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　昭和５７年１１月に発足されてからなんと２０年目を迎える古本市で、実用書・
文庫・専門書・マンガなど約４万冊が並びます。１００円の本から専門書まで
幅広く選ぶことができる青空での定例開催市です。

１ 浦和宿古本いち

会場�さくら草通り　ＪＲ浦和駅西口徒歩５分
時間�１０：００～１７：００
開催予定日�１０／２４�～１０／２７�
　　　　　　１１／２１�～１１／２４�
　　　　　　１２／１２�～１２／１５�　１／２３�～１／２６�　＜雨天中断＞
お問い合わせ�０４８－８２２－２５４８　市民文化センター

２ �いたま新都心古本いち

会場��いたま新都心けやきひろば
　　　ＪＲ�いたま新都心駅徒歩１分
時間�１０：００～１７：００
開催予定日�１０／３�～１０／６�
　　　　　　１２／５�～１２／８�　＜雨天中断＞
お問い合わせ�０４８－８２２－２５４８　市民文化センター
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　古本市同様２０年目を迎える歴史ある骨董市。出店者は１００店前後、関東は
もとより、南は大阪、北は酒田（山形）より由緒ある調神社の杜に集合。
古ダンス・火鉢・陶磁器・時計・写真機・農民具・古布など、約５万点あ
まり。古き良き日本を伝える品々を木立映える会場で展示即売します。

３ 古民具・骨董　浦和宿ふるさと市

会場�調（つきのみや）公園　ＪＲ浦和駅西口徒歩７分
時間�日の出より日没まで開催（７：００～１６：００）
開催予定日�１０/２６�　１１/２３�　１２/２８�
　　　　　　１/２５�　２/２２�　＜雨天中断＞
お問い合わせ�０４８－８２２－２５４８　市民文化センター
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七五三・忘新年会御予約承り中�
浦和本店（県庁前）�

蕨店（国道17号線沿い）�

中国銘菜聚々苑（さいたまスーパーアリーナ5F）�

台湾料理東晶餐廳（大宮駅東口駅前）�

�

TEL048（862）2941㈹�

TEL048（445）2234㈹�

TEL048（600）0134㈹�

TEL048（641）1794㈹�

じゅじゅえん�

さんてん�

４ 埼玉の物産いち

会場�さくら草通り　ＪＲ浦和駅西口徒歩５分
時間�１０：００～１６：００
開催日�春…４月の第３週
　　　　秋…１１／１４�～１１／１７�
　　　　＜雨天中断＞
お問い合わせ�０４８－８２２－２５４８　市民文化センター

�������� 市内で開かれる蚤の市のお知らせです。
買うもよし、売るもよし！

５ 第３２回大宮フリーマーケット

　今回で早くも３２回目を迎え、ますます充実のフリー
マーケットです。
会場�大宮銀座通り商店街　ＪＲ大宮駅東口徒歩１分
時間�１０：００～１６：３０　＜雨天時は翌週日曜に順延＞
開催日�１０月と５月の第３日曜（今秋は１０／２０�）
お問い合わせ�０４８－６４１－２１９０　大宮フリーマーケット実行委員会

��� 　埼玉特産の工芸品・食品・銘菓の展示即売実演。ご家
族で“いち”を楽しんでみませんか。

６ けやきひろばフリーマーケット

　�いたまスーパーアリーナ前のけやきひろばで行
われるフリーマーケットです。
会場��いたま新都心けやきひろば
　　　ＪＲ�いたま新都心駅徒歩１分
時間�１０：００～１５：００
開催日�１０／２６�・１０／２７�　＜雨天中止＞
お問い合わせ�０３－３２２６－６８００　リサイクル運動市民の会

７ 『埼玉スタジアム２００２』ＢＩＧフリーマーケット

　ワールドカップには行きそびれたけど、スタジ
アムの雰囲気を味わいたい方にも是非おすすめし
ます！
会場�埼玉スタジアム２００２内ペデストリアンデッキ
　　　及び南広場
時間�１０：００～１５：００
開催日�１０／１３�　＜雨天時１４日�へ順延＞
お問い合わせ�０３－３２２６－６８００　リサイクル運動市民の会
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８ 別所沼公園

　水面に映る紅葉が美しいので是非立ち寄ってみてください。
交通�ＪＲ浦和駅西口徒歩２０分又はＪＲ埼京線中浦和駅西

口徒歩５分

９ 埼大通りのけやき並木

　けやきの木が数千本植えられ、所沢まで１７㎞のけやき
並木となっています。
交通�ＪＲ北浦和駅西口徒歩２分

１０ 上町氷川神社と大けやき

　与野の氏神様の上町氷川神社には樹齢５００年のけやき
の大木がそびえ立っています。
交通�ＪＲ埼京線北与野駅西口徒歩１５分

１１ けやきひろば

　�いたま新都心内。人工地盤上に武蔵野の雑木林をイ
メージしてつくられたけやきの広場。
交通�ＪＲ�いたま新都心駅徒歩１分

１２ 武蔵一宮氷川神社

　２４００年の歴史をもつといわれる日本でも指折りの神社。
神池のもみじが美しいので是非足を運んでみてください。
交通�ＪＲ大宮駅東口徒歩２０分又は東武野田線大宮公園駅徒歩１５分

１３ 大 宮 公 園

　春は桜の海がここを埋めつくしますが、秋の紅葉も必
見です。紅葉の下で読書などしてみては？
交通�ＪＲ大宮駅東口徒歩２０分又は東武野田線大宮公園駅徒歩１５分

１４ 氷川参道・平成ひろば

　一の鳥居から氷川神社まで続く約２㎞の並木道。けやき・しい・えのき・
すぎなど２０余種の樹木が６００本以上生息し、秋の彩りを演出してくれます。
交通�ＪＲ大宮駅東口徒歩８分

１５ 円蔵院の大いちょう

　街路樹として植えられたいちょうですが、円蔵院のい
ちょうはこの辺りでもっとも大きいものです。
交通�ＪＲ大宮駅東口６番バス「中川循環行」乗車「円蔵院下」下車徒歩０分
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１６ ギャラリー＆喫茶　あっぷるはうす

　氷川神社と大宮公園の入口、緑と文化のゾーンに佇むギャラリー＆喫茶。あっ
ぷるはうすでの展示が今年で１０周年を迎える画家　小澤清人さんの描くＫＩＹＯＮ
ＤＯＬＬはあまりにも有名。その他にも企画展が目白押しです。
TEL�０４８－６４４－９９２５　営業時間�１２：００～２０：００（年中無休）
　あっぷるはうすギャラリースケジュール　
　１０／１～１０／１５　あすかけんメルヘン画グループ展
　１０／１６～１０／３０　ぬくもりの手仕事　古布と陶芸　大野美千子　森直美
　１１／１～１１／１５　バイクイラスト展　調所武之（ずしょたけゆき）
　１１／１６～１１／３０　浅香和子　革絵展
　１２／１～１２／１５　小川睦美　アートフラワー・アメリカンフラワー展

