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全国１３番目の政令指定都市へ！
������

　当ビューローは、新しく

生まれ変わる�いたま市を

盛り上げるため、今後も

様々な観光・コンベンショ

ン事業を展開していきます。

　ぜひ�いたま市を訪れて

ください。

Welcome to
 SAITAMA!!

�いたま市政令指定都市移行記念前夜祭
　第１部　　提灯行列や太鼓の演奏、タケカワユキヒデ氏による「市の歌」など

が披露されます。

　第２部　　大宮駅前に場所を移して大型ビジョンによるカウントダウンや各

種イベントが行われます。２３：００からＮＡＣＫ５による生放送があります。出

演は地元にゆかりのあるアーティストグループを予定。

日時�平成１５年３月３１日�　１８：００～２４：１０

アクセス�第１部会場…�いたま新都心コミュニティアリーナ

　　　　　第２部会場…JR大宮駅西口アルシェ前ステージ

関連イベント

�

お知らせ�

�
�いたま市の観光絵ハガキが出来ました。
������

　ハガキ裏面にはそれぞれ

の図柄の解説付き、ケース

裏面には英語での解説付き

です。ぜひご利用ください。

　販売場所は当ビューロー

事務局、浦和観光案内所、

大宮観光案内所、北浦和イ

ンフォメーションセンター

の４カ所です。

第２回�いたま市観光写真コンクール
��������

　去る平成１５年１月２９日に審査会が行われ、

厳選なる審査の結果、応募数２５６点の中から３２

点が見事入賞作品に選ばれ、２月２０日には表

彰式が行われました。入賞作品は２月２４日�

～３月７日�まで�いたま市役所１階ロビー

に展示してありますのでぜひご覧ください。

また、浦和駅西口の地下ショーウィンドウに

て一部の作品を随時展示いたします。

第１回社団法人�いたま観光コンベンションビューロー推奨土産品品評会
��������	
���

　�いたま市における優良土産品を推奨し、土産品の品質向上や業界振

興を図ることを目的に、推奨土産品品評会を行いました。厳選な審査と

条件をクリアした推奨商品の中から、特に優秀な商品５点に「�いたま

観光コンベンションビューロー会長賞（金賞）」が授与されます。推奨シー

ルまたは金賞シールが貼付された土産品

の一部は当ビューロー各案内所でも販売

します。�いたまの推奨土産品をぜひご

賞味ください。

�武蔵一宮氷川神社 �盆栽村 �田島ケ原のさくら草

�見沼通船堀 �大宮薪能 �さいたま新都心

ケース表面

�推せん�

『stand-by』（与野大正時代まつり）
青鹿きよし氏

このページに関するお問い合わせ
��いたま観光コンベンションビューロー�０４８－６４７－８３３８まで。（（（ ）））

定価　１セット６枚入
４００円（税込）



能狂　言能素　謡期日

「 杜若 」観世流
かきつばた

シテ　観世銕之丞
「 茶壺 」大蔵流
ちゃつぼ

シテ　善竹　十郎
「 清経 」宝生流
きよつね

シテ　宝生　英照
「 翁 」金春流
おきな

シテ　金春　安明
２３日
�

「 国  栖 」金春流
く ず

シテ　金春　安明
「 寝音曲 」大蔵流
ねおんぎょく

シテ　善竹　十郎
「 巴 」金春流
ともえ

シテ　本田　光洋
「 翁 」金春流
おきな

シテ　金春　安明
２４日
�

営業時間発売場所発売期間
１０：００～１８：００（１１日以降は９：３０から
販売）　※４月１６日までは２０：００まで延長。
ただし土・日は１８：００まで。年中無休

大宮観光案内所
（ＪＲ大宮駅構内）
�０４８－６４４－１１４４

４月１０日�～　
　　完売まで

１０：００～１８：３０
年中無休

浦和観光案内所
（ＪＲ浦和駅西口駅前）
�０４８－８２４－０３３３

４月１０日�～　
　　　２３日�

日時�５月２３日�・２４日�　
　　　各日　午後５時３０分開演
　　　　　　　　６時３０分演能開始　９時３０分終演予定

会場�武蔵一宮氷川神社境内
　　　ＪＲ大宮駅東口徒歩１５分
　　※雨天の場合は市民会館おおみや大ホールに変更
　　　（ＪＲ大宮駅東口・氷川参道沿い）
演目・演者�

鑑能券�Ｓ席７，０００円、Ａ席６，０００円、Ｂ席５，０００円
　　　　※全席指定、パンフレット付き
販売場所・日時�下表２カ所で、４月１０日�午前１０時から一斉発売

●下記の期間、電話による先行予約を行います。
　　　　３月２４日�～２８日�　午前１０時から午後５時まで
　　　　�０１２０－８８２－０３８（フリーダイヤル）

●代金引換による配送販売も承ります。（３月２４日�～完売まで）

特　集�

� �

　ストーリー　

　淡津三郎は京にいる清経の妻に、源平合戦に敗れ、豊前の国
柳ヶ浦の海中に身を投げてしまった清経の形見を渡し、その有
り様を語る。妻は突然の悲報に嘆き悲しむが、いつかまどろむ
うちに清経の亡霊が現れ、源平合戦の有り様と入水の際には心
ゆくまで笛を吹き極楽への導きを願ったことを語り、消えて行
く。

