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〒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
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■

大 宮 駅 観 光 案 内 所
浦 和 観 光 案 内 所
北浦和インフォメーションセンター
さいたま新都心観光案内所

さいず vol.10 2005 summer

さいた
まの今をお届けする地域情報誌

7月～9月

Saitamaを略したSaiを所有形にしたもので、「さいたまの」という意と、
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。

とは？ 

さいず

「Sai's」vol.10 2005　平成17年7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

特 集 号

さ
い
た
ま
市
の
夏
を
熱
く
す
る！

なつま
つり

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

7/ 2 (土)

7/ 6 (水)

7/ 9 (土)

7/13(水)

7/18(月・祝)

7/23(土)

8/21(日)

8/24(水)

8/28(日)

9/ 3 (土)

9/10(土)

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

18:30

18:00

18:30

名古屋グランパスエイト

ジュビロ磐田

浦和レッズ

川崎フロンターレ

ジェフユナイテッド千葉

鹿島アントラーズ

東京ヴェルディ1969

サンフレッチェ広島

清水エスパルス

アルビレックス新潟

ジュビロ磐田

豊田ス

熊谷陸

埼玉

駒場

市原

埼玉

熊谷陸

埼玉

節 開催・曜日 キックオフ 対戦チーム

2005 Jリーグ ディビジョン1 大宮アルディージャ日程表

お問合せ、お申し込み

競技場

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

9 /17(土)

9 /24(土)

10/ 1 (土)

10/15(土)

10/22(土)

10/29(土)

11/12(土)

11/20(日)

11/23(水・祝)

11/26(土)

12/ 3 (土)

15:00

15:00

15:00

16:00

15:00

14:00

ジェフユナイテッド千葉

川崎フロンターレ

FC東京

セレッソ大坂

浦和レッズ

柏レイソル

名古屋グランパスエイト

ヴィッセル神戸

ガンバ大阪

大分トリニータ

横浜F・マリノス

大宮

駒場

埼玉

埼玉

大宮

埼玉

節 開催・曜日 キックオフ 対戦チーム 競技場

※空欄のキックオフ、競技場は未定です。‥‥‥‥ホームゲーム



2 3

観　光観　光

平成17年度 与野夏祭り

第14回 みやはらまつり 2005

浦和まつり 第10回 音楽パレード

浦和まつり 第29回 浦和おどり

浦和まつり 第25回 みこしパレード

浦和まつり 南浦和会場

　与野鴻沼太鼓の演奏を合図に、上町・仲町・下町・上峰のお御輿が16日は
揃い渡御を、17日はそれぞれ渡御します。沿道では露店が立ち並び、祭りの
雰囲気をいっそう盛り上げます。また、他の町内でも、それぞれ祭りが行われ
ます。

　２基の子どもたる御輿や27基の大人御輿のほか、木やり流しが集まり、中
山道を練り歩きます。また、沿道ではおはやしや露店が祭りの雰囲気を一層盛
り上げます。

　約50連にも及ぶ団体が華やかな衣装で浦和おどりを踊ります。各連、趣向
を凝らした衣装はとても印象的です。

　金管バンド、浦和おどり、御輿などの各種パレードのほか、ひびけ太鼓の演
奏、浦和よさこいなどが行われます。

　小学校42校の金管バンドパレードやバトンパレードが、中山道を華やかに
彩ります。

日　時

会　場

お問い合わせ…観光事業担当
　　　　　　　TEL048-647-8339

お問い合わせ…同実行委員会
　　　　　　　TEL048-665-4336

郷土芸能、御輿・山車渡御、民踊流しが行われます。

7月16日(土)・17日(日)
両日とも16:00～22:00
（交通規制同時間）※雨天決行

日　時 7月17日(日) 17:00～21:00
（交通規制同時間）※小雨決行

会　場 JR宮原駅東口駅前広場ほか（北区）

日　時 7月17日(日) 13:30～15:30
（交通規制 13:00～22:00）

※雨天中止

会　場 中山道 埼玉縣信用金庫前から
さくら草通り間（浦和区）

本町通り周辺（中央区）

交　通

交　通 JR宮原駅東口から徒歩すぐ

交　通 JR浦和駅西口から徒歩すぐ

日　時 7月17日(日) 16:00～21:30
（交通規制 13:00～22:00）

※雨天中止

会　場 中山道 埼玉縣信用金庫前から
さくら草通り間（浦和区）

交　通 JR浦和駅西口から徒歩すぐ

JR与野本町駅西口から
徒歩3分

日　時

会　場

7月24日(日) 14:30～20:30
（交通規制 13:00～21:00）

※雨天決行

中山道 新浦和橋から調神社間
（浦和区）

交　通 JR浦和駅西口から徒歩すぐ

日　時

会　場

7月24日(日)
東口会場 11:50～21:00（交通規制11:30～21:30）※雨天決行
西口会場 13:00～18:00（交通規制12:30～18:30）※雨天決行

東口会場 南大通り JR南浦和駅東口駅前から舟山通り交差点間（南区）
西口会場 文化通り JR南浦和駅西口駅前から文化センター前交差点間（南区）

交　通 JR南浦和駅東口・西口から徒歩すぐ

浦和まつりに関するお問い合わせ…
ハローダイヤル（6月25日～7月24日、各日7:00～23:00）TEL03-5777-8600まで

歴史・伝統・技術で
　　魅せる日本の花美

オリエンタル火工株式
会社

本 社

今市工場

E - m a i l

〒3 3 0 - 0 8 0 3　埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1ー17 7
T E L　0 4 8ー6 4 4ー8 6 1 1（代）　FAX　0 4 8ー6 4 7ー4 4 1 1
〒369-1214　埼玉県大里郡寄居町大字今市字中山1186
T E L　0 4 8ー5 8 2ー1 1 1 7（代）　FAX　0 4 8ー5 8 2ー1 1 2 5
or ienta l@jcom.home.ne . jp

センス・サービスNO.1
ー創業明治34年ー
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大宮夏まつり第18回スパークカーニバル

