vol.5 AUTUMN

10月〜2月

Sight-seeing

秋から冬にかけての

第2回クリーンさいたま釣りの祭典
秋空の下での釣りの大会です。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行わ
れます。
7時から12時まで(小雨決行）
※12時30分から釣り講習会、13時から表彰式
会 場 びん沼川(三本木橋からびん沼橋までの間)
日

時 平成15年10月19日(日)

対

(大宮駅西口1番バス乗り場、
「所沢駅東口行」乗車、
「船渡橋」バス停下車徒歩15分)
象 小学生以上

定

員 500人(先着順、定員に満たない場合は当日も受付けます)

参加費 大人500円、子ども300円、ファミリー500円(放流・保険料)
申込み 以下の場所で配布している申込書に必要事項を記入し、参加

料とともに10月3日(金)までに、直接、大宮観光案内所(大宮
駅コンコース内)、浦和観光案内所(浦和駅西口)、北浦和イン
フォメーションセンター(北浦和駅東口)、又は指定釣具店へ

第3回さいたま市観光写真コンクール
題

材 さいたま市内の名所・風景・文化財・その他市内で行われる

行催事などで、平成15年中に撮影された未発表の作品。
応募点数 １人5点以内
平成15年12月26日(金) 入賞発表 平成16年2月上旬(入賞作品の展示会予定)
応募票に必要事項を記入し写真の裏面に添付。郵送または持参してください。
さいたま観光コンベンションビューロー事務局
〒330-0846 さいたま市大宮区大門町3-1 大宮区役所東館2階(048-647-8338

応募サイズ カラー、白黒ともに四つ切（ワイド可）
締

切

応募方法
お問い合わせ
応募先

主催イベントの他にもさいたま市内には楽しいイベントがたくさんあります。
ご利益満点の、年明けのこんな催しはご存じでしたか？

七福神行列
仮装した七福神の行列が各寺社をまわります。恵比須神や大黒天、弁
財天からご宝銭を授かりましょう。
日

時 平成16年1月3日(土)

十日市

会

場 中央区周辺

毎年、師走の武蔵一宮氷川神社の神事「大
湯祭」にあわせて行われる伝統の酉の市。
境内や参道には熊手や神棚を販売する露
店が約 1,300 店も立ち並び、商売繁盛を
願う人や買い物をする人達で賑わいます。

福禄寿（正円寺）
幸福(福)と高給(禄)と
長寿(寿)の神。

日
会

時 平成15年12月10日(水)
場 武蔵一宮氷川神社境内・

氷川参道(大宮駅東口徒歩10分)
※前日及び当日は氷川参道周辺で
交通規制が実施されます。
●9日(火)10時〜翌日10時：
氷川神社二の鳥居〜大宮公園サッカー場東側駐車場まで
●10日(水)10時〜22時：武蔵一宮氷川神社周辺

十二日市
明治時代から続く酉の市。熊手や神棚、たく
さんの露店も出て夜遅くまで賑わいます。
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当ビューロー主催イベントのご案内です。たくさんのご参加、お待ちしております！

日

時 平成15年12月12日(金)

会

場 調神社とその周辺(浦和駅西口徒歩10分)
※当日は中山道及び調神社周辺で交通規制
が実施されます。
※駐車場がありませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。

10時〜12時

恵比須神（一山神社）
商売繁盛の神。七福神
では唯一の日本の神。

寿老神（天祖神社）
老子の化身で、
1500歳の超
長寿を全うした長寿の神。

布袋尊（円福寺）
未来予知が出来る福徳の
神。背中にも目がある。

大黒天（円乗院）
右手に小槌、左肩に
袋を下げた蓄財の神。

毘沙門天（鈴谷大堂）
鎧・兜を身につけた知恵
と勇気の守り神。

弁財天（弘法尊院）
唯一の女神で、学問・
芸術・財運の神。

詳しくは連絡所((048-852-4469)大木様まで
イベントについての詳しいお問い合わせは…
さいたま観光コンベンションビューロー事務局 @048-647-8338
大 宮 観 光 案 内 所
@048-644-1144
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

ISO 9001・14001

認証登録

株式会社ユーディケー
埼玉県さいたま市浦和区岸町5−7−11 〒330−8585
TEL.048−829−2911(代) FAX.048−829−2144
http://www.udk.co.jp
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Information
日
会

時
場

平成15年10月12日（日）10:00〜21:00（雨天の場合、一部除き決行）
さいたまスーパーアリーナ及びその周辺（JRさいたま新都心駅下車すぐ）

本市の政令指定都市移行を記念すると共に「みんなで築こう さいたまの伝統と
文化 」をテーマとする市民参加型のイベントが開催されます。

竜神サミット

14:30 〜 16:00 さいたまスーパーアリーナ内

本イベントのシンボル的存在である昇天竜をアリーナ内で浮
揚します。又、市民参加によるミュージカルやゲストミュー
ジシャンのコンサート、他市からのゲストドラゴンによるパ
フォーマンス・ショーが行われます。

イルミネーションパレード

16:30 〜 20:30 さいたまスーパーアリーナ周辺

光り輝くドラゴンフロートとパフォーマンスを先導に、一般参加チームによる光
の装飾を施した手作りフロート（山車）が続く、ファンタジックなパレードです。

10:00 〜15:00
（模擬店は20:00終了予定）
さいたま新都心けやきひろば

10:00 〜16:00
さいたまスーパーアリーナ内
さいたま新都心駅西口デッキ上

フリマの他、各国料理の屋台や
模擬店が出店

和太鼓や獅子舞、大道芸などに
よるストリートパフォーマンス

10/10 〜12の3日間

10:00 〜16:00

さいたま新都心駅コンコース

さいたまスーパーアリーナ内

竜神などをテーマとした絵を展示
ウェルカムイベントも開催

埼玉県では、字幕表示や手話通訳により、子どもや高齢者、障害者など誰もが
楽しめる音楽、舞台、映画などの上演会を行います。
平成15年10月16日（木）
入場料 無料
彩の国さいたま芸術劇場（ＪＲ与野本町駅より徒歩7分）