　旅僧が三河の国八橋へさしかかった折、咲き匂う杜若の花を
眺めていると、一人の女性が現れ、伊勢物語にある在原業平の
杜若の歌について語り、僧を庵に導く。一夜明けると、女は業
平の形見の冠と衣を着て現れたので、僧が素性を訊ねると、自
分は杜若の精であると答え舞を奏し消えて行く。

　涙を流しながら宮に参る里女がいたので、木曾の僧の一行が
不審に思い仔細を問うと、ここは木曾義仲を祀る宮だと告げ、
同郷の僧に礼拝を請う。読経するうちに、女は一旦姿を消すが、
今度は軍装姿で現れ、巴だと名乗る。巴は一行に義仲が自害す
るまでを語り、執心の弔いを頼んで寂しく落ちて行く。

　壬申の乱を扱った能。都を追われた皇子と一行は吉野の山中
にある老夫婦の家にかくまわれ、国栖と芹の料理を献上される。
追っ手がやってくると老夫婦は伏せた川舟の中に皇子を隠し、
気迫を持って追い返す。夜が更け、老夫婦の姿が消えると、天
女と蔵王権現が現れ、舞を舞い、皇子の御代を祝福する。

〈解説：大宮能楽研究会　写真提供：辻井清一郎氏〉

　能【��】（きよつね）

　能【��】（かきつばた）

　能【�】（ともえ）

　能【��】（くず）
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大宮薪能に関するお問い合わせ
��いたま観光コンベンションビューロー�０４８－６４７－８３３８まで。（（（ ）））
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　５月には、ばらが美しく咲き誇る与野公園にお出かけください。フェ