大宮夏まつり2005 中山道まつり

東大宮サマーフェスティバル

大宮夏まつり第34回大宮日進七夕まつり

大宮夏まつり西口御輿前夜祭

　翌日のスパークカーニバル本番を控えた地元大宮駅西口の町会御輿が、駅前
周辺を練り歩きます。

日　時

会　場

お問い合わせ…観光事業担当 TEL048-647-8339

7月31日(日) 17:00～21:00（交通規制無し）※雨天決行

JJRR大宮駅西口周辺（大宮区）

交　通 JJRR大宮駅西口から徒歩すぐ

　砂の万灯、花火大会、お楽しみ抽選会、世界各国
の伝統民族舞踊が行われます。

日　時

会　場

お問い合わせ…
同実行委員会 TEL090-9139-3638

8月5日(金)・6日(土) 14:00～21:00
（交通規制同時間）

※天候不良の場合は、一部の実施内容について

　7日(日)に順延あり

東大宮中央公園（見沼区）

交　通 JJRR東大宮駅東口から徒歩3分

　地域の人たちの夢を託した美しい竹飾りが揺れる中、子ども御輿や山車、お
はやし、民踊流し、よさこい鳴子踊りが行われます。また、懐かしい露店・夜
店が出店し、日進駅前はお祭りムード一色に染まります。

日　時

会　場

お問い合わせ…観光事業担当 TEL048-647-8339

8月6日(土) 15:00～21:30
7日(日) 15:00～21:30

（各日交通規制同時間）

※天候不良の場合は、1日順延。

日進七夕通り周辺（北区）

交　通 JJRR日進駅から徒歩すぐ

　１日は御輿の渡御と山車の巡行、２日は御輿揃い渡御、山車揃い巡行のほか
に1,000人以上が参加する民踊パレードや阿波踊りパレード、ステージイベン
トなどが行われます。

日　時

会　場

お問い合わせ…観光事業担当 TEL048-647-8339

8月1日(月) 17:00～21:00
2日(火) 17:00～22:00

（各日交通規制同時間）

JJRR大宮駅東口周辺（大宮区）

交　通 JJRR大宮駅東口から徒歩すぐ

　サンバと御輿が競演（スパーク）する熱気あふれるお祭りです。サンバパレ
ードや御輿渡御のほかに、ステージイベントなどが行われます。

会　場

お問い合わせ…観光事業担当 TEL048-647-8339

JJRR大宮駅西口周辺（大宮区）

日　時 8月1日(月)17:00～22:00
（交通規制同時間）

交　通 JJRR大宮駅西口から徒歩すぐ

2005人形のまち岩槻まつり

　まつりプラザではジャンボひな段や和太鼓演奏が、また第２まつりプラザで
はミニSLやフラダンスが、そして会場内では民踊流し踊り、万燈みこし、人形
仮装パレードなどが行われます。

※天候不良の場合は、一部の実施内

容について変更・中止いたします。

※天候不良の場合は、一部の実施内

容について変更・中止いたします。

お申し込み／お問い合わせ…同実行委員会 TEL048-756-1445

日　時

会　場

7月24日(日) 14:00～21:00
（交通規制：15:00～21:00）※雨天決行

岩槻駅東口周辺（岩槻区）

交　通 東武野田線岩槻駅東口から
徒歩すぐ

※万燈みこしの担ぎ手（7月22日締め切り）
　を募集しています。

I S O 1 4 0 0 1 認 証 取 得 企 業
ビル総合管理のことなら

フリーダイヤル

0120-873413
一般廃棄物・産業廃棄物のことなら

フリーダイヤル

0120-538901

〒330-0061　さいたま市浦和区常盤5-2-18

クリーンシステム株式
会社

アイル・コーポレーション株式
会社

埼玉という地元があるから《 》は頑張れる

さいたま市・岩槻市
合併記念

http://www.saishin.co.jp
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さいたま市花火大会

ビューローHPでバナー広告を出しませんか?

ビューローインターネットホームページへのバナー広告募集!!

咲いたまつり2005

日　時

会　場

※上記路線バスの増発及び近隣駅より臨時バスを運行予定
お問い合わせ…
ハローダイヤル（7月1日～8月14日 各日7:00～23:00）TEL03-5777-8600
当日の開催の有無についてはインターネットでも確認できます。
パソコンからも携帯からも www.scvb.or.jp

8月13日(土)19:00～21:00
※荒天の場合は14日(日)に順延します。
　2日間荒天の場合は中止となります。

荒川総合運動公園

交　通 国際興業バス…
JR浦和駅西口から大久保浄水場行き、
やつしまニュータウン下車
西武バス…
JR大宮駅西口、JR北浦和駅から加茂川団地行き終点下車

1日あたりおよそ1000件のアクセス！
ビジネスチャンスの拡大にお役立てください

ホームページ　バナー広告掲載イメージ

　恒例となりましたさいたま市民まつり「咲いたまつり」を、本年も「みんな
で築こう“さいたまの伝統と文化”」をテーマに開催します。メインイベント
として、市内各区の市民有志等によるフロートを中心としたイルミネーション
パレードや、地元「さいたま竜神まつり会」や全国各地の「祭り」を招致した
パレード、演舞などが実施されるほか、サブイベントとして、市民ステージや
フリーマーケットなども開催します。

1回の申し込みにつき、1月単位とし最長3ヶ月まで。

1枠につき横234ピクセル、縦60ピクセル、15kバイト以内、GIF形式
またはSWF形式
※バナー広告をクリックすると申込者様のホームページへリンク設定

1枠につき、月額30,000円

○「フロートパフォーマンスコンテスト参加団体」募集中！
光るフロートに趣向を凝らしたパフォーマンスを交え、イルミネーション
パレードに参加してみませんか？(7月29日締め切り)

日　時

広告期間

広告サイズ

広告費用

会　場

お問い合わせ…
さいたま市観光政策室内「さいたま市民まつり実行委員会」　
TEL048-829-1365
ホームページ www.saitamatsuri.com

以下のページをご覧ください。
www.scvb.or.jp または「さいたま観光」でネット検索!!