１７ アルピーノ銀花ギャラリー・貸しスペース　多羅葉

　美味しいものを発信するアルピーノ村で、ジャンルに
こだわらず、個性的な作家の個展を開催。同じく２階で
は、色々な音楽を身近に楽しく届けたい！と、素敵な５
人がサロンコンサートを開いています。ふだん着で気軽
にティータイムを過ごしてみませんか？是非ご参加ください。
TEL�０４８－６４７－２８５６　営業時間�１０：００～１９：００（火曜定休）
　銀花ギャラリースケジュール　
１０／３～１０／１４　田中猛　陶芸展　　　　　　　　　　　　１１／１４～１１／２５　市川良夫　陶芸展
１０／１７～１０／２８　青山正博　切り絵・イラスト展　　　　　１１／２８～１２／２８　鈴木悦郎　絵展楽
１０／３１～１１／１１　渡辺さもじろう　シャッポマン絵画展　　２／２７～３／１０　木村勲　陶芸展
　デーミュージックサロンコンサート“Ｄ'ｓ　ａｆｔｅｒｎｏｏｎ”　
次のコンサートは１２月を予定しております。
今後の情報についてはこちらまで…デーミュージック　０９０－９２９５－８１７４　
　貸しスペース多羅葉スケジュール　
１０／３～１０／７　島真弓　刺繍展　　　　　　　　　　　　１０／２４～１０／２８　鈴木寛　絵画展
１０／１０～１０／１４　櫻井理人・あゆみ　陶芸展

１８ 日本茶喫茶・ギャラリー楽風（らふ）
　明治２４年築のお茶づくりの納屋を改築、１階は日本茶喫茶、
２階は土壁のギャラリー。ゆったりとした対話の時をつくっ
てくれます。
ＴＥＬ�０４８－８２５－３９１０
営業時間�１０：００～１９：００〔ラストオーダー１８：３０〕（水曜定休）
　ギャラリー（2階）　

　ワンクリエーターコーナー（1階）　
１０／１～１０／１５　青山正博のクリスマスのポストカードとビー玉カメラ
１０／１７～１０／３１　飯田恭子のあたたかなうつわ

１０／３～１０／８　萩原英二展　木の生活と家具
１０／１０～１０／１５　木工工房　桐風舎展
１０／１７～１０／２２　愛かな工房　大島紬泥染展
１０／２４～１０／２９　手織３人展
　　　　　　　　～ハートハンドウィーヴィング～
１１／７～１１／１２　冨田　実　革鞄展
１１／１４～１１／２６　楽風企画　大塚望東生　陶展
１１／２８～１２／３　らるご　鷺池芳子展（草木染、創作服）

１２／７～１２／１５　高橋田鶴子・鳥羽かずこ二人展
　　　　　　　　（人形）１１日・１２日は休み
１／５～１／１１　大久保英一個展（陶）
１／１６～１／２１　横井博子　手織りの服展
１／２４～１／２７　安井未星展（手織りのショールなど）
２／２０～２／２３　松岡　潤展（水彩）
２／２７～３／１１　川岸富士男（絵画）
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〒336－0021埼玉県さいたま市別所１丁目３番１８号�
TEL.048（８６４）３７１１（代）　FAX.048（８６４）３６４７�
K　0１２０－２５８４２５�

株式�
会社�

埼玉県公安委員会認定第110号�



�

UDK
埼玉県さいたま市岸町5－7－11   〒336－8585�
TEL.048－829－2911（代）FAX.048－829－2950�
http://www.udk.co.jp