それいけ！アンパンマンショー（２回公演、11:30〜、15:00〜）
サイン（手話）ダンス＆ピアノ演奏「Sachi ＆ 酒井亮ジョイントコンサート」（14:00〜）
マリンバ・ハーモニートーク「マリンバと共に音のふれあいコンサート」（18:00〜）
和太鼓ソロコンサート（19:00〜）
朗読劇
「ハンバーガーショップで」「一緒にお茶を」（13:00〜）
「星の王子さま」（18:00〜）
音声ガイド付き映画
「ラスト・プレゼント」（10:00〜）
「ザ・カップ〜 夢のアンテナ」（13:00〜）
「星に願いを。
」（２回上映、16:30〜、19:00〜）
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点灯期間

平成15年11月22日
（土）
〜平成16年2月15日
（日）

点灯時間

17:00〜23:00

平成 16 年（2004 年）に開催される第 59 回国民体育大会を盛り上げ、全国か
ら集まる選手や観客の方々を温かく迎えるため、彩の国まごころ国体さいたま
市実行委員会ではボランティアを募集しています。

ユニバーサルデザイン・シアター
程
場

イルミネーション情報！
！
さいたま新都心にある「けやきひろば」のけやき約 150 本が、昨年にひき続き
美しい電飾に包まれます。今年のイルミネーションも、LED 電飾球を使い、青
と白の美しいコントラストを実現。
より美しさを増した Blue&White
イルミネーション が、ロマンティ
ックな冬の夜を演出します。11 月
22 日には点灯式も。
詳しくは、さいたまアリーナ
（048-601-1122）へ

105mの長いケーキをみんなで
製作して食べる

詳しくは、さいたま市経済政策課（048-829-1365）へ
http://www.saitamatsuri.com

日
会

JR さいたま新都心駅をご利用のお客様のお声かけにより、7 月 15 日より駅コ
ンコースにてジョン・レノンの歌が流れています。
さいたま新都心駅は、世界初の公式ミュージアム「ジョン・レノン・ミュージ
アム」の最寄り駅。流れている歌はアルバム『レ
ノン・レジェンド』から、イマジン、スター
ティング・オーヴァー、マザーなど全 20 曲。
時間は 7:30 〜 19:30 です。
みなさん、さいたま新都心をご利用の際には、
是非、お聞きください。詳しくは、ジョン・
レノン・ミュージアム（048-601-0009）へ

詳しくは、埼玉県文化振興課 ユニバーサルデザイン担当(048-830-2879)へ
http://www.pref.saitama.jp/A02/BP00/universal/ universaltop.html

募集期間

平成15年10月31日（金）まで

活動期間

夏季大会 平成16年 9月11日〜14日
秋季大会 平成16年10月23日〜28日

活動内容

会場及びその周辺における案内・交通整理・歓迎装飾・美化・清掃
活動や、会場内での弁当配布、休憩所接待、手話通訳、介助など。（後
日、説明会及び研修会があります）

応募方法

各区役所、公民館、市立体育館などに置いてあるリーフレットの
申込書に、必要事項を記入の上、FAX または郵送にて
下記までお申し込みください。

お問い合わせ・申込み先
彩の国まごころ国体さいたま市実行委員会事務局
（広報・市民運動担当）
〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10
TEL 048-840-6114
FAX 048-840-6120

5

ISO9001・14001 認証登録
ビルメンテナンスから、廃棄物処理まで

新たな次元へ。
新型ハリアー登場！

きれいが仕事です。快適環境創造企業。

Photo：240G

お客様相談室／0120-319231

ホームページ／http://www.saitama-toyopet.co.jp

〒 330-0062 さいたま市浦和区仲町 1-12-1

@ 048-834-5511 ±

平成15年10月〜
平成16年2月
名

称

開

催

10/5

埼玉スタジアム2002

南部領辻の獅子舞

10/12

鷲神社(緑区)

場

所

問 い 合 わ せ 先

備

考

埼玉スタジアム2002事業推進本部
(048-812-2002
さいたま市文化財保護課
(048-829-1723

第3グラウンドのオープン。アルディージャ・サッカー
スクール、埼玉スタジアム トライアスロン大会などを予定。
三頭の獅子が勇壮・華麗に舞う。
市指定無形民俗文化財。

田島の獅子舞

10月中旬

田島氷川社(桜区)

さいたま市文化財保護課
(048-829-1723

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。

彩の国まごころ国体リハーサル
大会(サッカー)

10/17〜22

埼玉スタジアム2002 他5会場

第39回全国社会人サッカー選手権大会。

西新井農林まつり

10/18〜19

大宮花の丘農林公苑

さいたま市国体事務局
(048-840-6116
大宮花の丘農林公苑
(048-622-5781

さいたま新都心けやきひろば

埼玉県文化振興課
(048-830-2882

ポップス、アカペラ、ダンスなどジャンルを問わな
いパフォーマンスを披露。出演者も募集中。

大宮駅東口銀座通り・一番街通り

大宮フリーマーケット実行委員会
(048-641-2190

大宮駅東口の商店街路上で開催されるフリーマーケット。

①市営大宮球場北側見沼田んぼ内
②加茂川団地東側③環境整備
センター南側④膝子直売所西側

大宮区役所地域経済課
(048-646-3094

コスモスの摘みとり(有料)、地元野菜の販売など。
各地区、趣向をこらした模擬店あり。

与野駅西口駅前通り

大正時代まつり実行委員会
(048-855-8011

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。

大宮卸売市場内特設会場

埼玉県魚市場
(048-665-5560
さいたま市生涯学習振興課
(048-829-1703

新鮮な青果・水産物・一般食品の即売会などイベント
多数。マグロの解体実演は特に見応えあり。

コスモスまつり
①北区大砂土②西区植水
③見沼区大谷④見沼区膝子
第12回与野停車場通り
大正時代まつり

10/18〜19
12/14
10/19
(雨天26日)
①10/25(雨天26日)②10/25
〜26③11/2(雨天3日)
④10/25(雨天26日)
10/25
(雨天26日)

さいたま市大宮市場まつり2003

10/26

けやきひろば
パフォーマンスライブ
第34回大宮フリーマーケット

第2回さいたま市美術展覧会

10/26〜11/1
(10/27休)

埼玉県立近代美術館・うらわ美術館

国際漫画フェスティバル・
インさいたま2003

10/30〜11/4

大宮西口共同ビル(DOM)

彩の国まごころ国体リハーサル
大会(高等学校野球)