スティバルでは、ばらの苗木販売、各団体による展示販売会のほか、ス

テージイベントなど盛りだくさんの内容

でお届けします。

　日時�平成１５年５月１７日�・１８日�

　　　　９：００～１７：００

　会場�与野公園　ＪＲ埼京線与野本町

　　　　駅西口から徒歩７分

�いたま市ばらのまちフェスティバルinよの２００３（仮称）

�いたま市さくらスタンプラリー２００３
����������������������

�������������������������������������������� 　桜の見どころを巡るスタンプラリーが行われます。６箇所

全てのスタンプを集め、完走するとステキな記念品を贈呈！！

日時�平成１５年４月５日�～６日�　各日９：００～１７：００

参加費�無料（現地までの交通費並びに入場飲食代などは参加者各自負担）

コース�【スタート】市民の森（芝生広場）→①市民の

森（リスの家前）→②見晴公園→③大宮第２公園→

④万葉親水公園→⑤大宮公園→⑥平成ひろば→

【ゴール】大宮総合行政センター（大宮区役所）

参加方法及び行程�

�スタート地点（市民の森）の受付でコース

マップ及びスタンプ用紙を受けとります。

但し、受付時間は各日午前９時から正午ま

でとします。

�コースマップをもとに、各桜の見どころ６

箇所に置いてあるスタンプを全て探しだし

てスタンプ用紙に押します。

�全て押したらゴール地点で終了。但し、ゴー

ルの受付時間は午前１０時から午後５時まで

です。

交通�市民の森（スタート）�ＪＲ土呂駅東口から徒歩約７分。

観　光�

�

歓送迎会・ご宴会ご予約承ります�
20名様以上のご宴会幹事様（１名）お料理料金を無料サービス致します。�

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�

�

　３月９日、見沼グリーンセンターと盆栽村を会場に

して大宮盆栽組合理事長の山田登美男氏による実技講

習と観賞会が行われます。テーマは「盆栽の楽しみ方

と培養の仕方」です。毎回初心者にも分かりやすい丁

寧な指導が好評です。

２００３　大宮Ｂｏｎｓａｉ大学

　国の特別天然記念物に指定されている「田島ケ原サクラソウ自生地」

のさくら草の開花に合わせて行われるイベントです。２会場をめぐって

春を満喫しましょう。

　市役所会場　　※雨天決行

　日時�平成１５年４月１９日�～２０日�　９：００～１６：００

内容�サクラソウの展示・実費頒布、山草、おもと、盆栽展、

　　　植木市、鉢物販売、栽培相談、農産物販売など。

　交通�ＪＲ浦和駅または北浦和駅から徒歩１５分

　さくら草公園会場　　※雨天中止

　日時�平成１５年４月２０日�　１０：００～１５：００

　内容�さくら草コンサート（小学校金管バンド）、ヒーローショー、民踊大

会、フォークダンス、野点、サクラソウパネル展示、ミニ鉄道など。

　交通�ＪＲ浦和駅西口バス３番乗り場より①臨時バス（中浦和駅経由）

９：００～１２：００　②定期バス　志木駅東口行、さくら草公園前下車

ＪＲ西浦和駅から徒歩２０分

その他市内各所にてさくら草展示。

さくら草まつり’０３

（（（ ）））このページに関するお問い合わせ
��いたま観光コンベンションビューロー�０４８－６４７－８３３８まで。

※お申し込みはすべて終了いたしました。

���������	
�������������������

日時�平成１５年６月３０日�

　（午後４時から大祓の神事）

会場�武蔵一宮氷川神社

　　ＪＲ大宮駅東口から徒歩１５分

　６月の終わりに氷川の杜で行われる神事に合わせて、

参道では植木・草花・野菜などが販売されます。

茅の輪くぐり・植木草花市

茅の輪くぐりとは…人形    に名前と年齢
ひとがた

を書き、神社へ納め無病息災をお祈りし、
神橋の中央の 茅 萱   で作った茅の輪をく

ち かや

ぐってお祓いをする諸事災難除けの神
事です。この茅の輪をくぐると、この年
は疫病にかからないと言われています。



　Eventカレンダー

　Flowerカレンダー

イベントカレンダー�

開催場所開催日名　　　称

見沼グリーンセンター・大宮盆栽村３／９２００３　大宮Ｂｏｎｓａｉ大学

田島氷川社３／１６田島の獅子舞

�いたま市立園芸植物園３／２９、３０椿展

大宮駅西口デッキ周辺・�いたま新
都心コミュニティアリーナ３／３１�いたま市政令指定都市移行記念

前夜祭

市内の桜の名所４／５、６�いたま市さくらスタンプラリー２００３

武蔵一宮氷川神社４／５～７鎮花祭（はなしづめさい）

秋葉神社４／１８秋葉神社春季例大祭

大崎公園こども動物園４／２０羊の毛刈り実演と羊毛マスコット作り

市役所会場４／１９、２０
さくら草まつり’０３

さくら草公園会場４／２０

馬宮公民館会場４／１８、１９

錦乃原桜草フェスティバル 栄小学校会場４／１９、２０

錦乃原桜草園会場４／２０～２２

�いたま市立園芸植物園４／１９～３０サクラ草品種展示

市民の森、見沼グリーンセンター５／３、４春の園芸まつり　

市民の森、見沼グリーンセンター５／３、４シビックグリーン�いたま

大宮盆栽村とその周辺５／３～５第２０回大盆栽まつり

大崎公園５／４、５�いたま市アグリフェスタ’０３
山野草展・エビネ展

与野大国社５／８わらじまつり

鷲神社５月中旬南部領辻の獅子舞

与野公園５／１７、１８�いたま市ばらのまちフェスティバル
ｉｎよの　２００３（仮称）

大宮駅東口銀座通り・一番街通り他５／１８第３３回大宮フリーマーケット

武蔵一宮氷川神社５／２３、２４第２２回大宮薪能

�いたま市役所東側広場
及び南側駐車場５／２４うなぎまつり

�いたま市立園芸植物園
見沼グリーンセンター５／２４、２５市民さつきまつり

武蔵一宮氷川神社６／３０茅の輪くぐり・植木草花市

�

しだれ桜�
4月上旬�

チューリップ�
4月中旬�

つつじ�
4月中旬�

椿�
2月下旬～4月上旬�

備　　　　　考 問い合わせ先
盆栽の楽しみ方と培養の仕方を学ぶ初心者にも分かりや
すい実技講習会です。（お申し込みは終了いたしました。）

��いたま観光コンベンションビューロー
０４８－６４７－８３３８

１年に３回奉納がありますが、この春祭りが一番盛大です。
獅子舞は午後４時から５時に舞われます。

�いたま市役所文化財保護課
０４８－８２９－１７２１（０４８－８２９－１７２３）

植物園内栽培品種約１５０種の展示。農業者トレーニングセンター
０４８－８７８－２０２６

�いたま市政令指定都市誕生を記念してミニコンサート
及びカウントダウンを実施します。

�いたま市役所企画調整課
０４８－８２９－１０３３

６カ所すべてのスタンプを集めて完走すると記念品を贈
呈！

��いたま観光コンベンションビューロー
０４８－６４７－８３３８

桜を愛でる季節に、神社では氏子中の童児による舞が奉舞
されます。

武蔵一宮氷川神社
０４８－６４１－０１３７

盗難除け、火防に霊験があると評判の神社。例大祭ではお札
をもとめる参詣者で賑わいます。１５０店近くの露店が出店。

秋葉神社
０４８－６２４－６６５６

講師による毛刈りの実演と、実際に原毛を使ってマスコッ
トを作ります。

大崎公園こども動物園
０４８－８７８－２８８２

さくら草の実費頒布、盆栽展、植木市、農産物販売などが
行われる。��いたま観光コンベンションビューロー

０４８－６４７－８３３８ さくら草コンサート、ヒーローショー、民踊大会、フォー
クダンス、野点、ミニ鉄道、パネル展示など。
１８日は錦乃原桜草保存会の１０周年を記念して式典が行われます。また、約１８０
鉢の桜草が展示されます（２２日まで）。１９日には芸能大会なども行われます。