イベントカレンダー�

開催場所開催日名　　　称
�いたま新都心
けやきひろば南特設会場９／１４～１１／２５祝！�いたま新都心誕生３周年

木下大サーカス

盆栽四季の家周辺１０／４～１０／６大宮盆栽村開村８０周年記念
特別名品盆栽展

田島氷川社１０／６田島の獅子舞

市営大宮球場北側の見沼田んぼ１０／１９・１０／２０コスモスまつり（大砂土地区）

加茂川団地東側（植田谷本）１０／２６・１０／２７コスモスまつり（植水地区）

膝子直売所西側（膝子）１０／２６コスモスまつり（膝子地区）

見沼ふれあい農園西側
（片柳２丁目）１０／２６コスモスまつり（沖郷地区）

環境整備センター南側（大谷）１１／３コスモスまつり（大谷地区）

大宮ソニックシティ１０／１９第１７回邦楽邦舞の集い

大宮花の丘農林公苑１０／１９・１０／２０西新井農林まつり

びん沼川１０／２０第１回クリーン�いたま釣りの祭典

大宮卸売市場内特設会場１０／２０�いたま市大宮市場まつり２００２

JR与野駅西口駅前通り１０／２６第１１回与野停車場通り大正時代まつり

鐘塚公園１０／２６埼玉中央ＪＣフェスティバル
ケーキフェスティバルｉｎ�いたま

市民の森・見沼グリーンセンター１０／２６・１０／２７大宮商工まつり

�いたま市役所東側広場・
南側駐車場他１１／３第１２回ＵＲＡＷＡ産業フェスティバル

駒場スタジアム１１／４ドリームサッカー

見沼グリーンセンター１１／９・１１／１１第３回盆栽展「彩」

与野総合行政センター周辺１１／１６・１１／１７�いたま市よのふれあいまつり

市民の森・見沼グリーンセンター１１／１６・１１／１７�いたま市農業祭’０２

大宮ソニックシティ展示場・
イベント広場・鐘塚公園１１／２９～１２／１コラボ�いたま２００２

（�いたま市商工見本市）

�いたま新都心けやきひろば１２／８ＬｏｖｅＰｅａｃｅ＆ＦＡＭＩＬＹ

武蔵一宮氷川神社１２／１０十日市

調神社１２／１２十二日まち

秋葉神社１２／１８秋葉神社例大祭

一山神社１２／２２ゆずまつり（冬至祭）

日進神社境内１／１日進餅つき踊り

正円寺・一山神社・天祖神社・円乗
院・円福寺・鈴谷大堂・弘法尊院１／３与野七福神めぐり・七福神行列

割烹千代田２／９第２３回江戸の粋“端唄”
お座敷唄と踊りを楽しむ集い

�

ビル総合管理のことなら�

一般廃棄物・産業廃棄物のことなら�

I S O 14001認証取得企業�

832－2514

831－4615
〒336-0001 　さいたま市常盤5-2-18

株式�
会社�

株式�
会社�

備　　　　　考 問い合わせ先
�いたま新都心誕生３周年を記念して、興奮と感動に満ち
た栄光１００年の記念ツアーを開催。

木下大サーカス�いたま新都心
公演事務局　０４８－６０１－０５２２

盆栽村にゆかりのある数々の名品や今まで非公開だった
貴重な盆栽が見られる展示会。

大宮盆栽村開村８０周年記念事業
実行委員会　０４８－６６３－３９９１

郷土色豊かで素朴な中にも活気と華やかさのある獅子舞。
市指定無形民俗文化財になっている。

�いたま市教育委員会文化財保護課
０４８－８２９－１７２３

コスモス摘み取り・けんちん汁・焼きいも・おにぎり・地
元野菜の販売など。

大宮総合行政センター地域経済課　
０４８－６４７－８１４２

コスモス摘み取り・手作りまんじゅう・赤飯・地元野菜の
販売など。
コスモス摘み取り・けんちん汁・もち・焼きそば・地元野
菜の販売など。

コスモス摘み取り・抽選会・地元野菜の販売など。

コスモス摘み取り・大根、サツマイモの堀取り・地元野菜
の販売。
箏曲・尺八・三味線音楽・日本舞踊・能といった日本の伝
統芸能が行われる。

��いたま観光コンベンションビューロー
０４８－６４７－８３３８

地元の農産物や手作り味噌などの販売。大宮花の丘農林公苑
０４８－６２２－５７８１

エサ釣りおよびルアーフィッシングでの競技や参加者全
員に景品が当たる抽選会などを行う。

��いたま観光コンベンションビューロー
０４８－６４７－８３３８

新鮮な青果や水産物並びに一般食品の即売会。マグロの解
体実演なども見応えあり。埼玉県魚市場　０４８－６６５－５５６０

芸者や舞妓・軍人の仮装パレードや大道芸，模擬店，人力車
など大正時代を再現したおまつり。雨天の場合は翌日に延期。

大正時代まつり実行委員会
０４８－８３２－２０３４

「�いたまのケーキ市場」と題して販売コーナーが設けられる他、ケー
キ実演・爽やか看板娘＆自慢の一品コンテスト・クイズが行われる。

埼玉中央青年会議所
０４８－６４７－３３１５

商工業製品の販売・展示・ＰＲ。キャラクターショーやゲー
ム大会、観光ＰＲなど。大宮商工会議所　０４８－６４１－００８４

金管バンドなどのステージ、各種業種組合出展コーナー、
チャリティバザー、ワゴンセール、植木・農産物の即売会。浦和商工会議所　０４８－８３８－７７０４

少年サッカースクールや浦和レッズＯＢチームと�いたま市出身
の元日本リーグ選手チームによるフレンドリーマッチが行われる。

�いたま市総合政策部スポーツ企画課
０４８－８２９－１０５８

大宮南小学校４年生による小品盆栽や全国の愛好者によ
る作品７０点の他、特別出品１０点などが展示される。

盆栽展「彩」実行委員会
０４８－６６３－２４００

商工農業の各種模擬店が出店。展示・即売や太鼓などの各
種イベントが行われる。

与野総合行政センター地域経済課
０４８－８５８－０２１７

収穫の秋に開かれる農業祭。丹精込めて作られた農産物の
即売が行われる。

�いたま市経済部農政課　０４８－８２９－１３７６
JA�いたま営農指導課　０４８－８３１－２４００

�いたま市内の製造事業者による製品の展示・ＰＲ、製品
の販売とその他イベント。

�いたま市経済部商工観光課
０４８－８２９－１３６４

ジョン・レノンの２２周忌のイベントを市民グループが行う。
ビートルズのコピーバンドやオリジナルバンドが出演。

ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ実行委員会
０４８－６４１－４８２０

毎年１２月１０日の年の瀬に行われる大酉の市。熊手などを販
売する１３００店もの露店が並ぶ。

��いたま観光コンベンションビューロー
０４８－６４７－８３３８

毎年１２月１２日に行われる「大歳の市祭」を一二日まちと呼
ぶ。縁起物の露店が軒を連ねる。

��いたま観光コンベンションビューロー
０４８－６４７－８３３８

「盗賊よけ」「火防」に霊験あらたかと評判の神社。例大
祭にはお札をもとめる参詣者で賑わう。秋葉神社　０４８－６２４－６６５６

商売繁盛の神、恵比寿神が祀られている神社で、ゆずまつ
りでは焚き上げや火渡りの行事が行われる。

��いたま観光コンベンションビューロー
０４８－６４７－８３３８

江戸時代から伝わる市の伝統行事。元旦の午前零時から始ま
るので、初詣を兼ねて出掛けよう。市指定無形民俗文化財。

�いたま市教育委員会文化財保護課
０４８－８２９－１７２３

仮装した七福神の行列が参拝者に「ご宝銭」を配りながら
各寺社をまわる。

��いたま観光コンベンションビューロー
０４８－６４７－８３３８

ヘルシーなお料理を頂きながらのお座敷で、江戸時代の大
衆芸能である「端唄」「舞踊」を通し新春の悦びを祝う。端唄ひょうたん会　０４８－８６１－０４４２

秋はイベントの季節！バラエティ豊富な秋のイベントに参加しよう！
秋からの市内のお祭り・イベント情報です。



��

アートカレンダー�

料　金開催日名　　　称開催場所

大人６００円
小人３００円

９／７～１２／８ともだちは海のにおい（プラネタリウム）
ＪＡＣＫ大宮・宇宙劇場
ＪＲ大宮駅西口徒歩３分
０４８－６４７－００１１
休館日：水（祝日の場合
翌日）・年末年始
※障害者及び団体割引あ
り

９／７～１２／８オーシャンオアシス（超大型映画）

毎月第４土曜星を見に行こう（プラネタリウム）

９／７～１２／８の
毎週土、日星空散歩（プラネタリウム）

無料１０／１９、１１／１６、
１２／２１、１／２５、２／２２屋上展望会

一　般５００円
大高生２５０円

１０／５～１１／２４特別展「開設四百年　中山道～武州往来～」埼玉県立博物館／東武野田
線大宮公園駅徒歩５分／
０４８－６４５－８１７１／休館日：
月、祝日の翌日（特別展以外
は第４金曜も休）・年末年始
※障害者及び団体割引あり

１０／２９～１１／２４特別公開　国宝「太刀・短刀」国宝「法華経一品経」

１０／１６～１１／２４特別公開　重要文化財「三十六歌仙額」

一　般２１０円
大高生１００円２／２２～４／６博物館の広場「埼玉の古墳」

無料
９／１４～１１／２４ちばてつや展～あしたのために見るべし～�いたま市立漫画会館／東武野田

線大宮公園駅徒歩５分／０４８－６６３－
１５４１／休館日：月（祝日の場合翌日） １２／７～２／２３�いたま市民漫画展２００２

無料

１０／１２親子体験教室「稲刈り」旧坂東家住宅見沼くら
しっく館／ＪＲ大宮駅東
口７番バス乗り場より�
いたま東営業所行き乗車
「三崎台」下車徒歩０分／
０４８－６８８－３３３０／ 休 館
日：月（祝日を除く）・祝日
の翌日・年末年始

１１／９親子体験教室「脱穀」

１１／９～１２／１企画展示「発見、旧坂東家のお札」

１２／２１季節の行事「餅つき」

２／２０季節の行事「味噌作り」

無料

１０／１１～１２／１企画展「柿いろいろ」�いたま市立浦和博物館
ＪＲ北浦和駅東口から東
武バス「市立病院」行き
終点下車すぐ／０４８－８７４
－３９６０／休館日：月（祝日
を除く）・祝日の翌日・年
末年始