11/1〜5

2003彩の国ふるさと農林まつり
2003さいたま市ユーモア
フォトコンテスト
コラボさいたま2003
(さいたま市商工見本市)
彩の国さいたま国際フェア

大宮公園野球場

さいたま市ユーモアセンター設立準備実行委員会
(048-829-1225
さいたま市国体事務局
(048-840-6116

11/2〜3

埼玉スタジアム2002

彩の国農林業の祭典実行委員会
(048-829-3310

11/6〜11

大宮西口共同ビル(DOM)

11/7〜9

さいたまスーパーアリーナ

さいたま市ユーモアセンター設立準備実行委員会
(048-829-1225
さいたま市商工見本市実行委員会
(048-829-1364

11/8〜9

さいたま新都心けやきひろば

ドリームサッカー

11/9

駒場スタジアム

第3回さいたま市民音楽祭

11/9

さいたま市文化センター

一般参加無料の骨董市。

俳優の加山雄三さん、北野武さん、歌手の藤井フミヤ
さんら48人、109点の油絵や水彩などを展示。
内閣総理大臣杯第40回全日本社会人ウエイトリフティング選
手権大会。国体記念杯女子ウエイトリフティング競技大会。
一般家庭の不用品、手作り品、コレクター品などを
売買するのみの市。出店参加は完全予約制。
ジョン・レノンの23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。

市民の森・見沼グリーンセンター

芸能人の多才な美術展

11/18〜26

大宮ソニックシティ市民ホール

さいたま市企画調整課
(048-829-1033

彩の国まごころ国体リハーサル
大会(ウエイトリフティング)

11/22〜24

記念総合体育館

さいたま市国体事務局
(048-840-6116

埼玉スタジアム2002

リサイクル運動市民の会
(03-3226-6800

宝くじサウンドスペシャル
東京ポップスオーケストラ

12/20

さいたま市文化センター

一山神社の冬至祭(ゆずまつり)

12/22

一山神社(中央区)

指扇の餅搗き踊り

12/31

五味貝戸自治会館(西区)

日進餅つき踊り

1/1

日進神社(北区)

さいたま市文化協会自主事業

1/27

さいたま市民会館おおみや

第 25 回記念 新春 江戸の粋
端唄 お座敷唄と踊りを楽しむ集い

2/15

割烹千代田

第2回さいたま市外国人による
日本語スピーチ大会

2/21

さいたま市民会館おおみや

最優秀賞(1点)ほか、入賞作品85点の展示会。

市内で活躍する24の器楽サークルが一堂に会した
演奏会。

11/15〜16

さいたま新都心けやきひろば

埼玉県産農産物の販売、地域特産物の試食販売、地域の
食文化や県内農林業の紹介、アトラクションなどを予定。

コルソ骨董市実行委員会(石内)
(048-875-5156/090-8846-5800
さいたま市農政課 (048-829-1376
JAさいたま営農指導課 (048-831-2400

さいたま市農業祭 03

12/8

第56回秋季関東地区高等学校野球大会。

さいたま市生涯学習振興課
(048-829-1703

コミュニティプラザCORSOホール

Peace Fantasy

日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の6部門の作品
を市民から募集し、入選作品を展示。
世界各国の漫画家から漫画を募集し、その作品を
一堂に展示する一枚漫画の展覧会。

埼玉県国際交流協会
(048-833-2992
さいたま市スポーツ企画課
(048-829-1058

11/13〜14

11/24
12/23

地元の農産物や手作り味噌などの販売。

商工業者の展示会。自社製品のPR・商談を行う。
8・9日はASIMOのステージも予定。
国際交流や国際協力を行うボランティア団体の活動
紹介と、海外の民芸品や料理の紹介を行うフェア。
浦和レッズの指導者などによる少年サッカー
スクールほか。

第4回浦和コルソ骨董市

フリーマーケット
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開 催 日

埼玉スタジアム2002
バースデイフェスタ

まだまだ市内のイベントは盛りだくさん！
バラエティ豊富な秋冬のイベントに参加しよう!

LOVE&PEACE実行委員会
(048-657-0010
さいたま市企画調整課 (048-829-1033
さいたま市文化センター (048-866-4600
さいたま市文化財保護課
(048-829-1723
さいたま市文化財保護課
(048-829-1723
さいたま市文化財保護課
(048-829-1723
さいたま市文化協会(市生涯学習振興課内)
(048-829-1703
端唄 青柳流本部
(048-861-0442
さいたま市国際交流協会
(048-829-1236

収穫の秋に開かれる農業祭。丹誠込めて作られた
農産物の即売会などを実施。

服部克久氏率いる我が国ではじめての本格的ポップス
オーケストラの演奏会。
無病息災・火防などを願う行事で「火渡り」を行う。
市指定無形民俗文化財。
かつて「別所の接待餅」と呼ばれた餅搗き踊り。搗い
た餅は見物の人々に配られる。市指定無形民俗文化財。
江戸時代から伝わる伝統行事。元旦の午前零時から始ま
るので初詣を兼ねて出かけよう。市指定無形民俗文化財。
中国民族歌舞団の公演。詳しくは、さいたま市報
11月号、もしくは左記までお問い合わせください。
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。
在住外国人による日本語でのスピーチ大会。

※
日
程
や
内
容
な
ど
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
お
問
い
合
わ
せ
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
︒

7

Art Calendar
JACK大宮・宇宙劇場 天体観望会

埼玉県立近代美術館 企画展「フェアリー・テイル−妖精たちの物語」

宇宙劇場屋上で口径 30cm の望遠鏡による天体観望会を
行います。本物の天体の美しさをお楽しみ下さい。テー
マ「星はすばる…」M45 プレアデス星団

12/27

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

無料

開催日

料 金

森や湖に住む自然の精霊を敬う古い民間信仰は、イギリ
開催日
スの人々の心に生き続け、ヴィクトリア朝の時代には妖 9/13〜11/3
精が大ブームとなりました。この時代の妖精の世界を、
料 金
絵画や挿絵本などにより紹介します。
一 般：1,000円
JR北浦和駅西口徒歩3分 (048-824-0111
高大生： 800円
休館日：月、祝日の翌日（土日祝は開館）、年末年始 ※団体割引あり

J.A.フィッツェラルド「妖精たちの宴」1859 年

埼玉県立博物館 特別展「平林寺」〜禅刹の名宝、今ここに初公開〜

青少年宇宙科学館 企画展Ⅱ「3Dアドベンチャー展」

平林僧堂開単 100 年、野火止用水 350 年を記念し寺宝約 120
開催日
点を初公開します。京都の大本山妙心寺からは、桃山時代の 10/11〜11/24
巨匠長谷川等伯の代表作などが関東で初めて特別出品されます。 料 金