お問い合わせ・お申し込み……総務担当 TEL048-647-8338 

10月8日(土)10:00～16:30
9日(日)10:00～20:00　

※雨天の場合、屋外パレード・
フリーマーケットは中止。

さいたまスーパーアリーナ及び周辺
（中央区）

交　通 JRさいたま新都心駅から徒歩すぐ

　さいたま市・岩槻市の合併を記念した政令指定
都市にふさわしい花火大会です。２尺玉のほか、
スターマインや早打ちなど、約15,000発が打ち上
げられます。

お知らせお知らせ

　
　　 　
         

さいたま市中央区上峰2－3－9
ＴＥＬ　0 4 8 － 8 5 2 － 3 7 5 3
ＵＲＬ　http://nanakoshi.co.jp

ここにバナー広告が掲示できます。

さいたま市・岩槻市
合併記念

さいたま市・岩槻市
合併記念
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イベントカレンダー
さいたま市内で行われるイベントのご紹介です。

埼玉県ものづくりスタンプラリー２００５

さいたま市・岩槻市合併記念

第9回人形のまち岩槻　朝顔市

ホタル観賞と音楽の夕べ

田島の獅子舞

秋葉ささら獅子舞

平成17年度与野夏祭り

第14回みやはらまつり２００５

浦和まつり第10回音楽パレード

 第29回浦和おどり

浦和宿ふるさと市

砂の万灯

浦和まつり 第25回みこしパレード

浦和まつり 南浦和会場

さいたま市・岩槻市合併記念

2005 人形のまち岩槻まつり

氷川女体神社の名越祓え

6/25～

9/30

7/3

7/9

7/9

7/16

7/16～17

7/17

7/17

7/30,8/27,

9/24

7/23

7/24

7/24

7/24

7/31

埼玉県内各地

岩槻駅東口クレセントモール

見沼通船堀公園附近

田島氷川神社

秋葉神社、永昌寺

本町通り周辺

宮原駅東口駅前広場ほか

中山道

（埼玉縣信用金庫から

さくら草通りまで）

調神社・公園

八雲神社

中山道

（新浦和橋から調神社まで）

南浦和駅周辺　　　　　

岩槻区役所前庭及び岩槻駅

東口周辺

氷川女體神社

埼玉県観光振興室産業観光担当

048-830-3955

(社)さいたま観光

コンベンションビューロー

048-647-8339

同実行委員会　新井和芳

048-873-7320

文化財保護課

048-829-1723

文化財保護課

048-829-1723

(社)さいたま観光　　　　　　　

コンベンションビューロー

048-647-8339

同実行委員会        

048-665-4336

ハローダイヤル

03-5777-8600

事務局（拓也コレクション）

048-875-5156

文化財保護課

048-829-1723

ハローダイヤル

03-5777-8600

ハローダイヤル

03-5777-8600

同実行委員会

048-756-1445

文化財保護課

048-829-1723

ものづくりの現場を楽しく巡るスタンプラリー。市内では

㈱東玉、東久人形歴史館、関東図書㈱が参加します。

http://www.sainokuni-kanko.jp/stamp/index.htm

朝顔や農産物などの販売が行われます。

見沼通船堀公園附近において、ホタル観賞と音楽の夕べ

を行います。

３頭の獅子が優美に舞います。市指定無形民俗文化財に

指定されています。

３頭の獅子が勇壮・華麗に舞います。市指定無形民俗文化

財に指定されています。

上町・仲町・下町・上峰の四町の御輿が16日は揃い渡御を、

17日はそれぞれ渡御します。また、上落合・下落合・桜丘・

新中里などでも、それぞれお祭りが行われます。

郷土芸能、御輿・山車渡御、民踊流しが行われます。

音楽パレード：市内の小中学校、高校の金管バンド部など

がそれぞれのコスチューム、華やかな音色で行進します。

浦和おどり：見沼太鼓の演奏の中、約50の団体が子供か

ら大人まで、それぞれ個性的な衣裳で踊ります。

全国の古民具・骨董・アンティークの店が浦和に大集合しま

す。7月以外は毎月第4土曜日に開催します。小雨決行です。

悪疫退散を祈願する万灯７本が、１３年振りに勢揃いします。

市指定無形民俗文化財に指定されています。

子供たる御輿・大人御輿、それに木やり流しが集まり、中山

道を練り歩きます。

音楽パレード、浦和おどりパレード、よさこいパレード、太鼓演

奏などが行われます。

市民が歴史上の人物に扮する人形仮装パレード、世界一

のジャンボひな段などの催しが行われます。

無病息災を祈って輪くぐりや人形流しを行う夏越しの行事

です。市指定無形民俗文化財に指定されています。

※
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
問
い
合
わ
せ
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

名　　称 開 催 日 開催場所 問い合わせ先 主 な 内 容

ひ
な
人
形

五
月
人
形

海外のおみやげに
　日本人形・和風小物を

盆ちょうちん大特価市
開催中（8月12日（金）まで）

さいたま市岩槻区本町3-2（岩槻駅前）
TEL:048-756-1111 FAX:048-757-3113
http://www.tougyoku.com

人形の町・岩槻

東玉雛匠

〒330-0842　埼玉県さいたま市大宮区浅間町2-244

埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-292　松栄第3ビル1階

事 務

平成17年7月～9月イベントカレンダー



〒338-8567　埼玉県さいたま市中央区下落合1027
TEL : 048-833-3181(代)　FAX : 048-833-3183
URL : http://www.yono.co.jp/ 
　　         