馬宮公民館
０４８－６２３－１９０４

栄小学校の児童が育てた桜草の展示。今年からは地元の錦
乃原の桜草を育てていきます。

栄小学校
０４８－６２３－０７７５

２０日１０時から桜草鼓笛隊による演奏、１０時３０分から桜草の
無料配布（先着２００名）が行われます。桜草の販売もあり。

馬宮公民館
０４８－６２３－１９０４

サクラ草１５０鉢の展示が行われます。農業者トレーニングセンター
０４８－８７８－２０２６

盆栽・山野草・えびね・サボテン・さくら草・洋ランの展
示会。植木・花・野菜・苗物・園芸資材の即売会。

市民の森　見沼グリーンセンター
０４８－６６４－５９１５

草木・苗木の配付、花いっぱいコンクールを行います。�いたま市役所公園みどり課
０４８－８２９－１４２３

名品盆栽の展示、市民盆栽展、各種即売会などが行われ、
各地から多くの愛好家が集まります。

大宮総合行政センター地域経済課
０４８－６４７－８１４０（０４８－６４６－３０９３）

農産物、物産の販売と子供向け催し物、ステージショーな
ど。

農業者トレーニングセンター
０４８－８７８－２０２６

足の神様に１年間足が丈夫であるようにと、わらじ（７００円で販売）に
名前を入れてお供えします。古いわらじのお炊き上げも行われます。

株式会社　大木
０４８－８５２－４４６９

「竜頭の舞」とも呼ばれる勇壮な舞です。新羅三郎義光が奥州へ下向する
途中に、士気を鼓舞するために舞ったものを、伝えているといわれます。

�いたま市役所文化財保護課
０４８－８２９－１７２１（０４８－８２９－１７２３）

ばらの見頃となる与野公園で苗木の即売会や各種イベン
トを開催します。

��いたま観光コンベンションビューロー
０４８－６４７－８３３８

不用品（リサイクル）、手工芸品、衣料品などを販売しま
す。雨天時は２５日に延期。

大宮フリーマーケット実行委員会
０４８－６４１－２１９０

各流派を代表する一流の演者が醸し出す幽玄の世界をご
堪能ください。（有料）

��いたま観光コンベンションビューロー
０４８－６４７－８３３８

うなぎの調理の実演、試食、弁当の販売、つかみ取り。市
内土産品・商農産物の販売やキャラクターショーなど。

浦和総合行政センター地域経済課
０４８－８２９－６０４１（０４８－８２９－６１７９）

さつきの展示、即売、品評会が行われます。農業者トレーニングセンター０４８－８７８－２０２６
見沼グリーンセンター０４８－６６４－５９１５

諸事災難除けの神事に合わせて参道で植木・草花・野菜を
販売します。

��いたま観光コンベンションビューロー
０４８－６４７－８３３８

�
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ぼたん�
4月下旬～5月上旬�

クマガイソウ�
4月下旬～5月上旬�

藤�
4月下旬～5月上旬�

花菖蒲�
6月上旬～中旬�

ハナミズキ�
4月中旬～5月初旬�

※（　）内の電話番号は、４月１日以降のお問い合わせ先です。
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料　金開催日主 な 内 容名　　　称開催場所

