下町岩槻鷹狩り行列 F

g岩槻駅東口周辺（岩槻区）
1048・790・0118（同実行委員会事務局）

11/5㊏～2017年2/14㊋ さいたま新都心 
けやきひろば イルミネーション G

gさいたま新都心けやきひろば（中央区）
1048・601・1122（さいたまアリーナ）

11/19㊏・20㊐ さいたま市農業祭 
g市民の森（北区） 
1048・829・1378（同実行委員会事務局）

　12月　
12/4㊐ さいたま太鼓エキスパート2016 H

g市民会館おおみや（大宮区）　1※1

12/6㊋・7㊌ 第29回骨董アンティークフェア 
gさいたまスーパーアリーナ（中央区）　
1090・8814・5101（同事務局）

12/10㊏ 十日市
g武蔵一宮氷川神社及びその周辺（大宮
区）　1※1

12/12㊊ 十二日まち　
g調神社及びその周辺（浦和区）　1※1

　9月　
9/22㊗～25㊐  
サッカーの街 浦和フットバル
g浦和駅周辺商店街（浦和区）
1048･838･7701（同実行委員会事務局）

　10月　
10/9㊐ 第25回大正時代まつり A

g与野駅西口駅前通り周辺（中央区）
1048・855・8011（同実行委員会事務局）

10/9㊐ 国際ふれあいフェア2016 B

g浦和駅東口駅前市民広場（浦和区）
1048・813・8500 
（さいたま市国際交流センター）

10/16㊐ 第60回大宮フリーマーケット
g大宮駅東口銀座通りほか（大宮区）
1048・644・3220（同実行委員会）

10/19㊌ 秋季例大祭 
g久伊豆神社（岩槻区）
1048・756・0503（久伊豆神社）

10/29㊏ 2016さいたまるしぇ 
inさいたまクリテリウム C  
gさいたま新都心けやきひろば（中央区） 
1050・5541・8600（ハローダイヤル）

10/29㊏ 2016サイクルフェスタ D

g三菱マテリアル株式会社さいたま総合
事務所隣接地（大宮区）
1048・829・1398
（さいたま市自転車まちづくり推進課） ※1 1048･647･8339（STIB）
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4 9月末～はC57蒸気機関車を展示。展示
車両は時期によって変更あり

iさいたま市大宮区大成町3-47
1048・651・0088　
610:00～18:00※入館は17:30まで
d㊋（㊗の場合開館）
7￥1,000、小・中・高校生￥500、幼児￥
200　P280台（￥500/1日）
e㋥鉄道博物館駅より徒歩1分

F沿道でトップランナーたちにエールを送ろう

F1周約3.1㎞のコースを駆け抜ける様は圧巻！

DF目の前で繰り広
げられる、迫力あふ
れる取り組みから目
が離せない。当日は、
相撲講座や、関取と
子供とのけいこなど
も楽しめる

1Fヒストリーゾーン中央の転車台上
の機関車が汽笛を鳴らしながら1回
転し、機関車の歩みや汽笛の種類な
どをスタッフが解説。現役当時と同
じ汽笛の音色を楽しめる。見学無料。

館内に響き渡る、迫力満点の汽笛の音に興奮！

「国際ふれあいフェア2016」や「さいたま市農業祭」など、秋を楽しむイベントが続々。11月には、恒例のイルミネーションもスタートし、
街が華やかに彩られる季節が到来！　「十日市」、「十二日まち」のような伝統行事もぜひ楽しもう。

毎年高い人気を誇る「第四回大相撲さいたま場所」や
「J:COM presents 2016ツール・ド・フランス さいたまクリテリウム」など、
さいたま市の秋は、スポーツイベントから目が離せない！

市内の公園には、コスモスや紅葉など、秋ならではの草木の美しいスポットが充実。
秋だからこそ楽しめる景色を見に、おでかけしよう！

秋のイベントカレンダー
Pick Up 
Sports
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さぎ山記念公園
（緑区）

大宮花の丘農林公苑 （西区）大宮公園 （大宮区）

アスレチックやバーベキューなど、家族で楽しめる施
設が充実。秋には修景池の周りが赤や黄色に彩られる。
1048・878・3656　6入園自由

岩槻城址公園 （岩槻区）
岩槻城の城跡を生かして整備された公園。
サクラの名所として有名だが、多種多様
な樹木が茂り、秋は美しい紅葉を楽しめ
る。1048・757・9122　6入園自由

四季折々に美しい花々を楽しめるスポット。
秋は、可憐なコスモスの花畑や真っ赤なじゅ
うたんのように一面を彩るサルビアを満喫。
1048・622・5781　6入園自由