日常生活では体験できない不思議な世界を立体的に映し
開催日
出します。未知なものに出会う感動や驚きの立体映像体 10/18〜
験をお楽しみください。
12/7

東武野田線大宮公園駅下車徒歩5分 (048-645-8171
休館日：月、祝日の翌日
※中学生まで・65才以上・障害者手帳などをお持ちの方は無料

一 般：500円
高大生：250円
長谷川等伯筆 重要文化財「枯木猿猴図」龍泉庵( 妙心寺 )蔵 ( 部分 )

JR浦和駅東口より北浦和駅東口行きバス「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

料 金

無料

さいたま市立漫画会館 岡部冬彦展〜オトナ漫画のなかのコドモたち〜

さいたま市立博物館 第27回特別展「あむ」

「アッちゃん」「ベビーギャング」など、子供キャラクタ
開催日
ーを通して大人社会を痛快に描いて人気を博した、さい 9/13〜
たま市在住の漫画家岡部冬彦氏の原画作品を展示します。
11/24

縄文時代の遺跡から出土した編んだ布、樹皮や紙で作
られた籠などを展示します。日本の気候で育つ樹皮が様々
に姿を変えるさまに感動してください。

料 金

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

無料
岡部冬彦「アッちゃん」

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（特別展期間中は開館）、年末年始

開催日

10/11〜
11/24
料 金

無料

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 親子体験教室「稲刈り」季節行事「かっきり粥」

彩の国さいたま芸術劇場 彩の国シェイクスピア・シリーズ第13弾『タイタス・アンドロニカス』

親子 15 組を募集し、水田においてかまを持って稲刈り
開催日
を行います。稲刈り終了後には囲炉裏端で「かっきり粥」 10/11
のお話があります。

蜷川幸雄演出のシェイクスピア・シリーズ最新作「最
もショッキングなシェイクスピア悲劇」
出演：吉田 鋼太郎、麻実れいほか

料 金

JR大宮駅東口7番バス乗り場よりさいたま東営業所行きバス
「三崎台」下車徒歩1分 (048-688-3330
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始

無料

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）

開催日

1〜2月
料 金

S席：9,000円
A席：7,000円
B席：5,000円ほか

さいたま市立浦和博物館 うつわのかたち−原始・古代の土の造形−

浦和くらしの博物館民家園 小正月のまゆ玉づくり

市内出土の土器を中心に、深鉢・壺など「形」ごとに分
開催日
類し、そのものの用途もふまえた展示を行います。
10/10〜
11/30

地域の伝統行事である「小正月のまゆ玉づくり」の実演
です。

料 金

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

無料

うらわ美術館 （仮）空間の変異譚−現代の遠近法とアンモルフォーズ
遠近法をめぐる様々な表現を現代美術作品を通して紹介
します。

11/18〜2/22

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

一 般：630円
大高生：420円
中小生：210円

開催日
料 金
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さいたま市内の美術館・博物館からの
おすすめイベント情報です！ 平成15年10月〜平成16年2月

JR浦和駅西口より東川口駅北口行きバス「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

吉田鋼太郎

開催日

1/10
料 金

無料

ジョン・レノン・ミュージアム ジョン・レノン・メモリアル・デイズ
ファンが集える献花スペースを設置し、2003 年トリ
開催日
ビュート・フリー・ライブ・コンテスト決勝大会（12/7） 12/6〜12/9
が行われます。
料 金
JRさいたま新都心駅徒歩3分、JR北与野駅徒歩7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

大 人：1,500円
高大生：1,000円
小中生： 500円

※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。

http://www.mainichikogyo.co.jp

K0120-156365
本社ファーストサービスセンター
〒330-0842 埼玉県さいたま市大宮区浅間町2-244
@048-641-5251
管 理 セ ン タ ー
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-292 松栄第3ビル1階
@048-645-7717
`ビルテクノマイニチ

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 。
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Souvenir
氷川の杜サブレ
夏号では、第 1 回さ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で選ばれました推奨土産品 48 品目
を一挙ご紹介致しました。秋号と春号では、みごと金賞
を受賞されました 7 品目について、出来上がるまでのエ
ピソードや思い入れなどを取材し、特集して
いきたいと思います。
それぞれ思いの込められた一品ですので、
是非ご賞味ください！

かやの木ロール

1 本 18cm 1,050 円
（税込）

イケダベーカリー『レタン』
さいたま市中央区下落合 1018 @ 048-832-7635
中央区にある有名な 大かや を
イメージして作られたのが、この「か
やの木ロール」。風味豊かなバター
クリーム、じっくり煮込んだラムレ
ーズン、香ばしく焼いたくるみ、し
っとりと焼いたココア生地とシュー
生地で出来たロールケーキです。バ
タークリームは通常よりもタマゴの
黄味を多く使い、ラムレーズンは子
供でも食べられるようにと、弱火で
コトコト煮込み柔らかくしてから温
かいうちにラム酒をかけ、風味を残
しアルコールをとばす工夫がされて
います。「木の幹の感じをお菓子で
どう出すかにいろいろ趣向を凝らし
ました。」というご主人の池田さん。
お店の名前はフランス語で 池 を
表すそうです。「今後はさいたま市
にお住まいの方にはもちろん、全国
の方に親しんでほしいですね。」と
商品への思いを語ってくださいました。

8 枚入り 840 円（税込）

アルピーノ『お菓子やさん工房本店』
さいたま市大宮区北袋町 1-130-9 @ 048-647-8805
平成 3 年武蔵野台地で、丁寧に育て
られ芽吹いたお茶の若葉から、埼玉で
初めての抹茶が誕生。この狭山抹茶「明
松」をふんだんに使い、香り高く焼き
上げたサブレです。このサブレの形は
氷川神社の薪能に因み、黒の箱・扇の
形をイメージして作られています。昔
からタンニン・サボキン・カテキン・
フッ素・ビタミン C などたくさん含ん
だお茶の効能はどっさり。虫歯予防・
ガン予防・疲労回復・風邪予防などの
効用があり、
「豊かな時代、量ではなく、
質の高さで小さなお土産としてご利用
いただきたいと思います。」とアルピー
ノさんがおっしゃるとおり、深い味わ
いと体への優しさが感じられる一品です。