 美
味し
さ・楽しさ・ほっとする・

・
・

豊富な食材を取り揃えてお待ちしております。

大宮夏まつり

第18回スパークカーニバル

大宮夏まつり

2005中山道まつり

東大宮サマーフェスティバル

大宮夏まつり 

第34回大宮日進七夕まつり

さいたま市・岩槻市合併記念

さいたま市花火大会

深作ささら獅子舞

指扇の餅搗き踊り

見沼通船堀閘門開閉実演

駅からハイキング

さいたま市・岩槻市合併記念

2005さいたま市ユーモアフォトコンテスト

作品募集

第２８回北浦和阿波踊り大会

第28回仲秋の名月端唄の夕べ

第6回盆栽展「彩」

8/1

8/1～2

8/5～6

8/6～7

8/13

8/20

8/27

8/28

8/28

9/2

消印有効

9/3

9/18

9/30～

10/2

大宮駅西口周辺

大宮駅東口周辺

東大宮中央公園

日進七夕通り周辺

荒川総合運動公園

深作氷川神社

指扇小学校

見沼通船堀東縁

東浦和駅スタート～緑区内～

東浦和駅ゴール

さいたま市文化振興課

（応募先）

北浦和駅西口周辺（ふれあい通

り、ハッピーロード、北浦和サティ

前まで）

割烹千代田

ソニックシティ地下1階

第1展示場

(社)さいたま観光　　　　　　　

コンベンションビューロー

048-647-8339

(社)さいたま観光　　　　　　　

コンベンションビューロー

048-647-8339

同実行委員会       

090-9139-3638

(社)さいたま観光　　　　　　　

コンベンションビューロー

048-647-8339

ハローダイヤル

03-5777-8600

文化財保護課

048-829-1723

文化財保護課

048-829-1723

文化財保護課

048-829-1723

駅からハイキング事務局

０３-５４４７-０９７３

ユーモアセンター設立準備実行委員

会事務局（さいたま市文化振興課）

048-829-1226

同実行委員会 048-831-4875

浦和区地域経済課 048-829-6179

端唄青柳流本部

048-861-0442

090-7280-2281

同実行委員会        

048-683-3238

マーチングバンド・バトンチームのオープニングパレード、御

輿パレード、サンバパレード、ステージイベントなどが行われ

ます。

1日は御輿渡御・山車巡行が、2日は御輿揃い渡御・山車

揃い巡行・民踊パレード・阿波おどり・ステージイベントが行

われます。

砂の万灯、花火大会、お楽しみ抽選会、世界各国の伝統民

族舞踊が行われます。

約100本の竹飾りのほか、子供御輿と山車の練り歩き、マー

チングバンドによるパレードなどが行われます。

2尺玉のほか、スターマインや早打ちなど、約15,000発が打

ち上げられます。

３頭の獅子が勇壮に舞います。天狗の所作も見所のひとつ

です。市指定無形民俗文化財に指定されています。

実際に餅を搗きながら踊りを披露し、搗いた餅は振る舞わ

れます。市指定無形民俗文化財に指定されています。

国指定史跡「見沼通船堀」東縁閘門を使い、水位の調節を

行います。

緑の貴重な財産である「見沼田んぼ」を中心としたハイキ

ングです。見沼通船堀閘門開閉実演もあり必見です。

ユーモア写真のコンテスト。２L以上、５点以内。最優秀１点１０

万円ほか。詳しくはお問い合わせください。

近隣小・中学校の金管バトン、ブラスバンドや市内外から

多数の阿波踊り連の参加があります。小雨決行です。

江戸の粋『端唄』と、お座敷唄、踊りを楽しむ集いです。会

費は飲食代を含み6,500円です。

県内はじめ全国からの出品。市内小学生小品盆栽等の展

示会及び盆栽、盆器等の即売会など。

名　　称 開 催 日 開催場所 問い合わせ先 主 な 内 容

10 11※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、詳しくは各問い合わせ先にご確認ください。　
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瑛九「ながれ－たそがれ」1959年

アートカレンダーアートカレンダー
さいたま市内の美術館・博物館からのイベント情報です

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 かかしづくり

●開催期間 9/3(土) 10：00～12：00　●料金 無料

JR大宮駅東口7番バス乗場から浦
和学院行き又はさいたま東営業所
行き「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

自分だけの可愛いかかしを作って、た
んぼに立てよう！
定員：親子10組（申込順）。持ち物あり。
詳細は、旧坂東家住宅見沼くらしっく
館へお問い合わせください。

さいたま市立漫画会館

●開催期間 7/2(土)～8/21(日)　●料金 無料

さいたま市民漫画展～チャレンジ作品集～

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

さいたま市民漫画展の過去の入選作
品や、２００４で惜しくも選外となったも
のの中から作品を紹介します。今年の
応募の参考にしてください。

埼玉県立近代美術館

●開催期間 7/16(土)～10/10（月）　●料金 一般800円（団体640円）、大高生640円（520円）

企画展『300％スパニッシュ・デザイン』
『ファッションとスペインの文化』（同時開催）

JR北浦和駅西口徒歩3分
048-824-0111
休館日：月（祝日の場合は開館）、
祝日の翌日（土・日・祝は開館）、
年末年始
※団体割引あり

2部構成でスペインとデザインの関わりを
紹介します。第１部ではスペイン100年間
のデザインの変遷を、照明・椅子・ポスター
で辿ります。また、第２部では、ゴルチエの
服とミロの絵画など、世界のファッションと
それに影響を与えたスペインの文化を紹
介します。いずれも愛知万博関連企画です。