大人６００円
小人３００円

３／８～
６／１

アンパンマンがプラネタリウムに登
場！失われた１２星座を取り戻すため、
アンパンマンが大活躍します。

それいけ！アンパンマ
ン～１２星座をすくいだ
せ～（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

３／８～
６／１

ＣＧアニメーションで描かれた合成
人間フィグが美のファンタジーワー
ルドへとご案内します。

サイバーワールド
（超大型映画）

毎週土・日・
祝日

その日に見える星空や天文情報を心
地よいＢＧＭとともにご案内します。

星空散歩
（プラネタリウム）

大人６００円
小人３００円
前売券３／
８より発売

３／２９
うららかな春の日にゆったりとした
オカリナの音色と美しい星空をお楽
しみください。

オカリナファミリーコ
ンサートｉｎプラネタ
リウム

一般２１０円
大高生１００円

２／２２～
４／６

埼玉の古墳から出土した埴輪や様々
な副葬品などを展示紹介します。

博物館の広場
「埼玉の古墳」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

３／１～
４／２０

館有資料の中から茶碗や棗などの茶
道具を紹介します。季節の添景６「茶道具」

４／２６～
５／２５

太平記絵巻第六巻を始めとする昨年
度新しく収集した資料を紹介します。新収集品展

４／２６～
５／２２

鎌倉時代末期に秩父出身の武士が備
前長船派の名工・景光と景政に制作さ
せた名刀を公開します。

国宝「太刀・短刀」

無料３／１５～
５／１１

楽天主筆の漫画雑誌を通して明治・大
正・昭和初期に輝いていた女性たちの
世相・風俗を紹介します。

北沢楽天が出会った輝
く女性たち

�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
を除く）、祝日の翌
日、年末年始

色紙代７００円５／３漫画家があなたの似顔絵を描きます。似顔絵コーナー

無料６／７～
８／２４

さいたま市民漫画展２００２で惜しくも
選外となった傑作作品を展示します。

�いたま市民漫画展
２００２選外傑作展

無料　１５名４／２６
４／２７お茶摘みと製茶を体験出来ます。季節の行事「お茶摘み」

季節の行事「製茶」
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

無料
親子１５組５／２４田植えとサナブリ関連行事体験！親子体験教室「田植え」

無料
参加自由６／８タナカヒロヨシ氏のハーモニカを鑑

賞します。
見沼塾「ハーモニカラ
イブ」

無料
親子１５組６／２８親子で田の草取り。親子体験教室

「田の草取り」

無料３／２２～
５／５

荒川流域に多く自生したサクラソウ
の濫獲の歴史と今後の保全にスポッ
トをあてた展示です。

企画展
「春告花サクラソウ」

�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

高校生以上
１００円
中学生以下
５０円

毎月第３日
曜日

見沼たんぼでのバードウォッチング
です。三室地区定例　探鳥会

無料４／２２～
１０／１３

李禹煥ら現代美術家たちが作った「作
品としての本」をその関連資料ととも
に特集展示します。

コレクションによる
テーマ展Ⅶ「本」の現
代美術（仮題）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

一般６３０円
大高生４２０円
小中生２１０円
土曜日は無料

前期４／２６
　～５／２５
後期５／２９
　～６／２２

京都市立芸術大学芸術資料館コレク
ションを中心に、明治から現代に至る
京都の日本画の１００年の歩みを前後期
に分けて紹介します。

�いたま市政令指定都
市移行記念　京都の日
本画１００年－栖鳳・松園
から現代まで－

有料７／５～
８／２４

ウィーンの諸相、書斎、夢等の視点か
ら、リトグラフや木版画等、本邦初公
開を多く含む約３６０点を紹介します。

ウィーンの夢と憧れ－
世紀末のグラフィック
アート（仮題）

アートカレンダー�

��

伝統芸能�

さいたま市中央区新中里3－7－17�

　048－834－1268（藤企画）�
　048－835－7481（研究所）�
http://www.h3.dion.ne.jp/̃fjkikaku �
無料体験・見学会を行っております�
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料　金開催日主 な 内 容名　　　称開催場所

一般９００円
大高生７２０円

１／２５～
３／２３

埼玉県出身の２人の画家、相原求一朗
と高橋久雄。この２人の作品を紹介し
ます。

企画展「相原求一朗・
高橋久雄ーひとすじの
道ー」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

一般８００円
大高生６４０円

４／４～
５／５

友人であり、ライバルでもあったピカソ
とマチス。２０世紀を代表する２人の画
家の造形を版画を中心に紹介します。

企画展「ピカソとマチ
ス　１９３０～４０年代の版
画を中心に」

無料５／１４～
６／５油彩、水彩、写真、彫刻、書など。

第５３回　県展（県展につい
てのお問い合わせは埼玉県生涯
学習課～０４８－８３０－６９２１）

一般８００円
大高生６４０円

６／１９～
８／３１

日本におけるトルコ年を記念し、日本
で初めてトルコの現代美術を紹介す
る歴史的な展覧会です。

企画展「トルコ現代美
術展」

無料（要予約
１００名まで）３／８木星の表面や土星の環を双眼鏡、望遠

鏡、２０㎝クーデ望遠鏡で見よう。
天体観望会「惑星（木
星・土星）を見よう」

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

無料４／１２～
６／２２

日本のチョウ、東南アジアのチョウか
らクワガタムシの仲間、カブトの仲間
など珍しい標本がいっぱい。

企画展Ⅰ「大昆虫展」
（館収蔵標本）

無料（要予約
１００名まで）４／２０プレセペ星団と最接近する木星を双

眼鏡や望遠鏡で見よう。

天体観望会「かに座（プ
レセペ星団）と木星を
見よう」

無料（各回
３００名 先 着
順）

５／３
その不思議な扉を開けると、驚きに満
ちた冒険と忘れかけていた〈愛しさ〉
が待っていました…。

特別映画会「モンス
ターズ・インク」

無料６／２８～
８／３１

古代の生き証人達を集め、古代の世界
を知り、生命の尊さや２１世紀の地球を
考える。

特別展「ロストワール
ド展」

無料３／１５～
５／５

春・桜をテーマに女流歌人の詠んだ短
歌を色紙にして紹介します。

＜展示＞第３回さいた
ま市文学展～女性歌人
の詠う～桜のうた展�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

無料
４／５～
７／５の
全７回

江戸時代の古文書をやさしく読解し
ます。（検地帳、宗門人別帳、年貢関
係資料ほかを読みます。）

＜講座＞初級古文書講
座

８００円４／２９「ヒミコの鏡つくり」と題し古墳から
出土した鏡を模して作ります。

＜講座＞博物館子ども
わくわく体験（４月）

①４００円
②１，０００円５／３、４①藍染めでハンカチ作り　②縄文土

器作り
親子ゴールデンウィー
ク講座

全席自由
１，０００円

３／１９
１９：００開演

「彩の国新進音楽家オーディション」
に合格した、若き才能あふれる演奏家
の公演です。

彩の国アーティストリ
サイタル・シリーズ　
第１０回　魚住幸正ピア
ノリサイタル

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５，０００円
Ａ席４，０００円
学生Ｓ席２，０００円
学生Ａ席１，０００円