陣屋ねぎみそ煎餅

16 枚入り 1,050 円
（税込）

さいたま市中央区上峰 1-19-8

美味しさを作り続けて 35年 花と緑のレストラン

フランス料理

11
こだわりの
手焼せんべい

アルピーノ

さいたま市大宮区北袋町1-130 @048-641-9489 K0120-20-9489
AM11:30〜PM2:00／PM5:30〜PM9:00(火曜休み) http://www.alpino.co.jp/

アルピーノ

小さな専門店

素敵屋さんbイルクオーレすぱげってぇ屋さん
お菓子やさん(工房本店･高島屋大宮店)bあるぴいの銀花ギャラリーb逸品屋さん

片岡食品
@ 048-853-1834

1 枚 1 枚丹精を込めて、手焼の原理で焼かれたお煎餅です。埼玉名産
深谷の生ネギとこだわりの特製みそダレが煎餅に味付けされています。
乾燥に非常に時間がかかりますが、手間を惜しまず常に味の良いもの
になるよう、心を込めて作られているそうです。「さいたま推奨土産
品に選ばれ、金賞を受賞したことにより、一層良い商品を製造するよ
う努力していきます！」と力強いコメントをいただきました。

オーナー 池田さん
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臼倉製菓長

〒338-0014 さいたま市中央区上峰1-19-8
TEL 048-853-1834 FAX 048-852-8165

Convention
第11回全国商店街おかみさん交流サミットinさいたま
平成 15 年 7 月 1 日、ラフォーレ清水園を
会場として、「第 11 回全国商店街おかみさん
交流サミット in さいたま」が開催されました。
本大会のテーマは、『今こそさいたまから発
信！！』。近年の商店街を取り巻く環境の厳し
さを、女性の感性、視点からとことん語り合い、
活性化のヒントを探ろうという目的で全国か
ら約 550 人の女性経営者達が集まりました。
基調講演では『今こそ発信、パワーと華の
ある経営を！』と題し、92 歳の現役社長ハリ
ウッドビューティーサロンのメイ牛山氏、ファッションデザイナーの
稲葉賀恵氏と元オリンピック選手の木原光知子氏がご講演されました。
続いて、地元で活躍中の方々による分科会が催され、中でも「商店
街を歩く」と企画された分科会では、地元の方々や学生ボランティア
の案内による商店街の視察が行われ、今後の商店街活性化に向け有意
義なものとなりました。
当ビューローは駅構内への歓迎看板の設置、会場までの案内スタッ
フの派遣、各種観光パンフレットの提供、サミット参加者へのコンベ
ンションバックの提供、会場での土産品販売コーナーの設置などのバ
ックアップを行いました。特に、地元の土産品販売コーナーでは味に
も厳しいおかみさん方からも好評を得て盛況だったのが印象的でした。
会場は熱気に満ち、活発に意見交換が行われており、21 世紀の商
店街の活性化のキーワードは、女性のパワーが握っていることを実感
致しました。
全国から集まる今回の様なコンベンションの開催は、地元に大きな
経済効果を生み出します。当ビューローとしましても、1 件でも多く
このような大会を誘致していきますので、皆様のご協力をよろしくお
願い致します。

大会会長 田村芳江氏（写真中央右）、
実行委員長 清水志摩子氏（写真中央左）、
実行副委員長 湯沢二三子氏（写真左）、
同じく小川知子氏（写真右）
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さいたま市で開催されるコンベンション参加者の皆
様に、大会資料詰用の手提げバックをご用意致しました。
コンベンション主催者の皆様は是非ご利用ください。

コンベンション施設ガイド
改訂しました！
「さいたまコンベンション施設ガイド」を一新し
ました。写真付きで地域別にコンベンション施設、
宿泊施設が掲載されております。収容人員別早見表
やアクセスマップなどもあり、詳細かつわかりやす
い内容になっています。東京からわずか 30 分。さ
いたま市で会議・大会を開催してみませんか。主催
者の方には無料で配布しています。

コンベンション開催はさいたまで！
去る 9 月 8 日、大会・学会主催者の方をご招待して、大宮ソニック
シティ施設内覧会が開催されました。実際に学会で利用されるケース
をもとにセッティングした会場でプロジェクタ
ーなどの実演を行い、効果的な利用方法をライ
ブで感じていただきました。
当ビューローも支援内容のプレゼンテーショ
ン、観光案内など、広くさいたま市をアピールし
1 件でも多く誘致できるよう協力を致しました。
参加者の皆様ありがとうございました。

日本で唯一のコンベンション・トレードショーに出展します
日本で唯一のコンベンション・トレードショーに出展しま
第13回 国際ミーティング・エキスポ（IME2003）
平成15年12月9日(火)〜10日(水) 両日共10:00〜17:00
東京国際フォーラム 展示ホール1（JR有楽町駅下車すぐ）
無料（入場希望の方は当ビューローまで）
日本コングレス・コンベンション・
ビューロー（JCCB）
独立行政法人 国際観光振興機構（JNTO）
コンベンション開催を検討している学術
団体、各種協会、インセンティブ（報奨旅行）
を実施する企業や関係者にさいたま市の最
新情報を提供し、誘致活動を行います。
昨年度 さいたまブース
日
会
入
主

時
場
場
催

このページの詳しいお問い合わせは…
コンベンション事業担当@048-647-0788まで

自由に空間を演出
全国にお花をお届けします。

ご婚礼 ご宴会

大宮

フルール

ラフォーレ
ラフォー
さいたま市大宮区東町2−204

コンベンションバックが出来ました

ミ

TEL048−643−1234

www.shimizuen.co.jp

セ

ナ

TEL 048-645-8741
さいたま市大宮区東町2-216
FAX 048-647-7319
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平成15年10月〜
平成16年2月

さ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。
名

称

第39回埼玉県
消費者大会
(※午後分科会あり)
第53回全国乳児院
協議会
第52回埼玉県
食品衛生大会
第58回国民体育大会
秋季大会埼玉県選手団
結団式及び壮行会
第38回組合
区画整理研究会
彩の国さいたま
情報化フェア2003
仕事と家庭を考える月間
記念講演会「楽しく生きる
男の家事学のすすめ」
第54回農業土木学会
関東支部大会講演会
第55回都市計画
全国大会
日本精神科看護学会
第9回精神科リハビリ
テーション看護
2003NBA
ジャパンゲーム
第32回埼玉
透析医学会
第38回マーチング
バンド・バトン
トワリング関東大会
DV(ドメスティック・
バイオレンス)防止
フォーラム
第2回全国ヤングDM
カンファレンス
臨床工学セミナー