彩の国さいたま芸術劇場

●開催期間 7/16(土)～18日(月・祝)　●会場 彩の国さいたま芸術劇場小ホール　●料金 全席指定 一般4,000円 学生1,000円

彩の国さいたま芸術劇場プロデュース「中村 恩恵 新作2005」

JR与野本町駅西口徒歩7分
048-858-5511
休館日：臨時休館日あり、年末年始
※団体割引あり

注目のダンサー・振付家、中村恩恵さ
んによる、待望の新作が登場。今回の
新作では、世界的なパーカッショニスト
加藤訓子さんが音楽を担当、自ら出演
します。

埼玉県立博物館　特別展　「－あの遺跡この遺物－ 埼玉発掘50年史」

●開催期間 7/16(土)～8/31（水）　●料金 一般500円、大高生250円

東武野田線大宮公園駅徒歩5分
　048-645-8171
休館日：月（祝日を除く）、7/19(火)
※7/18(月・祝)は開館します。

県内の過去50年の発掘調査の中から、
全国的にも注目された遺跡・遺物を選
んで展示・公開します。

青少年宇宙科学館

●開催期間 7/16(土)～8/31(水)　●料金 一部予約必要・材料費一部負担の予定

『夏休みワクワク科学工房2005』

JR浦和駅東口から国際興業バス「北
浦和駅東口」行き「宇宙科学館入口」
下車徒歩3分
048-881-1515
休館日：月（祝日を除く）、年末年始

科学の視点からものづくり 子どもたち
の科学の興味関心を刺激し、今後の学
習への発展となる機会を提供します。
（科学工房・工作工房・宇宙地球工房・
環境工房の4工房を予定）

埼玉県立民俗文化センター 手作り体験教室「ベーゴマ作り」

●開催期間 7/26(火)　●料金 材料費 100円（詳しくは、当センターへお問い合せください。）

東武野田線岩槻駅下車徒歩20分
　048-757-8008
休館日：月（祝日を除く）、
祝日の翌日、年末年始

夏休み子ども向けの体験教室。鋳物
職人さんの指導でオリジナルベーゴマ
を作ったり、ベーゴマクラブの方々から
回し方を教わったりします。

ジョン・レノン・ミュージアム

●開催期間 6/29(水)～12/28(水)　●料金 大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円

『ジョン・レノンとリバプール』展

JRさいたま新都心駅徒歩3分、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

ジョン・レノンと彼が育んだまち『リバプ
ール』を「場所」「人」「もの」の視点より
解説。

うらわ美術館

●開催期間7/16(土)～10/10(月・祝)　●料金 一般630円（500円）大高生420円（330円）中小生無料　※共通料金。（　）内は20名以上の団体料金。

さいたま市・岩槻市合併記念　「浦和アトリエ村―画家と郊外」
「特別展示　田中保」　「遊べる本、作ってみたい本のいろいろ」

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

浦和アトリエ村の様相を須田剋太、四方田草炎、寺内萬治郎、麻
生豊、杉全直、瑛九の6人の作家を通して紹介し、さいたま市・岩
槻市にともにゆかりの田中保を特別コーナーで展示します。また実
際に触って見られる本や作ってみたくなる本の数々を紹介します。
開館時間／火～金 10時～17時（ギャラリーへの入場は16時30分まで）
 土、 日 10時～20時（ギャラリーへの入場は19時30分まで）
 ＊開館時間が変更となりましたので、ご注意下さい。

さいたま市立博物館

●開催期間 7/16（土）～8/31（水）　●料金 無料

夏休み子ども博物館

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

「さいたま市10区」、「中山道浦和宿・
大宮宿・与野の町並み」などのテーマ
でさいたま市を紹介・展示します。また、
小中学生や親子向けに、土器づくりや
わらぞうりづくり、ふるさと探検ツアーな
ど40の体験講座、見学会を行います。
（事前申込み）

浦和くらしの博物館民家園 平成17年度 夏休み親子チャレンジ教室

●開催期間 7～8月の夏休み期間中　●料金 材料費参加者負担

JR浦和駅西口から国際興業バス「東
川口駅北口」他行き「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

小学生の親子を対象に物作り教室を
開催。（定員各講座20名）
詳細は、浦和くらしの博物館民家園へ
お問い合わせください。

さいたま市立浦和博物館

●開催期間 7/15(金)～9/4(日)まで　●料金 無料

夏休み子ども博物館

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、特別整理休館

小学生を対象に、縄文人の顔、見沼通
船堀、市の花サクラソウなどをテーマに
したミニ展示を行います。
7月～９月の休館日：７月４日～14日〔館
内殺菌消毒及び展示替えによる臨時
休館〕、25日、８月８日、15日、22日、29日、
9月５日～６日〔展示替え〕、12日、26日

さいたま市宇宙劇場

●開催期間 6/4(土)～8/30(火) ※超大型映画は11/23(水)まで　●料金 大人600円、子供300円

宇宙劇場の夏番組

JR大宮駅西口徒歩3分
048-647-0011
休館日：水（祝日の場合翌平日）、
年末年始
※障害者及び団体割引あり

プラネタリウム番組：「とっとこハム太郎
はむはむぱらだいちゅ！プラネタリウム版」
（ファミリー向け）、「星空への夢」（障害
者対応の補助ナレーションと字幕付き）、
「星空散歩」（一般向け）、超大型映画
番組：「ＡＳＴＲＯ ＢＯＹ鉄腕アトム」

12 13

※中学生まで・65才以上・障害者手
　帳等をお持ちの方は無料

平成17年7月～9月
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お土産お土産 第２回さいたま推奨土産品のご紹介です！
本号では、推奨土産品品評会で選ばれた「金賞」受賞7品をご紹介します。

　城下町岩槻を象徴した城の表門から命名され
たお酒。大吟醸らしい上品な香りと深い味わいです。
価　格　1,732円（税込）  
内容量　720ml
製造元　鈴木酒造（株）
　　　　岩槻区本町4-8-24　 048-756-0067
販売先　同社（酒蔵資料館）、市内酒販店

　中央区にある国指定記念物「大かやの木」を
イメージしたくるみとレーズン入りのココアシュー
ロールです。
価　格　1,050円（税込）
内容量　1本（18㎝）
製造元　（有）イケダベーカリー　
　　　　中央区下落合1018　 048-832-7635
販売先　同店、同支店（浦和区上木崎1-2-7）

　浦和生まれ彩の国育ち。非常にジューシーで
食べやすいゼリーで、土産品などにも最適なお
菓子です。
価　格　1,050円（税込）
内容量　27個入
製造元　（株）トミゼンフーヅ
　　　　南区辻5-3-27　 048-864-2881
販売先　同社直売店、コルソ1F、浦和観光案内