１１／１０文化講座「日本人のルーツを探る一人骨研究から見た縄文人」（コルソ７Ｆにて開催）

１２／１４～３／１６「ちょっと昔のくらしの道具」

１／２５・２６「みんなで一緒に昔の遊び」（前庭にて開催）
一　般６３０円
大高生４２０円
中小生２１０円

７／２０～１０／１４「プラティスラヴァ世界絵本原画展と
スロヴァキア絵本芸術の巨匠たち」展うらわ美術館

ＪＲ浦和駅西口徒歩７分
０４８－８２７－３２１５
休館日：月（祝日の場合
翌日）・年末年始
※障害者及び団体割引あ
り

無料４／２０～１０／１４「コレクションによるテーマ展Ⅴ　アーティストの作った雑誌、その試み」展

有料１１／１９～２／１１「融点・詩と彫刻による」展

有料２／２２～３／３０「山本容子の美術遊園地」展

無料前期　１１／１２～１２／８
後期　１／２８～３／２３

「コレクションによるテーマ展Ⅵ　デスマスクにみ
る友情－時代の共有者・奥瀬英三と林倭衛－」展

一　般２００円
大高生１００円１０／８～１２／１５第４期常設展埼玉県立近代美術館

ＪＲ北浦和駅西口徒歩３
分／０４８－８２４－０１１１
休館日：月・祝日の翌日
（土日祝は開館）・年末年
始
※障害者及び団体割引あ
り

一　般１，１００円
大高生８８０円１０／１２～１１／２４開館２０周年記念展「モネからセザンヌへ－印象派とその時代」

一　般２００円
大高生１００円１２／７～１／１３コレクション展「駒井哲郎」

一　般２００円
大高生１００円１２／１７～３／３０第５期常設展

一　般９００円
大高生７２０円１／２５～３／２３企画展「相原求一朗・高橋久雄展」

無料

１１／２ワークショップ「フルーツバスケットをつくろう」青少年宇宙科学館／ＪＲ
浦和駅東口より北浦和東
口行きバス「宇宙科学館入
口」下車徒歩３分／０４８－
８８１－１５１５／休館日：月（祝
日の場合翌日）・年末年始

１１／９　要予約天体観測会「秋の星座探しをしよう」

１１／９～１／１３企画展Ⅱ「スペースツアー展」

１２／２１　要予約星と音楽の夕べ３「アクアマリンコンサート」

無料

１０／２６・１１／２４博物館子どもわくわく体験講座�いたま市立博物館
ＪＲ大宮駅東口徒歩１２分
０４８－６４４－２３２２
休館日：月（祝日を除く）・
祝日の翌日・年末年始
但し１０／１４・１１／４は除
く

１０／１２～１１／２４第２６回特別展　縞布を愉しむ

１０／２０・２２・２６
１１／１７第２６回特別展関連講座①～④

１２／１１～３／２第１０回昔の道具とくらし展

Ｓ席４，０００円・Ａ席３，０００円
Ｂ席２，０００円・学生Ｂ席１，０００円１１／２～４エリジョン・アンサンブル　リチュアル・ストリート・オペラ「月霊節」（字幕付）彩の国�いたま芸術劇場

ＪＲ埼京線与野本町駅徒
歩７分／０４８－８５８－５５１１
休館日：第１第３月曜（祝
日の場合翌日）
※団体割引あり

Ｓ席４，０００円・Ａ席３，０００円
学生Ａ席１，０００円１１／１６彩の国ブラームス（ピアノ）・プロジェクト　横山幸雄ピアノ・リサイタル第２回

Ｓ席５，０００円・Ａ席４，０００円
学生Ａ席１，０００円１１／２３ピアニスト１００　５６／１００アレクサンドル・トラーゼ　ピアノ・リサイタル

Ｓ席４，０００円
Ａ席３，０００円１２／１５彩の国ベートーヴェン・シリーズ　諸井誠＆仲道郁代レクチャー・コンサート第２回

無料

１０／１０見沼の野草観察会浦和くらしの博物館民家
園／ＪＲ浦和駅西口より
東川口北口行きバス「念
仏橋」下車すぐ／０４８－
８７８－５０２５／休館日：月
（祝日を除く）・祝日の翌
日・年末年始

１１／１～３／３１特別企画展「旧綿貫家住宅」

１１／９「十日夜の藁鉄砲」づくり

１／１１「小正月の繭玉」づくり

大　人１，５００円
大高生１，０００円
小中生　５００円

１０／９メモリアル・イベント「ハッピーバースデイ、ジョン！」開催ジョン・レノン・ミュー
ジアム／ＪＲ�いたま新
都心駅徒歩３分／０４８－
６０１－０００９／休館日：火
（祝日の場合翌日）・年始
※障害者及び団体割引あ
り

１０／１６～１／３１ジョンとヨーコが着ていた着物などを特別展示

１１／１～１／３１冬の特別展「ジョン・レノン　最期の遺留品」

１２／７～９「ジョン・レノン・メモリアル・デイズ」実施

�いたま市内には文化・芸術を楽しめる施
設がいっぱい！秋から冬にかけて行われる
おすすめの催しをご紹介します。
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伝統芸能�

さいたま市新中里3－7－17�

　048－834－1268（藤企画）�
　048－835－7481（研究所）�
http://www.h3.dion.ne.jp/̃fjkikaku 

　第２回�いたま市観光写真コンクール　
�題材��いたま市内の名所・風景・文化財・その他市内で行われる行催事などで、平成１４

年中に撮影された未発表の作品。

　�応募サイズ�カラー、白黒ともに四つ切（ワイド可）　�応募点数�１人５点以内

　�締切�平成１４年１２月２７日�　�入賞発表�平成１５年２月上旬（入賞作品の展示会予定）

　�応募方法�応募票に必要事項を記入し写真の裏面に貼付。郵送または持参してください。

　第１回クリーン�いたま釣りの祭典　
　釣り競技のほか、参加者全員に景品が当たる抽選会や、へら・バス部門に分かれてプロのイン

ストラクターによる講習会もあります。

　�日時�１０月２０日�　�会場�びん沼川（三本木橋からびん沼橋までの間）

　�競技種目�エサ釣り及びルアー・フライフィッシング

　�参加費�一般５００円、子供３００円、ファミリー５００円

�申込締切�１０月４日�　全種別合わせて先着５００名

　　　　　　　※定員に満たない場合は当日も受付けます。

　　主催イベントについての応募先・お問い合わせ先　

　　��いたま観光コンベンションビューロー事務局　　０４８－６４７－８３３８

　　浦和観光案内所　　　　　　　　　　　　　　　　　０４８－８２４－０３３３

　　北浦和インフォメーションセンター　　　　　　　　０４８－８３４－６１６６

　　大宮観光案内所　　　　　　　　　　　　　　　　　０４８－６４４－１１４４

　～団体専用急行列車で行く秋の川治温泉～「�いたま市民号」２泊３日の旅　
　�期日�平成１４年１１月７日�～９日�　記念品付き

　�募集人員�３００名（最少催行人員１５０名）

　�費用�２５，８００円（２泊６食付　夕食時ビール・ジュース１本付）

　�宿泊先�一柳閣本館

　�主催�東武トラベル大宮支店

�お問い合わせ・申込先�

　　　東武大宮駅　０４８－６４２－２７７３　　　　大宮公園駅　　　　　　０４８－６４１－０５４５

　　　大和田駅　　０４８－６８４－７２２１　　　　東武トラベル大宮支店　０４８－６４２－３６８６

　�いたま新都心誕生３周年と木下大サーカス生誕１００周年を記念して、「木下大サーカス�い

たま新都心公演」が平成１４年９月１４日から１１月２５日までけやきひろば南特設会場にて開催され

ています。このダイナミックなスペクタクルショーへの招待券（公演期間中の平日のみ使用可）

を５組１０名様にプレゼント！

�応募方法�官製はがきに郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号を

ご記入のうえ〒３３０－０８４６　�いたま市大門町３‐１大宮総合行政セ

ンターＢ棟２階　社団法人�いたま観光コンベンションビュー

ロー「木下大サーカス招待券プレゼント係」までご郵送ください。

�応募締切�平成１４年１０月２３日必着。

�当選発表�平成１４年１０月末に招待券の発送をもって発表にかえさ

せていただきます。

祝！�いたま新都心誕生３周年　ＮＥＷミラクル世界猛獣ショー＆
木下大サーカス�いたま新都心公演を５組１０名様にプレゼント!!

