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Discover the charms of Saitama City! さいたま市の魅力 新発見! 再発見!

1  芙蓉園  Fuyo-en 
大宮公園駅が目の前。季節ごとに様々
な表情を見せる「雑木盆栽」の逸品が
揃っています。
Located in front of Omiya Koen Sta. Fuyo-
en o!ers splendid bonsai works that 
show di!erent charms in every season.
　 さいたま市北区盆栽町96  
96 Bonsai-cho, Kita-ku, Saitama City
　 048-666-2400

2  九霞園  Kyuka-en 
針金などを使わず、木が本来持っている
個性を生かす盆栽を手掛けています。
This bonsai nursery makes bonsai en-
hancing the tree’s original characteris-
tics and nature, without using wires.

　 さいたま市北区盆栽町131 
131 Bonsai-cho, Kita-ku, Saitama City
　 048-663-0423

3  清香園  Seiko-en 
江戸末期に創業。盆栽種全般を扱い多
くの樹種を手掛けています。
Established in the 19th century, Seiko-
en deals in a variety of trees of all kinds.

　 さいたま市北区盆栽町268
268 Bonsai-cho, Kita-ku, Saitama City
　 048-663-3931

4  蔓青園  Mansei-en 
小品から名品まで圧倒的な品揃えを
誇っています。
Mansei-en boasts an overwhelmingly 
variety of kinds of bonsai works, from 
small ones to masterpieces.
　 さいたま市北区盆栽町285
285 Bonsai-cho, Kita-ku, Saitama City
　 048-663-2636

5  藤樹園  Toju-en 
気取らない雰囲気の盆栽園。盆栽教室を
開講し、多くの生徒が受講しています。
Toju-en has a friendly atmosphere. It 
holds a bonsai class and many people 
learn about making bonsai.
　 さいたま市北区盆栽町247
247 Bonsai-cho, Kita-ku, Saitama City
　 048-663-3899

6  さいたま市盆栽四季の家  Bonsai 
Shiki-no-Ie
盆栽園を訪れた人たちの寛ぎの場とし
て利用されています。
This place is used to have a rest by those 
who visit bonsai nurseries.
　 さいたま市北区盆栽町267-1
267-1 Bonsai-cho, Kita-ku, Saitama City
　 048-664-1636
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Toro Sta.

Omiya-koen Sta.

大宮盆栽村   
　 さいたま市北区盆栽町周辺  　 園に
より異なる  　 木曜及び年末年始 ※各
園に臨時休園あり  　 無料   　 無料   
　 JR宇都宮線土呂駅東口徒歩5分、東
武アーバンパークライン（野田線）大宮
公園駅すぐ 
Omiya Bonsai Village
     Around Bonsai-cho, Kita-ku, Saitama 
City        Di!er depending on the 
bonsai garden        Every Thursday & 
the New Year’s holidays *Each nursery 
has special holidays.         Free        Free  
     5-min walk from Toro Sta. East Exit 
on JR Utsunomiya Line, right next to 
Omiya Koen Sta. on Tobu Urban Park 
Line (Noda Line) 

「盆栽」は、英語でもBONSAIと呼ばれ国際
的に知られる世界共通語であり、日本を代表
する伝統的な文化芸術です。大正時代末期
（1925年頃）、関東大震災で被災した多数
の盆栽業者が大宮の地に移って発展してき
たのが大宮盆栽村。町名も盆栽町と名付け
られ町と盆栽の繋がりの深さを窺い知るこ
とができます。 

“Bonsai,” now a word in English and recog-
nized internationally, is a traditional Japa-
nese art form. During the late Taisho period 
(around 1925), many bonsai merchants moved 
to Omiya after the Great Kanto Earthquake 
(1923) and the town has thrived as a center of 
bonsai culture with “Omiya Bonsai Village.” 
!is area is so deeply connected to Bonsai cul-
ture that it was o"cially named “Bonsai-cho.” 

江戸時代の初期から続くと言われるさいたま市岩
槻の人形づくりは、日光東照宮の造営にかかわった
職人が、たんすや下駄などの桐細工がさかんに行
われていた岩槻にとどまり、桐の粉を糊と練り固め
て人形を作ったのが発祥と言われています。現在、
80軒以上の人形工房がある日本有数の人形の生
産地であり、雛人形や五月人形などをはじめとする
日本の伝統と文化を伝える様々な人形が日本全国
や海外に出荷されています。

!e history of Iwatsuki’s doll-making dates back to 
the early Edo period (1603-1867). Skilled artisans 
who were engaged in construction of Nikko Toshogu 
Shrine, a famous World Heritage site in Tochigi Pre-
fecture, began living around Iwatsuki where the in-
dustry of making chests and clogs made of paulownia 
wood was thriving. !ey made dolls through kneading 
and #rming paulownia powder, and glue. Now, with 
more than 80 doll ateliers, the town is one of the lead-
ing places of doll-making in Japan. A variety of dolls 
that convey Japanese tradition and culture, including 
Hina dolls and Boys’ May Festival dolls, are shipped to 
all over Japan and overseas. 

明治18年（1885年）、当時の日本鉄道奥羽線（現在の
JR宇都宮線）開通の際、高崎線との分岐点として大宮駅
が設けられました。以来、機関車や鉄道車両の修理工
場が置かれたことやそれに伴い多くの鉄道関係者が居
住したことから、さいたま市の大宮駅周辺は鉄道を中心
に発達し、「鉄道のまち」と言われるようになりました。
平成19年（2007年）10月14日の鉄道の日には、日

本有数の規模をもつ鉄道専門の博物館「鉄道博物館」が
大宮に開館しました。日本の鉄道史を語る車両の展示
や様々な体験ができる見どころいっぱいの施設です。

In 1885 when the then Nippon Railway opened the Ou 
Line (now JR Utsunomiya Line), it built Omiya Station 
as a hub point of the Ou Line and the Takasaki Line. 
After that, repair plants of locomotives and rail vehicles 
were built, and in accordance with this, many people re-
lated to the railway industry moved to live in the town. 
!e area around Omiya Station in Saitama City developed 
centered on the railways, and Omiya began to be called 
“Railway Town.”
!e Railway Museum, one of Japan’s largest railway-spe-
cialized museums, opened in Omiya on “Railway Day,” 
October 14, 2007. You can see a variety of railway vehicles 
of Japan from vintage ones to new ones and also experi-
ence interesting activities there.
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五葉松　銘 白糸の滝 
Goyo-matsu (Japanese Five Needle Pine), named Shiraito-no-Taki  