14
14

第58回国民体育大会
埼玉県選手団解団式
及び表彰式

開催日
10/2

開 催 場 所 参加者数(人)
埼玉会館

問い合わせ先

第39回埼玉県消費者
1,315
大会実行委員会
048-844-8971

備

考

一般参加可
無料

450

埼玉県社会福祉
協議会
048-822-1191

504

社団法人埼玉県
食品衛生協会
048-862-2253

関係者のみ

埼玉会館

550

埼玉県教育局
指導部体育課
048-830-6955

観覧希望者は
体育課まで

10/16

大宮ソニック
シティ

埼玉県土地区画整理組合
700 連合会事務局 埼玉県県土整備部
市街地整備課048-830-5381

10/16

大宮ソニック
シティ

10/8〜10

10/10

10/15

ラフレ
さいたま
埼玉会館

500

埼玉県情報
サービス産業協会
048-660-1761

関係者のみ

一般参加可
有料
一般参加可
無料

10/18

With You
さいたま

100

With You さいたま
048-601-3111

一般参加可
無料

10/20

大宮ソニック
シティ

農業土木学会関東支部
500 大会運営協議会事務局
048-830-4351

関係者のみ

10/30

埼玉会館

大宮ソニック
10/30〜31
シティ
10/30
〜11/1
11/2

さいたま
スーパー
アリーナ

11/25

30,000

キョードー東京
03-3498-9999

有料

全日本マーチングバンド・
12,000 バトントワリング関東連盟
03-3843-5020

一般参加可
有料

With You さいたま
048-601-3111

一般参加可
無料

埼玉県糖尿病協会
1,000 (埼玉社会保険病院内)
048-832-4951

一般参加可
無料

大宮ソニック
シティ

埼玉医科大学内
200 埼玉県臨床工学技士会
049-276-1639

一般参加可
有料

埼玉会館

埼玉県教育局指導部
観覧希望者は
700
体育課
体育課まで
048-830-6955

With You
さいたま

100

開催日

開 催 場 所 参加者数(人)

問い合わせ先

備

考

人権週間記念講演会

12/5

With You
さいたま

100

With You さいたま
048-601-3111

一般参加可
無料

痴呆性老人
介護講習会

12/6

さいたま市
産業文化
センター

200

埼玉看護協会
第6支部
048-834-3700

一般参加可
無料

埼玉 YMCA 創立 30 周年 牟田梯三氏
特別記念講演会「こころを豊かにする
ボランティア活動」( 仮称 )

12/6

埼玉会館

504

一般参加可
埼玉YMCA
有料
048-834-0236
urawa@ymcajapan.org （資料代のみ）

介護保険フォーラム2003

12/7

大宮ソニック
シティ

400

介護保険フォーラム 一般参加可
2003事務局
有料
0489-73-4125
（資料代のみ）

女性起業の「みんなおいで！」フェスタ
inさいたま 〜新しい仕事を起こそう、 12/13〜14 大宮ソニック 20,000
シティ
心はずむ暮らしを創ろう〜
第31回マーチング
バンド・バトン
トワリング全国大会

さいたま
12/21〜22 スーパー
アリーナ

16,000

女性起業フェアー
実行委員会
045-841-2313

一般参加可
一部有料

全日本マーチングバンド・
バトントワリング連盟
03-3842-5291

一般参加可
有料

さいたま市立
教育研究所
048-838-0781

関係者のみ

さいたま市政令指定
都市移行記念
教育特別講演会

1/6

さいたま市民
会館うらわ

第15回暴力追放・
薬物乱用防止
埼玉県民大会

1/27

埼玉会館

1,300

財団法人埼玉県暴力追放
薬物乱用防止センター
048-834-2140

一般参加可
無料

2/5〜8

With You
さいたま

1,000

With You さいたま
048-601-3111

一般参加可
無料

第28回埼玉県文化
振興会議

2/7

埼玉会館

1,500

埼玉県文化団体
連合会
048-822-6330

関係者のみ

人工呼吸器
安全対策セミナー

2/22

大宮ソニック
シティ

埼玉医科大学内
500 埼玉県臨床工学技士会
049-276-1639

一般参加可
事前登録制

2/26〜28

大宮ソニック
シティ

500

全日本民主医療機関
連合会
03-5842-6451

関係者のみ

男女共同参画
フォーラムin
さいたま

関係者のみ

一般参加可
有料

11/22〜23 埼玉会館

11/23

400

東急観光
048-640-1009

称

450

関係者のみ

埼玉医科大学腎臓内科内
200 埼玉県透析医学会事務局
049-276-1611

大宮ソニック
シティ

さいたま
11/7〜9 スーパー
アリーナ
11/15

800

埼玉県都市計画課
048-830-5335

名

全日本民医連
第36回定期総会

大宮ソニックシティ・コンサートのご案内
今年でオープン 15 周年を迎えた、オーケストラ公演の殿堂・ソニックシティホールから、
「本物のクラシック音楽」の魅力をたっぷりとお楽しみください。
日本フィルハーモニー交響楽団さいたま定期演奏会
第 20 回定期

小林研一郎と前橋汀子のゴールデンコンビで贈る名曲
の花束。どなたでも楽しめる名曲プログラム。
◆平成 15 年 11 月 7 日 ( 金 )19:00 開演 (S 席￥5,000 〜 )

第 21 回定期 「新世界」とオペラの名曲集。小林研一郎、佐藤美枝
子によるアリア集が新春気分を盛り上げるでしょう。 日本フィルハーモニー交響楽団
◆平成 16 年 1 月 9 日 ( 金 )19:00 開演 (S 席￥5,000 〜 )
お得情報
さいたま市内在住、在勤・在学の方に各席種 1,000 円引きで発売中です。

SONIC CITY 2003 シーズンコンサート
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！
！
◆平成15年10月19日(日)15:00開演(S席￥7,000〜)
お申し込み・お問い合わせ

大宮ソニックシティホール ( 048-647-7722

イ・ムジチ合奏団

15

出雲会館 (048-643-4188 URL:http://www.izumokaikan.com b大宮駅東口徒

会議・展示会場などのご案内。目的別に便利に対応。
With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター) (048-601-3111
bさいたま新都心駅西口徒歩5分