お知らせ� 主催イベントの他、お得な情報満載！
たくさんのご参加、お待ちしております。



コンベンション�
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　本調査は、�いたま市内コンベンション施設を対象に平成１３年４月～平成１４年３
月に開催されたコンベンションを調査し集計したものです。
　過去１年間の会議・大会の調査だった為、件数が膨大で回答困難とする施設がい
くつかあり、�いたま市内施設のすべてのデータでないことをお断りしておきます。
　しかしながら、規模別、分野別、開
催月別にみた開催状況に関しては、お
およその傾向が把握でき、今後の
ビューローの誘致活動の参考となると
考えております。

会議・大会件数、参加者数�1

国際会議・大会�

全国会議・大会�

ブロック会議・大会�

県内会議・大会�

計�
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　ＪＲ大宮駅西口デッキに歓迎横断幕を設置しました。内容は、世界１０ヶ国語で「歓
迎」の意を表してあります。コンセプトは、国内外から観光、ショッピングなど、
�いたま市に来訪するすべてのお客様に歓迎
の意を表すこと、また迎える側としてホスピ
タリティマインド（おもてなしの心）を養うこ
との２点です。みなさんも見ましたら、声に出
して言ってみませんか。「いらっしゃいませ！」

歓迎横断幕を作成しました。
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大宮�ソニックシティ�

コンベンションパンフレットできました。

���

　コンベンション施設、観光、宿泊施設情報などをまとめたコンベン
ションパンフレットを改訂発行しました。これで、コンベンションシ
ティ�いたま及び当ビューローの概要がご理解いただけると思います。
　また、コンベンションガイドと併せて利用していただくとより一層
コンベンション開催準備がスムーズに進むと考えておりますので是非
ご活用下さい。
　�いたま市でコンベンションを検討されている主催団体、関連企業
に無料配布致しております。 ��

第１２回国際ミーティング・エキスポ（IME２００２）にご来場ください。
　国際会議、国内会議、そして企業インセンティブ成功のために、会議主催者及びコンベンショ
ン関係者に情報を提供する日本で唯一の展示会が開催されます。
　当ビューローは、ハード・ソフトの両面から『コンベンション都市・�いたま』を強くプロ
モーションするため、大宮ソニックシティとの共同出展を行います。
　なお、入場には事前登録が必要ですので、ご希望される方は下記までご連絡ください。
日程�平成１４年１２月１０日�～１１日�
会場�東京国際フォーラム　展示ホール（JR有楽町駅下車すぐ）

コンベンション視察見学会「現地視察ツアー」にご参加ください。
　国際・国内の会議主催者、企業会議担当者及び、業界関
係者を対象とした「現地視察ツアー」を現在企画しており
ます（平成１５年２月開催予定）。視察場所には大宮ソニッ
クシティ、�いたまスーパーアリーナ並びに市内観光ス
ポットを予定しておりますので奮ってご参加ください。お
問い合わせは下記までご連絡ください。

“おもてなしの心”普及啓発セミナーを企画しております。
　私たち一人ひとりが地元の代表者として、国内外から本市を訪れるお客様を“おもてなしの
心”でお迎えできる心構え、接客応対を学ぶセミナーを現在企画しております（平成１５年２月
開催予定）。地元観光サービス業に従事される方に限らず、観光ボランティアや本セミナーにご
興味を抱かれた皆様のご参加をお待ちしております。お問い合わせは下記までご連絡ください。

　　お知らせに関してのお問い合わせはこちらまで　
　　コンベンション事業担当　０４８－６４７－０７８８／土日祝休
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複合コンベンション施設 大宮ソニックシティ「施設内覧会」
を開催しました。
　当日（９／９）は分科会・展示会・ポスター会・全体会・講演会
など、それぞれに適した会場と併設の宿泊施設、市内の観光スポッ
トをご見学していただきました。なかでも、実際に使用した場合
を想定した会場レイアウトから音響機材・映像機器を駆使したプ
ロモーションには、各参加者からご好評をいただきました。参加
者の皆様方ありがとうございました。

さいたまスーパーアリーナ

大宮ソニックシティ



JTB団体旅行埼玉支店�大会イベント課�
TEL （048）644-5313   FAX （048）649-0746　担当　小池・木下�
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コンベンションカレンダー�

開催場所開催日名　　　称
埼玉会館１０／３第３８回埼玉県消費者大会

コミュニティプラザCORSO１０／１３～１５全国社会保険労務士会連合会司法研修

大宮ソニックシティ１０／１６～１８第４０回全国学生指導研究集会

ラフレ�いたま１０／１６平成１４年度組合青年部全国交流会

�いたまスーパーアリーナ１０／１７第５４回中小企業団体全国大会

ホテルブリランテ武蔵野１０／１７・１８平成１４年度　全国公共図書館奉仕部門研究集会

大宮ソニックシティ１０／１８・１９第２５回全国タウン誌会議埼玉大会

大宮ソニックシティ１０／２３～２５第６１回日本公衆衛生学会総会

大宮ソニックシティ１０／２５第６１回日本公衆衛生学会総会関連イベント
市民公開講座

�いたま市民会館おおみや１０／２９�いたま市青少年健全育成　地域の集い

大宮ソニックシティ１０／３１～１１／１第５５回日本自律神経学会総会

大宮ソニックシティ１１／６第４５回全国すし連埼玉大会
Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま（埼玉県
男女共同参画推進センター）１１／７再就職準備セミナー　再就職成功する人・しない人

�いたまスーパーアリーナ１１／８第５６回全国レクリエーション大会ＩＮ　�いたま
総合開会式

�いたまスーパーアリーナ１１／９第５６回全国レクリエーション大会ＩＮ　�いたま
日本民踊全国交流大会

大宮ソニックシティ
�いたま市大宮体育館１１／９・１０第５６回全国レクリエーション大会ＩＮ　�いたま

０２彩フェスタ

大宮ソニックシティ１１／９・１０ヒューマンフェスタ２００２
Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま（埼玉県
男女共同参画推進センター）１１／９ＤＶ防止フォーラム

暴力のない安全で健康な生活をめざして
Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま（埼玉県
男女共同参画推進センター）１１／９、２７、２９・１２／４ＤＶ被害者支援ボランティア　育成研修

大宮ソニックシティ１１／１４・１５第１４回日本脳循環代謝学会総会

ときわ会館１１／１６・１７日本勤労者山岳連盟　全国海外登山集会

大宮ソニックシティ１１／２０～２２日本水処理生物学会第３９回埼玉大会

�いたま市産業文化センター１１／２４発信！若い世代からのメッセージ
作文朗読会と音楽・ダンスの集い

埼玉会館１１／２５平成１４年度・産業廃棄物講習会

埼玉会館１１／２６７００万人突破記念　彩の国�いたま統計大会

埼玉会館１１／２９第１６回全埼玉私立幼稚園ＰＴＡ振興大会
第９回彩の国子育てフォーラム中央大会

大宮ソニックシティ１１／３０第１０回地域医療外科系連合会総会

ラフレ�いたま／Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま１２／１埼玉県男女共同参画サミット

コミュニティプラザCORSO１２／２震災予防のまちづくりフォーラム

�いたま市産業文化センター１２／４�いたま市ＰＴＡ協議会与野ブロック成人教育委
員会　家庭教育学級合同研修会

�いたま市民会館おおみや１２／６三国コカ・コーラボトリング　埼玉コンベンション
Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま（埼玉県
男女共同参画推進センター）１２／７人権週間記念講演