日本庭園ではヤマモミジ、自由広場ではハ
ゼノキ、博物館裏ではカイノキ、旧ボート
池湖畔ではメタセコイアなど、多彩な紅葉
が魅力。1048・641・6391　6入園自由

gさいたま市浦和駒場体育館
iさいたま市浦和区駒場2-5-6
1048・625・9077（同実行委員会
事務局）
68：00～15：00（予定）
7タマリ席1人￥14,000ほか。チ
ケット完売の場合、当日券の販
売はなし
eJ浦和駅東口より国際興業バ

ス北浦和駅東口行約10分0宇宙科学館入口から徒歩5分、J
北浦和駅東口より徒歩25分
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浦和駅
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本太坂下

第四回大相撲さいたま場所gさいたま新都心駅周辺
1048・829・1736（さいたま市ス
ポーツイベント課、8：30～17：
15、㊏㊐㊗休み）
610：00～　Pなし
eJさいたま新都心駅、J北与
野駅南口より徒歩すぐ
※フランスとさいたまの食を楽
しめる「2016さいたまるしぇin 

さいたまクリテリウム」、自転車関連商品の販売、 安全教室
等を楽しめる「2016サイクルフェスタ」も同日開催

インフォ
メーション

サ
イ
ク
ル

フ
ェ
ス
タ

大宮

与野　
与野
本町

合同庁舎
２号館

特設コース

南口

西口

さいたま
新都心駅

コ
ク
ー
ン

シ
テ
ィ

北
与
野
駅

J：COM presents
2016ツール・ド・フランス
さいたまクリテリウム

gさいたまスーパーアリーナ発
着※ファンラン部門の8kmの部
のフィニッシュは駒場運動公園
1048・832・2561（大会事務局、
10：00～18：00、㊏㊐㊗休み）
69：10スタート
Pなし
eJさいたま新都心駅、J北与
野駅南口より徒歩すぐ

※11/12㊏は親子ラン、リレーマラソンの部などがある「駒場
ファンラン」を駒場運動公園で開催

横綱の土俵入りや幕内の取組のほか、禁じ手や珍し
い決まり手をわかりやすく説明する初

しょ

っ切り、化粧
回しを締め、手拍子と足の音頭に合わせて歌う相撲
甚
じん

句
く

など、本場所では見られない催しが多彩。

世界最高峰のサイクルロードレース「ツール・ド・フ
ランス」の名を冠した自転車競技イベントを今年も
開催。国内外のトップ選手たちが集結し、さいたま
新都心駅周辺の特設コースで熱戦を繰り広げる。

10/8㊏ 
●浦和駅東口 

第四回大相撲さいたま場所

10/29㊏ 
●さいたま新都心駅

J:COM presents 2016ツール・ド・
フランス さいたまクリテリウム

11/13㊐ 
●さいたま新都心駅

第2回さいたま国際マラソン
見どころ満載のさいたま場所を観戦トップ選手らによるサイクルレースを体感トップランナーのスピードに興奮！

紅葉
〈見ごろ〉
11月中旬～
12月上旬

紅葉
〈見ごろ〉
11月中旬～
12月上旬

コスモス
〈見ごろ〉
～10月下旬

紅葉
〈見ごろ〉
11月上旬～
12月上旬

古写真、書籍、マンガなど、全50点ほ
どの資料で、明治時代を主にした盆栽
の近代史を紹介。「磯野波平さんの盆栽
～昭和のお父さんの趣味へ」など、４
つの構成からなり見応え満点。

10/8㊏～11/30㊌ 

さいたま市大宮盆栽美術館
平成28年度 秋季特別展 明治の盆栽事情 
─昭和のお父さんの背景

iさいたま市北区土呂町2-24-3　1048･780･2091　69：00～16：30、11～2月は～16：
00※入館は30分前まで　d㊍（㊗の場合開館）※11/4㊎は展示替えのため「秋季特別展」
は閉室　7入館￥300、高校生･大学生･65歳以上￥150、小･中学生￥100　 
P39台（120分無料）　eJ土呂駅東口より徒歩5分

「Les Merveilles de 
L'Exposition de 1889」

Librairie Illustree、
1889年頃、

大宮盆栽美術館蔵

江戸文化を引き継ぎながら
展開する、盆栽の近代史を紹介

「さいたま市大宮盆栽美術館」では、11/3㊗に講演会「近代数寄者の盆栽愛好」を実施（13：30～15：00）。10/15㊏、11/6㊐・19㊏13：30～は「特別展ギャラリートーク」も行う

毎日12:00～、15:00～の2回 

鉄道博物館
転車台回転実演
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第２回さいたま
国際マラソン（発着地）

国内外の招待選手も含めた女子エリートランナーが
出場する「代表チャレンジャーの部」のほか、男女
一般ランナーを対象とした一般フルマラソンの部、
8㎞のファンラン部門も実施。観戦を楽しもう！
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