◆会議室(計6室

35.5〜291㎡)

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 b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14室 46〜540㎡)
b浦和駅西口徒歩3分

コミュニティプラザCORSO (048-824-5555

大宮国体記念会館 (048-643-1515 b大宮公園駅徒歩3分

b浦和駅西口徒歩1分

◆ホール(500席)

浦和ワシントンホテル (048-825-4001 URL:http://www.urawa-wh.com/
◆主要会場(プリムローズ343㎡,スクール180席)
19〜93㎡)

◆主要会場(富士・浅間230㎡,スクール160席)◆その他の会場(計6室

埼玉会館 (048-829-2471 URL:http://www.saf.or.jp/ b浦和駅西口徒歩6分

大宮サンパレス (048-642-1122 URL:http://www.saikan.co.jp/sunpalace

◆大ホール(1,315席)◆小ホール(504席)◆その他の会議室(計17室
◆第1〜3展示室(計3室 250.6〜587.53㎡)

b大宮駅東口徒歩5分
◆主要会場(ソレイユ264㎡,スクール168席)◆その他の会場(計7室

42.49〜148.02㎡)

36〜215㎡)

さいたま市宇宙劇場 (048-647-0011 URL:http://www.ucyugekijo.jp/

大宮ラフォーレ清水園 (048-643-1234 URL:http://www.shimizuen.co.jp

b大宮駅西口徒歩3分 ◆ホール(290席)◆その他の会議室(計8室
◆第1〜3ギャラリー(計3室 54〜286㎡)

b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5室

54〜127㎡)

さいたま市産業文化センター (048-854-0486 b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㎡)

さいたま市青少年宇宙科学館 (048-881-1515 URL:http://www.kagakukan.urawa.saitama.jp/
b浦和駅東口よりバス約15分

◆青少年ホール(300席)◆視聴覚ホール(182.47㎡)

さいたま市地域中核施設プラザイースト (048-875-9933 b浦和駅西口よりバス
約20分 ◆ホール(車椅子席7席含む402席)◆その他の会議室(計8室 37〜79㎡)
◆第1・2展示室(107〜214㎡)◆多目的ルーム(341㎡)◆映像シアター(82席)

さいたま市文化センター (048-866-3171 b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㎡）

さいたま市民会館うらわ (048-822-7101 b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㎡)
さいたま市民会館おおみや (048-641-6131 b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㎡ )

さいたまスーパーアリーナ (048-601-1122
URL:http://www.saitama-arena.co.jp bさ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㎡)

彩の国さいたま芸術劇場 (048-858-5500 URL:http://www.saf.or.jp/
b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)

ホテルなどの施設（会議／展示会などにご使用の場合）
アウルホテル大宮 (048-650-1111 URL:http://www.owl-hotels.co.jp
bさ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
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b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㎡)

大宮ソニックシティ (048-647-4111 URL:http://www.sonic-city.or.jp/
b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
席)◆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㎡)
URL:http://www.urawa-corso.com/

80〜200㎡)

歩12分 ◆主要会場(出雲400㎡,スクール360席)◆その他の会場(計6室

浦和東武ホテル (048-825-4711 URL:http://www.tobu.co.jp/hotel/urawa

会議室・展示会／イベントなど多目的施設

URL:http://www.arche-royalhall.co.jp b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㎡)

63〜385㎡)

ときわ会館 (048-822-4411 URL:http://www.tokiwakaikan.or.jp
b浦和駅西口徒歩18分
◆主要会場(大ホール303㎡,スクール240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
b大宮駅東口徒歩3分 ◆主要会場(ホール85㎡,スクール32席)

パレスホテル大宮 (048-647-3300 URL:http://www.palace-omiya.co.jp
b大宮駅西口徒歩３分
◆その他の会場(計6室

◆主要会場(ローズルーム大1,116㎡,スクール550席)
111〜415㎡)

プリムローズ有朋 (048-861-4122 URL:http://www.joy.co.jp/primrose
b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 b浦和駅西口車6分
◆主要会場(大会議室145㎡,スクール100席)
ベルヴィ武蔵野 (048-265-1165 URL:http://www.alphaclub.co.jp b南浦和駅
東口徒歩8分

◆主要会場(シャンボール394㎡)◆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/
b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㎡)

HOTELメイン (048-648-8886 b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.toto-motors.co.jp/marroad/ b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 b大宮駅西口車5分
◆主要会場(会議室62㎡,スクール30席)
ラフレさいたま (048-601-1111 URL:http://www.rafre.co.jp bさいたま新都
心駅西口徒歩7分 ◆主要会場(櫻417㎡,スクール230席)◆その他の会場(計7室 47〜374㎡)
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ＩＳＯ14001認証取得企業
ビル総合管理のことなら
フリーダイヤル
株式
0120−873413
会社
一般廃棄物・産業廃棄物のことなら
フリーダイヤル
株式
0120−538901
会社

〒330-0061 さいたま市浦和区常盤5-2-18

Accommodations
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。
宿泊施設名

ホ
テ
ル
の
ご
案
内

電話番号

料金(百円)

部屋数(室)