埼玉会館１／１７埼玉県学校健康教育推進大会

大宮ソニックシティ１／２５・２６日本放射線技術学会　第４９回関東部会

埼玉会館１／２８第１４回暴力追放・薬物乱用防止　埼玉県民大会

�いたま市民会館うらわ２／７埼玉県中学校長会全体研究協議会

埼玉会館２／１５第２７回埼玉県文化振興会議

�いたま市民会館おおみや２／２０�いたま市民生委員・児童委員協議会連合会
全体研修会

�いたま市民会館おおみや２／２２タウンページ講演会

さいたまでのコンベンション開催を支援いたします！　
　�さいたま観光コンベンションビューローでは、さいたま市で開催されるコンベンションを成功
させるために、様々な支援メニューをご用意しております。フットワークの軽いスタッフがおもて
なしの心でお手伝いさせていただきます。
　また当ビューローでは、さいたまで会議・大会など開催のご意向がある
主催団体・関連組織にさいたま版『コンベンションガイド』を無料で配布
しております。さいたま市内のコンベンション施設一覧、宿泊施設一覧が
冊子になり、使用目的別に分かりやすく掲載されています。
　お問い合わせはコンベンション事業担当　ＴＥＬ：０４８－６４７－０７８８までお
気軽にご相談ください。
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備　　考問い合わせ先参加者数(人)
一般参加　無料埼玉県消費者大会実行委員会　０４８－８４４－８９７１１，３００

関係者のみ埼玉県社会保険労務士会連合会　０４８－８６６－５１１０２５０

関係者のみ埼玉大学学生部学生課　０４８－８５８－３０２７４６０

関係者のみ埼玉県中小企業団体中央会　０４８－６４１－１３１５３００

関係者のみ埼玉県中小企業団体中央会　０４８－６４１－１３１５６，０００

関係者のみ埼玉県立熊谷図書館　０４８－５２３－６２９１４００

一般参加　有料日本タウン誌協会　０４８－８５８－１９７０１５０

一般参加　有料埼玉県健康福祉部健康福祉政策課　０４８－８３０－３５１９４，０００

一般参加　無料埼玉県健康福祉部健康福祉政策課　０４８－８３０－３５１９２，５００

関係者のみ�いたま市教育委員会指導２課　０４８－８２９－１６６８１，２００

関係者のみ埼玉医科大学神経内科　０４９－２７６－１２０８５００

一般参加　無料埼玉県鮨商生活衛生同業組合　０４８－８６２－１６４４２，０００
再就職を考えている
女性対象　無料Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま　０４８－６０１－３１１１６０

一般参加　一部有料埼玉県レクリエーション協会　０４８－７７６－２４２１５，０００

一般参加　一部有料埼玉県レクリエーション協会　０４８－７７６－２４２１５，０００

一般参加　一部有料第５６回全国レクリエーション大会IN�いたま
実行委員会事務局　０４８－７７６－２４９５１０，０００

一般参加　無料埼玉県総務部県民生活課　０４８－８３０－２８２９３０，０００

一般参加　無料Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま　０４８－６０１－３１１１１３０

一般参加　無料Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま　０４８－６０１－３１１１２０

関係者のみ埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科
０４９－２２８－３４２８３５０

一般参加　有料埼玉県勤労者山岳連盟　０４８－２５０－５７７５１００
一般参加・無料（２０日）
関係者のみ（２１・２２日）埼玉県環境科学国際センター　０４８０－７３－８３３１３５０