所、北浦和インフォメーションセンター

　狭山抹茶「明松」を使用したサブレ。
武蔵一宮氷川神社の薪能に因み、扇の
形をしています。あえて包装をしない黒
い箱のパッケージにもセンスを感じさせ
ます。
価　格　840円（税込）
内容量　8枚入
製造元　（株）アルピーノ
　　　　大宮区北袋町1-130
　　　　 048-641-9489
販売先　お菓子やさん工房本店、
　　　　高島屋大宮店

　白鷺宝は、黄身あんを焼き上げてミ
ルクでおおった人気のお菓子。姉妹品の
玉しずく（こしあん）、茶ちゃ（抹茶あん）と、
最中を詰め合わせたお土産最適品です。
価　格　1,806円（税込）
内容量　600g、（白鷺宝6、玉しずく3、

茶ちゃ3、最中6）
製造元　（株）浦和花見
　　　　浦和区高砂1-6-10
　　　　 048-822-2573
販売先　同店、伊勢丹浦和店、そごう

大宮店、浦和観光案内所

　栗をあんでつつんだお菓子。大納言
でつつんだ小倉の里、黄身あんでつつ
んだ黄身の里、カステラ種で焼き上げた
五月雨の三種の味が楽しめます。
価　格　1,600円（税込）
内容量　8個入（小倉の里4、黄身の里2、

五月雨2）
製造元　（有）福呂屋本店
　　　　大宮区宮町4-145
　　　　 048-641-2968
販売先　同店、ルミネ大宮店

　その昔、畠山重忠が陣を構えたと言われる地
名から命名されました。ねぎの風味と味噌の味
覚がマッチした逸品です。
価　格　1,050円（税込）
内容量　16枚入
製造元　（株）片岡食品
　　　　中央区上峰1-19-8　 048-853-1834
販売先　同社直売店、イオン与野ショッピングセ

ンター、ステラタウン

地 酒

煎 餅

洋菓子

洋菓子

和菓子

和菓子

洋菓子

白鷺宝と最中詰め合わせ

氷川の杜サブレ
大手門大吟醸

彩果の宝石

かやの木ロール

陣屋 ねぎみそ煎餅

八雲の宮のぐり

イタリア料理イルクオーレ●素敵屋さん●あるぴいの銀花ギャラリー
お菓子やさん（工房本店・高島屋大宮店）●逸品屋さん●貸しギャラリー多羅葉

048-601-0009 http://www.taisei.co.jp/museum

「ジョン・レノンのパスポート全公開」

■住　所：さいたま市中央区新都心８番地 さいたまスーパーアリーナ内
■開　館：午前11時～午後６時
■休　館：毎週火曜日（祝日の場合は翌水曜日）、年末年始
■入場料：大人1,500円/高大生1,000円/小中生500円
　　　　（料金はすべて税込です。）

ジョンの最後のパスポートを世界初公開

4月23日(土)～9月5日(月)
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コンベンションコンベンション

　さいたま市内の観光・文化スポットを

紹介したさいたま市観光ガイドマップ「さ

いたまップ」と、コンパクトで手軽に持

ち歩けるさいたま市観光地図「ポケナビ

さいたま」を4月に改訂しました。

観光・コンベンションなどで来訪される

方はもちろん、どなたにでも無料でお配

りしています。是非ご利用ください。

　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、詳細かつ分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おります。

　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グをご用意しました。

コンベンション主催者の皆様は是非ご利用ください。

　美しい響きで時を告げる「時の鐘」、全国一の生産高・出荷高を誇る地

場産業の「人形産業」など、歴史に彩られた伝統や文化の薫るまち「岩槻

区」を散策しませんか？地元を愛するボランティアガイド会がおもてなし

の心でご案内いたします。

●参考コース（所要時間約3時間半）

　岩槻駅前……人形会館……市宿通り……郷土資料館……八雲神社……

　芳林寺……酒蔵資料館……田中保生家跡……時の鐘……浄安寺………

　久伊豆神社……岩槻城址公園……岩槻駅

※この他にも希望コースを設定できますので、お申し込みの際にご相談く

ださい。

申込書に参加者名簿を添えて、利用予定日の15日前までにお申し込

みください。

利用にあたっての費用は……

お一人200円（諸手続連絡費用＋国内旅行総合保険料）×参加人数

さいたま市観光ガイドマップさいたまップ・
さいたま市観光地図ポケナビさいたまを改訂しました

さいたまコンベンション施設ガイドを改訂しました

コンベンションバッグが出来ました

「岩槻観光ボランティアガイド会」のご案内

ご利用にあたって

〒330-0846　さいたま市大宮区大門町3-1　大宮区役所東館2F

(社)さいたま観光コンベンションビューロー　観光事業担当

TEL048-647-8339　FAX048-647-0126

お問い合わせ・お申し込み

新幹線5路線直通　東京から30分！
アクセス抜群の「さいたま市」でコンベンション開催はいかがですか？

SCVB支援メニューのご紹介

社会福祉・地域社会に貢献する関東自動車グループ  

〒330-0063　さいたま市浦和区高砂3-6-18　けやきビル2F
TEL 048-831-2611㈹　FAX 048-825-6620　http://www.kanto-m.co.jp　　 　　

お問い合わせ……

コンベンション事業担当　TEL048-647-0788

・最適会場の提案

・宿泊施設の紹介

・コンベンション開催準備資金の貸付

・コンベンション関連企業などの紹介

・アトラクションなどの紹介

・アフターコンベンションの紹介・相談

・会場・観光地などの写真貸し出し

・市民への広報

・さいたま新都心駅への歓迎看板掲出

・お土産品販売コーナーの設置

・観光マップ・パンフレットの提供

・コンベンションバッグの提供

　 など

URLでは詳しくご紹介

していますので、是非

ご覧ください。

www . s c v b . o r . j p

または「さいたま観光」

でネット検索！！

利用時間は以下のとおりです。（時間については、ご相談に応じます。）

4 月～10月は9：00～16：00

11月～ 3 月は9：30～15：00

原則として5人以上の個人・団体などでご利用できます。1

2

3

4

(※団体は2口以上)