アウルホテル大宮

048-650-1111

108

JRさいたま新都心駅徒歩6分

さいたまスーパーアリーナから徒歩5分、
アクセス抜群。

浦和東武ホテル

048-825-4711

103

JR浦和駅西口徒歩10分

浦和駅よりアクセス便利。パーティー、宿泊に。

浦和ロイヤルパインズホテル

048-827-1111

196

JR浦和駅西口徒歩7分

ゆったりとした空間でくつろげます。

浦和ワシントンホテル

048-825-4001

140

JR浦和駅西口徒歩3分

駅からのアクセスが抜群です。

ときわ会館

048-822-4411

☆ S67〜77
☆T130
S90〜100
D135
S120
T220
☆S86〜88
☆T166
T1室2名50
1名65

JR浦和駅西口徒歩18分

さいたま市役所裏。研修会議、宿泊に。

パークプラザ大宮

048-643-5811

◇カプセル33

108

JR大宮駅東口徒歩3分

宿泊者は大浴場・サウナが無料で使えます。

パイオランドホテル本館

048-648-0010

122

JR大宮駅東口徒歩3分

交通至便。心から落ち着ける空間。

パレスホテル大宮

048-647-3300

204

JR大宮駅西口徒歩3分

快適なホテルライフをお届けします。

ビジネスインウエスト

048-648-8800

40

JR大宮駅西口徒歩1分

大宮駅徒歩1分。ONライナー発着場に近し。

ビジネスホテルグリーン

048-831-2830

☆S70〜80
☆D100
S90〜105
D135〜180
★S76〜
★D86〜105
☆S57
☆T94

16

JR北浦和駅西口徒歩2分

駅から近く、静か。連泊の方はランドリー無料。

プリムローズ有朋

048-861-4122

☆44〜73

別所沼会館

048-861-5219

ホテルアルーサ清水園

048-855-2222

ホテルニュー埼玉

048-884-2111

HOTELメイン

048-648-8886

ホテルメッツ浦和

048-826-0011

マロウドイン大宮

048-645-5111

与野第一ホテル

048-852-6161

ラフレさいたま

048-601-1111

T1室2名以上
45／1名50
S70
T140
☆S68
☆T125
S75〜85
D130〜150
☆S90
☆T150
★S70〜76
★D100〜110
★S56〜58
★D92
★S84〜87
★T160〜180

宿泊施設名

旅
館
の
ご
案
内
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Ｓ＝シングル Ｄ＝ダブル T＝ツイン
消費税、サービス料は別
(☆＝サービス料込・税込 ★＝サービス料込・税別 ◇＝サービス料なし・税別)

電話番号

料金(百円)

大宮国体記念会館

048-643-1515

三楽荘

048-644-4411

新道山家

048-641-0501

1人50
2人以上40
2食付65〜
無50〜
2食付120〜150
無70

はかま田旅館

048-641-8598

2食付65

料理旅館東山

048-641-2615

2食付120〜200

ビジネスホテルあさや

048-642-3517

三松旅館

048-644-1515

旅館いけだ

048-829-2881

S57
T95
2食付65〜
無50〜
2食付90〜
朝食付76〜
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充実した福利厚生
１社で難しい福利厚生を可能に

１人１カ月 500円

セールスポイント

JR浦和駅西口徒歩18分

宴会から会議、婚礼、宿泊など幅広く使えます。

10

JR中浦和駅東口徒歩10分

別所沼公園内。レストランあり。

53

JR北与野駅北口徒歩0分

駅の目の前。さいたまスーパーアリーナまで徒歩5分。

108

JR南浦和駅東口徒歩2分

駅から近く、ビジネスにも観光にも便利。

54

JR大宮駅西口徒歩1分

大宮ソニックシティ・さいたまスーパーアリーナへ
便利。

62

JR浦和駅西口徒歩0分

浦和駅隣接。ビジネスにも観光にも便利。朝食付。

251

JR大宮駅西口徒歩3分

大宮駅に近くビジネスにも観光にも最適。

117

JR大宮駅西口車5分

さいたま新都心に、アクセス容易。

187

JRさいたま新都心駅徒歩7分

さいたまスーパーアリーナから徒歩6分。
フィットネスクラブ、天然温泉あり。

5

部屋数(室)

アクセス

セールスポイント

18

東武野田線大宮公園駅徒歩3分 大宮公園隣接。周囲には博物館、盆栽村があります。

18

東武野田線北大宮駅徒歩5分

ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。

12

JR大宮駅東口車5分

老舗の料理旅館。月替わりの会席料理が好評。

東武野田線北大宮駅徒歩7分

氷川神社近し閑静。家庭的な雰囲気の旅館。

6
13

東武野田線大宮公園駅徒歩12分 美と味の粋を極めた本格的な懐石料理の宿。

8

東武野田線大宮公園駅徒歩7分 県営サッカー場、野球場、テニスコート近し。

9

東武野田線北大宮駅徒歩10分

ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。

JR浦和駅西口徒歩5分

老舗料亭旅館。宿泊、宴会、会席料理まで。

19

さいたま市内で働くみなさまの
｢ゆとり｣をBACK UP!!
福利厚生費用のコストコントロール
福利厚生費用のコストコントロール

アクセス

福利厚生のアウトソーシング
社外におまかせ、手間いらず

市内の事業所(300人以下の会社・工場・商店など)の事業主及びそこに勤務する方が入会できます。(事業所単位で入会いただくことが原則です。)

財団法人さいたま市勤労者福祉サービスセンター さいたま市大宮区大門町3−1
TEL. 048(647)7777 FAX. 048(647)7887 http://www.saitama-wsc.com

19

さいたま観光コンベンションビューローは、さいたま市及びその周辺地域に
おける観光及びコンベンション事業の振興を図り、県民の文化の向上及び国
際相互理解の増進、地域社会の発展に寄与することを目的とした公益法人です。
観光・コンベンション事業をサポートしていただける会員を募集しております。
ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
年会費 個人：1口 3,000円／団体：1口 5,000円
入会についてのお問い合わせ @048-647-8338〈総務担当〉

さいたま市は ケーキ
のまち ということを知ってい
ましたか？「なんで？」と思う人が
多いかもしれませんが、総務庁統計局 家
計調査年報（平成 10 年から平成 12 年平均よ
り）によると、旧浦和市の 1 世帯当たりの年間
ケーキ購入金額が、なんと全国の都道府県庁所在
地で 1 位だったんです！そこでさいたま市を「ケ
ーキのまち」にしようと、 魅力ある街づくりを目
指す 埼玉中央青年会議所が今年 4 月に「ケーキ
フェスティバル」を開催しました。また、10 月
12 日のさいたま市民まつり「咲いた
まつり 2003」でも企画を考えてい
るそうです。これからもたくさ
んケーキを食べて、さいた
ま市を「ケーキのまち」
にしていきましょう！

〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館２F
TEL 048-647-8338 FAX 048-647-0116
URL http://www.scvb.or.jp
E-mail scvb@scvb.or.jp
■大 宮 観 光 案 内 所 TEL 048-644-1144
■浦 和 観 光 案 内 所 TEL 048-824-0333
■北浦和インフォメーションセンター TEL 048-834-6166

さいず

とは
Saitama を略した Sai を所有形にしたもので、「さいた
まの」の意と、気軽に持ち歩いていただきたいという願い
を込めて「ポケットサイズ」の意を合わせたものです。「さ
いたまの」地域情報誌として、皆様に親しまれご活用いた
だければ幸いです。
「Sai's」vol.5 2003

平成 15 年 10 月 1 日

発行／社団法人さいたま観光コンベンションビューロー