関係者のみ�いたま保護観察所　０４８－８６１－８２８７２００

一般参加　有料�埼玉県産業廃棄物協会　０４８－８２２－３１３１１，３００

関係者のみ埼玉県総務部統計課　０４８－８３０－２３１２１，０００

関係者のみ�全埼玉私立幼稚園連合会事務局　０４８－８６６－５０００１，３５０

関係者のみ自治医科大学付属大宮医療センター外科
０４８－６４７－２１１１（担当　蓬原）４００

一般参加　無料Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま　０４８－６０１－３１１１５００

一般参加　無料埼玉県環境防災部消防防災課　０４８－８３０－３１８１３００

関係者のみ�いたま市ＰＴＡ協議会　０４８－６４７－４４０１３００

関係者のみ三国コカ・コーラボトリング㈱　０４８－７７４－１１０９１，０００

一般参加　無料Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま　０４８－６０１－３１１１１００

関係者のみ埼玉県教育局生涯学習部健康教育課　０４８－８３０－６９６３１，３００

一般参加（一部）　無料埼玉医科大学総合医療センター放射線部　０４９－２２８－３５０８４００

一般参加　無料�埼玉県暴力追放薬物乱用防止センター　０４８－８３４－２１４０１，３００

関係者のみ埼玉県中学校長会事務局　０４８－８３２－７６７０４２３

関係者のみ埼玉県文化団体連合会　０４８－８２２－６３３０１，０００

関係者のみ�いたま市福祉部福祉総務課　０４８－８２９－１２５３１，０６１

関係者のみタウンページ講演会事務局　０３－５３６６－８６７９１，２００

�いたま市内で行われる会議・大会・展示会・
スポーツイベントなどのご紹介です。



部屋数（室）料金（百円）電話番号宿泊施設名

１０８　Ｓ６７～７７
　Ｔ１３００４８‐６５０‐１１１１アウルホテル大宮

１０３　Ｓ９０～１００
　Ｄ１３５０４８‐８２５‐４７１１浦和東武ホテル

１９６　Ｓ１２０
　Ｔ２２００４８‐８２７‐１１１１浦和ロイヤルパインズ

ホテル

１４０　Ｓ８６～８８
　Ｔ１６６０４８‐８２５‐４００１浦和ワシントンホテル

１５　Ｔ１室２名５０
　　　　１名６５０４８‐８２２‐４４１１ときわ会館

１０８☆カプセル３５０４８‐６４３‐５８１１パークプラザ大宮

１２２★Ｓ６７～７４
★Ｄ９６０４８‐６４８‐００１０パイオランドホテル本館

２０４　Ｓ９０～１０５
　Ｄ１３５～１８００４８‐６４７‐３３００パレスホテル大宮

４０★Ｓ７６
★Ｄ８６～１０５０４８‐６４８‐８８００ビジネスインウエスト

１６☆Ｓ５７
☆Ｔ９４０４８‐８３１‐２８３０ビジネスホテルグリーン

５☆４４～６３０４８‐８６１‐４１２２プリムローズ有朋

１０　Ｔ１室２名以上
　４５／１名５００４８‐８６１‐５２１９別所沼会館

５３　Ｓ７０～７５
　Ｔ１３０～１４００４８‐８５５‐２２２２ホテルアルーサ清水園

１０８　Ｓ６８
　Ｔ１２５０４８‐８８４‐２１１１ホテルニュー埼玉

６５　Ｓ７０～
　Ｔ１３０～０４８‐６０１‐５５５５ホテルブリランテ武蔵野

５４　Ｓ７５～８５
　Ｄ１３０～１５００４８‐６４８‐８８８６ＨＯＴＥＬメイン

６２☆Ｓ８８
☆Ｔ１５３０４８‐８２６‐００１１ホテルメッツ浦和

２５１★Ｓ７０～７６
★Ｄ１００～１１００４８‐６４５‐５１１１マロウドイン大宮

１１７★Ｓ５６～５８
★Ｄ９２～１２００４８‐８５２‐６１６１与野第一ホテル

０４８－６５０－１１１１�
さいたま市吉敷町２－７２�
http://www.owl-hotels.co.jp

��

宿泊施設�

�

�

�

部屋数（室）料金（百円）電話番号宿泊施設名

１８１人５０
２人以上４００４８‐６４３‐１５１５大宮国体記念会館

１８２食付６５～
　　無５０～０４８‐６４４‐４４１１三楽荘

１２２食付１２０～１５０
　　無７００４８‐６４１‐０５０１新道山家

６２食付６５０４８‐６４１‐８５９８はかま田旅館

１３２食付１２０～２０００４８‐６４１‐２６１５東山旅館

８S５７
T９５０４８‐６４２‐３５１７ビジネスホテルあさや

１１２食付６５
　　無５５０４８‐６４３‐５４３２ビジネス旅館現代

９２食付６５～８０
　　無５５～０４８‐６４４‐１５１５三松旅館

１９２食付９０～０４８‐８２９‐２８８１旅館いけだ

�

�

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　南銀座通り�
　いたま市大宮仲町1-119-1　パークプラザ大宮ビル�

TEL048（643）5811（代）�

��

Ｓ＝シングル　Ｄ＝ダブル　Ｔ＝ツイン／消費税、サービス料は別（☆＝サ、税込　★＝サ込、税別）

セールスポイントアクセス
大宮公園隣接。
周囲には博物館、盆栽村があります。東武野田線大宮公園駅徒歩３分

ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。東武野田線北大宮駅徒歩５分

老舗の料理旅館。
月替わりの会席料理が好評。JR大宮駅東口車５分

氷川神社近し閑静。家庭的な雰囲気の旅館。東武野田線北大宮駅徒歩７分

美と味の粋を極めた本格的な懐石料理の宿。東武野田線大宮公園駅徒歩１２分

県営サッカー場、野球場、テニスコート近し。東武野田線大宮公園駅徒歩１０分

氷川神社近し閑静。家庭的な雰囲気の旅館。東武野田線北大宮駅徒歩７分

ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。東武野田線北大宮駅徒歩１０分

老舗料亭旅館。宿泊、宴会、会席料理まで。JR浦和駅西口徒歩５分

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。

セールスポイントアクセス
�いたまスーパーアリーナから徒歩５分、
アクセス抜群。ＪＲ�いたま新都心駅徒歩６分

浦和駅よりアクセス便利。
パーティー、宿泊に。ＪＲ浦和駅西口徒歩１０分

ゆったりとした空間でくつろげます。ＪＲ浦和駅西口徒歩７分

駅からのアクセスが抜群です。ＪＲ浦和駅西口徒歩３分

�いたま市役所裏。研修会議、宿泊に。ＪＲ中浦和駅西口徒歩１８分

宿泊者は大浴場・サウナが無料で使えます。ＪＲ大宮駅東口徒歩３分

交通至便。心から落ち着ける空間。ＪＲ大宮駅東口徒歩３分

快適なホテルライフをお届けします。ＪＲ大宮駅西口徒歩３分

大宮駅徒歩１分。ONライナー発着場に近し。ＪＲ大宮駅西口徒歩１分

駅から近く、静か。
連泊の方はランドリー無料。ＪＲ北浦和駅西口徒歩２分

宴会から会議、婚礼、宿泊など幅広く使え
ます。ＪＲ浦和駅西口徒歩１８分

別所沼公園内。レストランあり。ＪＲ中浦和駅東口徒歩１０分

駅の目の前。
�いたまスーパーアリーナまで徒歩５分。ＪＲ北与野駅北口徒歩０分

駅から近く、ビジネスにも観光にも便利。ＪＲ南浦和駅東口徒歩２分

駅からのアクセス至便。�いたまスーパー
アリーナのすぐそばです。

ＪＲ�いたま新都心駅西口
徒歩５分

大宮ソニックシティ・�いたまスーパー
アリーナへ便利。ＪＲ大宮駅西口徒歩１分

浦和駅隣接。ビジネスにも観光にも便利。ＪＲ浦和駅西口徒歩０分

大宮駅に近くビジネスにも観光にも最適。ＪＲ大宮駅西口徒歩３分

�いたま新都心に、アクセス容易。ＪＲ大宮駅西口車５分



��

コンベンション施設�

Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま（埼玉県男女共同参画推進センター）　�０４８‐６０１‐３１１１
��いたま新都心駅西口徒歩５分�会議室（計６室３５．５～２９１㎡）

大宮ソニックシティ　�０４８‐６４７‐４１１１�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｏｎｉｃ‐ｃｉｔｙ．ｏｒ．ｊｐ/
�大宮駅西口徒歩３分�大ホール（２，５０５席）�小ホール（４９６席）�国際会議室
（３４９㎡，１８０名）�その他の会議室（計２７室　４４～１６４㎡）�第１展示場（８０４㎡）�第２～
５展示場（計４室　１３５～２０２㎡、計６７４㎡）�市民ホール（計４室　１７１～１８５㎡、
計７１２㎡）�イベント広場（８６０㎡）

コミュニティプラザCORSO　�０４８‐８２４‐５５５５
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｕｒａｗａ-ｃｏｒｓｏ．ｃｏｍ/�浦和駅西口徒歩１分�ホール（５００
席）�その他の会議室（７５㎡）�催事場（４９㎡）�ギャラリーパート１・２（４３～５６㎡）

埼玉会館　�０４８‐８２９‐２４７１�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓａｆ．ｏｒ．ｊｐ/�浦和駅西口徒歩
６分�大ホール（１，３１５席）�小ホール（５０４席）�その他の会議室（計１６室　４２．４９～
１４８．０２㎡）�第１～３展示室（計３室　２５０．６～５８７．５３㎡）

�いたま市宇宙劇場　�０４８‐６４７‐００１１
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｖｉｌｌａｇｅ．ｉｎｆｏｗｅｂ．ｎｅ．ｊｐ/ｆ̃ｖｂｆ０８００/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ�大宮駅西口徒歩
３分�ホール（２９０席）�その他の会議室（計８室　５４～１２７㎡）
�第１～３ギャラリー（計３室　５４～２８６㎡）

�いたま市産業文化センター　�０４８‐８５４‐０４８６�埼京線与野本町駅東口徒歩
７分�ホール（３００席）�その他の会議室（計３室　５１．８７～９１．１１㎡）

�いたま市西部文化センター　�０４８‐６２５‐３８５１�大宮駅西口６番　東武バス
シティハイツ三橋行、大宮西警察署前下車目の前�多目的ホール（４２０席）�その他
の会議室（計５室　６７～９９．３㎡）

�いたま市地域中核施設プラザイースト　�０４８‐８７５‐９９３３�浦和駅西口よりバス
約２０分�ホール（４０２席）�その他の会議室（計９室　３７～３４１㎡）�第１・２展示室
（１０７～２１４㎡）