18 19

コンベンションカレンダーコンベンションカレンダー

大宮ソニックシティ・クラシックコンサートのご案内

第４回 さいたま新都心けやきひろば 水かけまつり＆アジアンフェスタ

同時開催！！さいたま市消防フェア2005

第34回 全国消防救助技術大会

　全国消防救助技術大会は、各種災害から地域住民の安全を守るために全国の消防隊員が日

頃錬成した救助技術を、相互に披露・研さんする場として、毎年、財団法人全国消防協会の

主催で開催されています。今大会も全国9ブロックから選抜された829名（陸上の部568名・

水上の部261名）が出場し、ロープを使用した引揚救助やプールを使用した水中検索救助な

ど、陸上の部は8種目、水上の部は7種目に分けられ、隊員たちの熱戦が繰り広げられます。

（一般見学可）

講　師：平田オリザ 氏（演出家・桜美林大学文学部教授）

テーマ：「対話の時代の看護・医療」

日　時：平成17年7月24日(日)15:30～17:00（受付開始15:00～）

会　場：大宮ソニックシティ大ホール（大宮区桜木町1-7-5）

交　通：JR大宮駅西口から徒歩3分

参加費：500円

日　時：8月20日(土)～8月21日(日)

時　間：20日（11:00～18:00）21日（11:00～17:00）

　　　（水かけは両日とも13:00～15:00）

会　場：さいたま新都心けやきひろば

内　容：●水かけまつり

 ●アジアンマーケット（フード・ビール・ドリンク・物販販売）

 ●アジア各国民族舞踊・民族音楽のパフォーマンス

 ●ムエタイのデモンストレーション

　タイをはじめ東南アジア各国で、豊作や無病息災を祈願して行われる水かけまつり（ソン

クラーン祭り）を、さいたま新都心オリジナルとしてアレンジしたお祭り。水鉄砲やコップ

などで、大人から子供まで水をかけあって楽しみます。また、アジアンフードの屋台やアジ

ア各国の舞踊やムエタイショー、アジア舞踊＆ショーなど、けやきひろばはアジアのムード

満点に。夏休み最後の週末はけやきひろばでお楽しみください。

SONIC-CITYオペラ 2005

◆ プラハ国立歌劇場「アイーダ」

　アイーダ役：マリア・グレギーナ

　10月20日(木)18:30開演（S席￥20,000～）※お得なグループ券有り

SONIC-CITY 2005 シーズンコンサート

◆ 諏訪内 晶子＆ヨーロッパ室内管弦楽団

　ヴァイオリン：諏訪内 晶子　オーボエ：フランソワ・ルルー

　12月17日(土)15:00開演（S席￥9,000～）※お得なグループ券有り

日本フィル SONIC-CITY さいたまシリーズ2005＜秋シリーズ＞

◆第31回さいたま定期演奏会

　指揮：北原　幸男　ピアノ：中村　紘子

　9月30日(金)19:00開演（S席￥5,000～）

◆第32回さいたま定期演奏会

　指揮：ハマー・ジョルト　ピアノ：伊藤　恵

　11月18日(金)19:00開演（S席￥5,000～）

◆第33回さいたま定期演奏会

　指揮：小林　研一郎　ソプラノ：鈴木　慶江

　06年 1月13日(金)19:00開演（S席￥5,000～）

　※お得な市民割引有り　さいたま市在住・在勤の方は、上記の3公演の全席を一般価格より

 １枚1,000円引きで購入いただけます。

　アトラクションショーや各種消防車両の展示・

体験コーナーなど、楽しいイベントも開催さ

れますので、是非ご来場ください。

日本看護学教育学会 第15回 学術集会 特別講演

一般公開講座のお知らせ

さいたま市内で行われる主なコンベンションのご紹介です。

平成17年度
透析療法従事職員研修

第12回
日本義肢装具士協会
（ＰＯアカデミー）研究会

第34回消防救助技術
関東地区指導会

日本看護学教育学会
第15回学術集会

第52回
全国国公立幼稚園
教育研究協議会埼玉大会
第53回
全国商業教育研究大会
埼玉大会
第48回
全国肢体不自由養護学校
ＰＴＡ連合会総会

第34回
全国消防救助技術大会

自動車総連第34回大会

第30回
建築士事務所全国大会
埼玉大会

大宮ソニックシティ

大宮ソニックシティ

陸上の部 岩槻文化公園
水上の部 大宮公園水泳場

大宮ソニックシティ

大宮ソニックシティ

大宮ソニックシティ

大宮ソニックシティ

陸上の部 岩槻文化公園
水上の部 大宮公園水泳場

大宮ソニックシティ

大宮ソニックシティ

2,000

1,000

1,000

1,000

1,500

500

1,000

1,500

2,000

2,000

関係者のみ

関係者のみ

一般見学可

市民公開講
座あり　　
右記参照

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

一般見学可
下記参照

関係者のみ

関係者のみ

7/8～9

7/16～17

7/20

7/23～24

7/29～30

8/3～5

8/22～23

8/25

9/8～9

9/16

お問い合わせ…

さいたま市消防局警防部予防課広報担当まで

048-833-7230

■日　時：平成17年8月25日(木)10:30～15:00

■会　場：岩槻文化公園

■期　日：平成17年8月25日(木)

■会　場：陸上の部／岩槻文化公園・水上の部／大宮公園水泳場

お問い合わせ…同大会開催地事務局（さいたま市消防局消防総務課内） 048-833-1481

お問い合わせ：株式会社さいたまアリーナ　 048-601-1122

チケットのお申し込み・お問い合わせ／大宮ソニックシティホール

048-647-7722（9時～18時／日曜・祝祭日を除く）

北原　幸男 中村　紘子

名　称 開催日 開催場所 参加者
（人数） 備　考

平成17年
7月～9月
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コンベンション施設コンベンション施設
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
URL:http://www.withyou-saitama.jp/
JRさ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/
JR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㎡）