４／２７
１８：００開演

音楽の過去、現在、未来に光をあてる
気鋭のピアニスト。

ピアニスト１００　６１／
１００ピエール＝ロラン・
エマール（フランス）

Ｓ席３，０００円
Ａ席２，０００円
学生Ｓ席２，０００円
学生Ａ席１，０００円

５／２５
１５：００開演

アルゼンチンのニュースター。アルゲ
リッチも絶賛！

６２／１００　セルジオ・
ティエンポ（アルゼン
チン）

Ｓ席３，０００円、
Ａ席２，０００円、
学生Ａ席１，０００円

５／１０
１６：００開演

彩の国さいたま芸術劇場のレジデン
ス・カルテットメンバーのソロ・リサ
イタル。

山崎伸子　チェロ・リ
サイタル

無料２／２２～
４／６

民家園に寄贈していただいたひな人
形を展示します。ひな人形展浦和くらしの博物

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

大人１００円
中学生以下
５０円

４／６・
６／１民家園周辺でバードウォッチング。定例探鳥会

無料
（要予約）４／１５民家園周辺の野草を観察。見沼の野草観察会

無料５／５竹馬・お手玉など昔のあそび体験と、
紙芝居や見沼の昔ばなしを聞けます。子どもの日体験教室

大人１，５００円
高大生１，０００円
小中生５００円

～３／３１
最期に身につけていたメガネや衣服
が詰められた紙袋を本邦初公開で展
示します。

冬の特別展「ジョン・
レノン　最期の遺留
品」

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）年末年
始※障害者及び団
体割引あり

無料３／２１、２２、
２３

アマチュアの個人又はグループでう
まい人もそうでない人も自由にビー
トルズやジョンの歌を歌えます。

アマチュア・フリー・
ライブ大集合大会

※なお、日程や内容については多少変更がある場合がございますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。



大宮�ソニックシティ�

いたまわんにゃんアリーナ
　�いたまスーパーアリーナにかわいい犬猫５００頭が大集合！
ＣＭでおなじみの癒し犬くぅーちゃんもやってくる！
日　時�３月１５日�・１６日�　１０：００～１７：００（最終入場１６：３０）
会　場��いたまスーパーアリーナ
　　　　ＪＲ�いたま新都心駅徒歩すぐ／ＪＲ埼京線北与野駅徒歩７分
内　容�世界の犬猫展示コーナー、わんわんショー＆レース、ふれあいコーナー、販売会など。
入場料�大人１，０００（８００）円、小人７００（５００円）。※（　）は前売券、小人は３～１２歳。
　　お問い合わせ　
　　�いたまわんにゃんアリーナ実行委員会事務局　�０３－５２５０－０１４７

　※生き物のため内容が変更となる場合がございます。
　※管理のため動物を連れてのご入場はお断りします。

����

さいたまわんにゃんアリーナに先着１０組２０名様をご招待します。
官製はがきに郵便番号・住所・氏名・電話番号をご記入のうえ下記までご郵送ください。
　　〒３３０－０８４６　さいたま市大門町３－１　大宮総合行政センターＢ棟２Ｆ
　　　　社団法人さいたま観光コンベンションビューロー「わんにゃん招待券プレゼント係」
　※先着順により発表は発送をもってかえさせていただきます。

プレゼント

ソニックシティオープン１５周年記念コンサート
　今年でオープン１５周年のソニックシティホールが、一流の出演者を迎え記念コンサートを行
います。お得なセット券もありますのでこの機会にぜひお求め下さい。
　日本フィルハーモニー交響楽団�いたま定期演奏会　　いずれも１９：００開演（Ｓ席￥５,０００～）
　話題の「川久保賜紀」、日本を代表する実力派「園田高弘」「前橋汀子」他、きらびやかな出
演者と彩り豊かな名曲を織りなす６公演をお楽しみください。
　�春シリーズ…３月７日�、５月１６日�、７月４日�
　�秋シリーズ…９月２６日�、１１月７日�、２００４年１月９日�
　イタリア　ベッリーニ大劇場　プッチーニ“ボエーム”　
　イタリアを代表する伝統の名歌劇場が初来日引越公演！　
　�６月２８日�　１８：００開演　（Ｓ席￥１８,０００～）
　ＮＨＫ交響楽団　　今回は和のテイストを盛り込み新たな魅力を披露。
　�７月２１日�　１５：００開演　（Ｓ席￥５,０００～）
　イ・ムジチ合奏団　　イ・ムジチといえばヴィヴァルディの四季！
　�１０月１９日�　１５：００開演　（Ｓ席￥７,０００～）
　プラハ国立劇場オペラ・ソリストたちのモーツァルト・オペラ・ガラ　
　“ガラ”とは「お祭り」。普段着のオペラを楽しんでください。
　�１２月２１日�　１５：００開演　（Ｓ席￥８,０００～）
　　お申込み・お問い合わせ　
　　ソニックシティホールメンバーズ事務局　�０４８－６４７－７７２２