�いたま市文化センター　�０４８‐８６６‐３１７１�南浦和駅西口徒歩７分
�大ホール（２，００６席）�小ホール（３４０席）�多目的ホール（３２０㎡）�その他の会議室
（計５室　３２～１６０㎡）�Ａ～Ｃ展示室（１７０～４６０㎡）

�いたま市民会館うらわ　�０４８‐８２２‐７１０１�浦和駅西口徒歩７分�大ホール
（４７８席）�コンサート室（１３２席）�その他の会議室（計１５室　１４．３～１４７．２㎡）

�いたま市民会館おおみや　�０４８‐６４１‐６１３１�大宮駅東口徒歩１５分
�大ホール（１，３７０席）�小ホール（２７４席）�その他の会議室（計６室　６２～３４８㎡）

�いたまスーパーアリーナ　�０４８‐６０１‐１１２２
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓａｉｔａｍａ‐ａｒｅｎａ．ｃｏ．ｊｐ��いたま新都心駅西口徒歩２分
�スタジアム（１４，６００㎡、３７，０００席）�メインアリーナ（７，１００㎡、２２，５００席）
�コミュニティアリーナ（７，５００㎡、３，０００席）�ホール（６，０００席）�展示ホール（１，０００㎡）

彩の国�いたま芸術劇場　�０４８‐８５８‐５５００�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓａｆ．ｏｒ．ｊｐ/
�埼京線与野本町駅西口徒歩７分�大ホール（７７６席）�小ホール（２６６～３４６席）�音
楽ホール（６０４席）�映像ホール（１５０席）

����������	
�������

アウルホテル大宮　�０４８‐６５０‐１１１１�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｏｗｌ‐ｈｏｔｅｌｓ．ｃｏ．ｊｐ
��いたま新都心駅東口徒歩６分�主要会場（会議室７６，３㎡、ロの字型２０席）

アルシェロイヤルホール　�０４８‐６４８‐００９０
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ａｒｃｈｅ－ｒｏｙａｌｈａｌｌ．ｃｏ．ｊｐ�大宮駅西口徒歩１分�主要会場
（ロイヤルルーム１６２㎡、スクール４０席）�その他の会場（計２室　１３７～４５４㎡）

������������������	
�����

毎日興業株式会社�
トータル ビルディング マネジメント�

http://www.mainichikogyo.co.jp
もっと安全に、さらに快適に、私たちはビル経営管理のエキスパートです。�

��

出雲会館　�０４８‐６４３‐４１８８�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｉｚｕｍｏｋａｉｋａｎ．ｃｏｍ
�大宮駅東口徒歩１２分�主要会場（出雲４００㎡、スクール４００席）
�その他の会場（計７室　２５～２００㎡）

浦和東武ホテル　�０４８‐８２５‐４７１１�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｂｕ．ｃｏ．ｊｐ/ｈｏｔｅｌ/ｕｒａｗａ
�浦和駅西口徒歩１０分�主要会場（飛鳥４２７㎡、スクール２８８席）�その他の会場（計
６室　６０～２００㎡）

浦和ロイヤルパインズホテル　�０４８‐８２７‐１１１１
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍｉｄ．ｃｏ．ｊｐ/ｕｒｐｈ/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ�浦和駅西口徒歩７分
�主要会場（ロイヤルクラウン１，１００㎡、スクール８６０席）�その他の会場（計９室　
４６～５４０㎡）

浦和ワシントンホテル　�０４８‐８２５‐４００１�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｕｒａｗａ-ｗｈ．ｃｏｍ/
�浦和駅西口徒歩３分�主要会場（プリムローズ３４３㎡、スクール１８０席）

大宮国体記念会館　�０４８‐６４３‐１５１５�大宮公園駅徒歩３分�主要会場（富士・
浅間２３０㎡、スクール１６０席）�その他の会場（計６室　１９～９３㎡）

大宮サンパレス　�０４８‐６４２‐１１２２�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓａｉｋａｎ．ｃｏ．ｊｐ
�大宮駅東口徒歩５分�主要会場（孔雀の間２６４㎡、スクール１６８席）�その他の会場
（計８室　３６～２１５㎡）

大宮ラフォーレ清水園　�０４８‐６４３‐１２３４
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｈｉｍｉｚｕｅｎ．ｃｏ．ｊｐ�大宮駅東口徒歩１０分�主要会場（飛龍
６３２㎡、スクール５１０席）�その他の会場（計７室　４９～３８５㎡）

ときわ会館　�０４８‐８２２‐４４１１�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｋｉｗａｋａｉｋａｎ．ｏｒ．ｊｐ
�浦和駅西口徒歩１８分�主要会場（大ホール３０３㎡、スクール２７０席）�その他の会場
（計２室　７０～１０４㎡）

パイオランドホテル本館　�０４８‐６４８‐００１０�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐｉｏｌａｎｄ．ｃｏ．ｊｐ
�大宮駅東口徒歩３分�主要会場（ホール８３㎡、スクール３２席）

パレスホテル大宮　�０４８‐６４７‐３３００�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐａｌａｃｅ‐ｏｍｉｙａ．ｃｏ．ｊｐ
�大宮駅西口徒歩３分�主要会場（ローズルーム大１，１１６㎡、スクール５５０席）
�その他の会場（計６室　１１１～４１５㎡）

プリムローズ有朋　�０４８‐８６１‐４１２２�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｏｙ．ｃｏ．ｊｐ/ｐｒｉｍｒｏｓｅ
�浦和駅西口車５分�主要会場（カトレア２３８㎡、スクール１００席）�その他の会場
（計４室　２８～１４７㎡）

別所沼会館　�０４８‐８６１‐５２１９ �浦和駅西口車６分�主要会場（大会議室１４０．８㎡、
スクール１００席）

ベルヴィ武蔵野　�０４８‐２６５‐１１６５�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ａｌｐｈａｃｌｕｂ．ｃｏ．ｊｐ
�南浦和駅東口徒歩８分�主要会場（ウィンザー１７１㎡、スクール９９席）
�その他の会場（計７室　１３３～３９４㎡）

ホテルアルーサ清水園　�０４８‐８５５‐２２４４
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｈｉｍｉｚｕｅｎ．ｃｏ．ｊｐ/�埼京線北与野駅北口徒歩０分
�主要会場（鳳凰４８０㎡、スクール３４２席）�その他の会場（計５室　１３３～３６１㎡）

ホテルブリランテ武蔵野　�０４８‐６０１‐５５５５
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｈｏｔｅｌ‐ｂｒｉｌｌａｎｔｅ．ｃｏｍ��いたま新都心駅西口徒歩５分
�主要会場（エメラルド６６０㎡、スクール４００席）�その他の会場（計４室　６６～２８０㎡）

HOTELメイン　�０４８‐６４８‐８８８６�大宮駅西口徒歩１分
�主要会場（会議室４５㎡、小会議室１７㎡）

マロウドイン大宮　�０４８‐６４５‐５１１１
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍｅｓｈ．ｎｅ．ｊｐ/ｔｏｔｏ/ｏｍｉｙａ/�大宮駅西口徒歩３分
�主要会場（新館２階１１０㎡、スクール８０席）�その他の会場（計３室　４５～８５㎡）

与野第一ホテル　�０４８‐８５２‐６１６１�大宮駅西口車５分�主要会場（会議室６２㎡、
スクール３０席）

目的別に便利に対応。
会議・展示会場のご案内。