　昨年１２月１０日・１１日、東京国際フォーラムにて開催。約２，３００人のコン
ベンション関係者（会議・展示会・見本市などの主催者など）が来場しました。
今回も大宮ソニックシティと共同出展を行い、市内の会議・宿泊施設や最
新情報など質の高い情報を提供し、�いたま市へのコンベンション誘致活動を行いました。

第１２回国際ミーティング・エキスポ出展

���

NHK交響楽団

イ・ムジチ合奏団

コンベンション�

�� ��

観光・コンベンション地域づくりセミナーを開催いたしました。
　当日（２月１８日）は、約１００名の方々に参加していただき「お
もてなしのある街づくり」について学んで頂きました。吉原珠子
講師のセミナーや、バリアフリーまちづくりボランティアの方々
の案内による�いたま新都心散策見学を行い、参加者の皆様方と
共に有意義な時間を過ごせました。
　今後も引き続きセミナーを開催し、�いたま市を盛り上げてい
こうと考えております。

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�

第２回ユニバーサルデザイン全国大会in埼玉
　平成１５年１月２３日�～２４日�の２日間、彩の国�いたま芸術劇
場を会場として「第２回ユニバーサルデザイン全国大会ｉｎ埼
玉」が開催されました。全国から約１，０００人が参加し、様々な人
に配慮したまちづくり、ものづくり、くらしづくりについて意見
交換や交流会が行われました。二日目はバリアフリー都市宣言を
行った�いたま新都心や埼玉スタジアム２００２をコースに交えた見
学ツアーも実施。デザイン性・機能性と、まさにユニバーサルデ
ザインの理念を備えた会場も参加者の注目を集めました。

���

会議主催者を招き、 いたま市へのコンベンション誘致を図る。
　会議・展示会・見本市などの本市誘致を図るため、施設見学会
を実施しました。
　今回は、大宮ソニックシティと�いたまスーパーアリーナを視
察。途中、武蔵一宮氷川神社、大宮盆栽村、ジョン・レノン・
ミュージアムを訪れ、プレ・アフターコンベンションも提案しま
した。
　参加者からは「実際に目でみる事で、街や会場の雰囲気や施設の使い勝手、各スポットの位
置関係や交通アクセスの良さが体感できた。今後の会場選定、開催地候補の良い参考となった。」
という感想をいただきました。今後とも、今回得た情報や繋がりをもとに積極的に誘致活動を
推進していきます。

第５２回日本医学検査学会・一般公開及び公開講演のお知らせ

「音楽の夕べ」（一般公開）
開催日�平成１５年５月１６日�
時　間�午後６時から７時まで
演　奏�陸上自衛隊東部方面音楽隊

会　場�共に�いたまスーパーアリーナ・無料
　　お問い合わせ　
　　第５２回日本医学検査学会事務局
　　電話　０４８－８２４－４０７７　ＦＡＸ　０４８－８２４－４０９５
　　ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｎｅ.ｊｐ/ａｓａｈｉ/ｓａｉｒｉｎｇｉ/ｈｏｍｅ/
　　Ｅ－ｍａｉｌ:ｓａｉｒｉｎｇｉ＠ｐｏｓｔ.ｅｍａｉｌ.ｎｅ.ｊｐ

����

「性同一性障害」（公開講演）
開催日�平成１５年５月１７日�
時　間�午後４時から５時３０分まで
講　師�埼玉医科大学総合医療センター・教授
　　　　原科孝雄先生

　メインテーマを「臨床検査の限りない可能性」として５月１６、１７日の２日間開催いたします。無
料の公開枠を設けていますので、関心のある方は是非ご参加下さい。



０４８－６５０－１１１１�
さいたま市大宮区吉敷町２－７２�
http://www.owl-hotels.co.jp
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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
�いたま市民会館おおみや３／１尾瀬ボランティア総会

�いたま市産業文化センター３／１図書館講演会

Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま３／１男女共同参画ＴＯＰＩＣＳ世界からの風をうけて
ー考えよう男女共同参画・明るい未来にむけて

�いたま市民会館うらわ３／４レジオネラ症防止対策講習会

�いたま市民会館おおみや３／８日本郵政公社を考えるシンポジウム

埼玉会館３／１０平成１４年度彩の国交通安全県民大会

パレスホテル大宮３／１１２００２年度経営者セミナー

大宮ソニックシティ３／１６第２５回関東柔道整復学会

�いたま市民会館おおみや３／２２生涯スポーツシンポジウム

埼玉会館３／２７彩の国まごころ国体及び第４回全国障害者ス
ポーツ大会　式典音楽詩奏会

Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま４／１８～２９開設１周年記念事業　企画展示
目で見る男女共同参画　市川房枝展

埼玉会館４／１９バトントワリング発表会

�いたま市民会館おおみや４／２４埼玉トヨペット年度大会

�いたまスーパーアリーナ他４／２４～２６第８９回日本消化器病学会総会

�いたま市民会館おおみや４／２６埼玉リコー㈱方針発表会

浦和ロイヤルパインズホテル５／１２政令指定都市サミット

埼玉会館５／１６彩の国さいたま看護デー２００３

�いたま市民会館うらわ５／１６埼玉県中学校長会　全体研修会・総会

�いたまスーパーアリーナ他５／１６、１７第５２回日本医学検査学会

�いたま市民会館おおみや５／１８�埼玉県接骨師会第５３回定時総会

浦和ロイヤルパインズホテル５／２０ライオンズクラブ国際協会３３０複合地区
第４９回年次大会

浦和ロイヤルパインズホテル５／２２�日本塗装工業会第４４回定時総会・
第３０回全国大会

�いたま市民会館おおみや５／２７埼玉県学校事務全体研修会

埼玉会館５／２７平成１５年度第４５回全国町村教育長会定期総会
並びに研究大会

�いたま市民会館うらわ５／２８第５２回埼玉県公民館振興大会

大宮ソニックシティ５／２９～３１第５０回日本実験動物学会総会

大宮ソニックシティ６／７、８第４回日本言語聴覚士協会総会・学術集会

コミュニティプラザＣＯＲＳＯ６／２０埼玉県人権擁護委員連合会大会

大宮ソニックシティ６／２５、２６第５０回国立大学図書館協議会総会

大宮ソニックシティ６／２８日本麻酔・薬理学会第２５回学術大会
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備　　考問い合わせ先参加者数(人)
関係者のみ�尾瀬保護財団　０２７－２２０－４４３１１５０

一般参加可／無料埼玉県立浦和図書館　０４８－８２９－２８２１３００

一般参加可／無料Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま　０４８－６０１－３１１１１３０

関係者のみ埼玉県衛生研究所　０４８－８５３－５０４７３００

一般参加可／無料全逓関東地方本部　０４８－６００－３７００１,３７０

一般参加可／無料埼玉県環境防災部交通安全課　０４８－８３０－２９５８１,３００

関係者のみ埼玉りそな産業協力財団　０４８－８２４－１４７５２００

関係者のみ�埼玉県接骨師会　０４８－６５１－１２１１２,０００

一般参加可／無料埼玉県立スポーツ研修センター　０４８－７７４－５５５１２７０

一部一般参加可／無料埼玉県国体運営室　０４８－８３０－７３６４１,０００

一般参加可／無料Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま　０４８－６０１－３１１１－

一般参加可／無料フラワーバトンスクール　０４８－７８１－９５５５１,３００

関係者のみ埼玉トヨペット㈱　０４８－８５９－４１５８１,１００

関係者のみ日本コンベンションサービス㈱　０３－３５０８－１２１４６,０００

関係者のみ埼玉リコー㈱　０４８－６６３－５５１１７００

関係者のみ�いたま市役所企画調整課　０４８－８２９－１０３３１００

一般参加可／無料（要予約）�埼玉県看護協会　０４８－８２４－８１２２１,３００

関係者のみ埼玉県中学校長会　０４８－８３２－７６７０４２３

一部一般参加可／無料第５２回日本医学検査学会事務局　０４８－８２４－４０７７５,０００

関係者のみ�埼玉県接骨師会　０４８－６５１－１２１１５００

関係者のみ複合地区ガバナー協議会事務局　０３－３２７６－５４００１,４００

関係者のみ�日本塗装工業会埼玉県支部　０４８－８６６－４３８１７００

関係者のみ埼玉県公立小中学校事務職員研究協議会
０４９２－２２－０１９５８００

関係者のみ全国町村教育長会　０３－３５９３－１６２７１,１００

関係者のみ埼玉県公民館連合会　０４８－８２２－９１６２４５０

関係者のみ㈲アクセスブレイン０３－３８３９－５０３３２,０００

関係者のみ慶応大学病院リハビリテーション科言語室
０３－３３５３－１２１１（内線６２３４６）２,０００

関係者のみ埼玉県人権擁護委員連合会　０４８－８６３－９５８９５００

関係者のみ埼玉大学附属図書館　０４８－８５８－３６６６３００

関係者のみ群馬大学医学部麻酔・蘇生学教室　０２７－２２０－８４５４５００

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』『コンベンションパンフレット』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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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
〒330-0061 　さいたま市浦和区常盤5-2-18

株式�
会社�

株式�
会社�

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１７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・７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
�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）

�会議室・展示会／イベントなど多目的施設

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㎡）

�ホテルなどの施設（会議/展示会などにご使用の場合）

��

コンベンション施設�

��

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）

UDK
埼玉県さいたま市浦和区岸町5－7－11   〒330－0064�
TEL.048－829－2911（代）FAX.048－829－2144�
http://www.udk.co.jp
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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�
　いたま市大宮区仲町1-119-1　パークプラザ大宮ビル�
TEL048（643）5811（代）　FAX048（643）3137

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

�

�

�

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

�

�

��

宿泊施設�

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。�

��

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

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
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