コミュニティプラザCORSO　 048-824-5555
URL:http://urawa-corso.com/ JR浦和駅西口徒歩1分■ホール（500席）

埼玉会館　 048-829-2471　URL:http://www/saf.or.jp/ JR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㎡）

埼玉教育会館　 048-832-2551 JR浦和駅西口徒歩10分
■各種大小会議室（計11室 24～190㎡、口型12席～スクール180席）

さいたま市産業文化センター　 048-854-0486 JR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/ JR浦和駅東口からバス約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
URL:http://www.saitama-culture.jp/ JR浦和駅西口からバス約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）

さいたま市地域中核施設プラザウエスト　 048-858-9080
　JR浦和駅西口からバス約30分■さくらホール（1,014㎡、402席）
■多目的ルーム（334㎡、250席）■その他の会議室（計8室 51～132㎡）

さいたま市文化センター　 048-866-3171
URL:http://www.saitama-culture.jp/ JR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㎡）

市民会館いわつき　 048-756-5151
URL: http://www.saitama-culture.jp/ 東武野田線岩槻駅東口から徒歩25分
■ホール（622席）■その他の集会室（計9室 37.5㎡～112.2㎡）

さいたま市民会館うらわ　 048-822-7101
URL:http://www.saitama-culture.jp/ JR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
URL:http://www.saitama-culture.jp/ JR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/ JR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/
JR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）

JA共済埼玉ビル　 048-644-2271 URL:http://www.ja-kyosai-saitamabuil.co.jp/
東武野田線北大宮駅徒歩4分■主要会場（大会議室350㎡、スクール300席）
■その他会議室（計24室 53～191㎡）

アウルホテル大宮　 048-650-1111　URL:http://www.owl-hotels.co.jp/
JRさいたま新都心駅東口徒歩6分■主要会場（会議室76.3㎡、口の字型20席）

アルシェロイヤルホール　 048-648-0090
URL:http://www.arche-royalhall.co.jp/ JR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㎡）

浦和東武ホテル　 048-825-4711　URL:http://www.tobu.co.jp/hotel/urawa
JR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 JR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㎡）

浦和ワシントンホテル　 048-825-4001　URL:http://www.urawa-wh.com/
JR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 東武野田線大宮公園駅徒歩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.omiya-sunpalace.com/
JR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 36～215㎡）

大宮ラフォーレ清水園　 048-643-1234　URL:http://www.shimizuen.co.jp/
JR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 63～385㎡）

ときわ会館　 048-822-4411　URL:http://www.tokiwakaikan.or.jp/
JR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㎡）

バイオランドホテル本館　 048-648-0010　URL:http://www.pioland.co.jp/
JR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/
JR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/
JR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
URL:http://www.chikyosai.or.jp/bessyonuma-kaikan/
JR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/bellevie/
JR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㎡）

ホテルブリランテ武蔵野　 048-601-5555　URL:http://www.hotel-brillante.com/
JRさ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 JR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/ JR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　URL:http://www.yonodaiichi-hotel.com/
JR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/
JR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㎡）

会議室・展示会／イベントなど多目的施設 ホテルなどの施設（会議／展示会などにご使用の場合）

ご婚礼 ご宴会

大　宮
ラフォーレ
さいたま市大宮区東町2ー204　TEL048ー643ー1234　www.shimizuen.co.jp 〒330-0063

さいたま市浦和区高砂4-10-15
048-861-4122
048-861-4135

http://www.joy.co.jp/primrose/
E-mail:primrose@arion.ocn.ne.jp

TEL
FAX
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宿泊施設宿泊施設

アウルホテル大宮

浦和東武ホテル

浦和ロイヤルパインズホテル

浦和ワシントンホテル

ときわ会館

パークプラザ大宮

パイオランドホテル本館

パレスホテル大宮

ビジネスホテルグリーン

プラザホテル浦和

プリムローズ有朋

別所沼会館

ホテルニュー埼玉

ホテルブリランテ武蔵野

HOTELメイン

ホテルメッツ浦和

マロウドイン大宮

与野第一ホテル

ラフレさいたま

大宮国体記念会館

三楽荘

新道山家

はかま田旅館

割烹旅館東山

ビジネスホテルあさや

ホテル一松

ホテルミウラ

三松旅館

旅館いけだ

JRさいたま新都心駅東口徒歩6分

JR浦和駅西口徒歩10分

JR浦和駅西口徒歩7分

JR浦和駅西口徒歩3分

JR浦和駅西口徒歩18分

JR大宮駅東口徒歩3分

JR大宮駅東口徒歩3分

JR大宮駅西口徒歩3分

JR北浦和駅西口徒歩2分

JR中浦和駅東口徒歩1分

JR浦和駅西口徒歩18分

JR中浦和駅東口徒歩10分

JR南浦和駅東口徒歩2分

JRさいたま新都心駅西口徒歩5分

JR大宮駅西口徒歩1分

JR浦和駅西口徒歩0分

JR大宮駅西口徒歩3分

JR大宮駅西口車5分

JRさいたま新都心駅西口徒歩7分

東武野田線大宮公園駅徒歩3分

東武野田線北大宮駅徒歩5分

JR大宮駅東口車5分

東武野田線北大宮駅徒歩7分

東武野田線大宮公園駅徒歩12分

東武野田線大宮公園駅徒歩7分

東武野田線岩槻駅徒歩10分

東武野田線岩槻駅徒歩5分

東武野田線北大宮駅徒歩10分

JR浦和駅西口徒歩5分

宿泊施設名 電話番号 料金（円） 部屋数 アクセス セールスポイント

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。
Ｓ＝シングル Ｄ＝ダブル T＝ツイン/サービス料込（又は無）・消費税込/※＝サービス料別

048-650-1111

048-825-4711

048-827-1111

048-825-4001

048-822-4411

048-643-5811

048-648-0010

048-647-3300

048-831-2830

048-863-5111

048-861-4122

048-861-5219

048-884-2111

048-601-5555

048-648-8886

048-826-0011

048-645-5111

048-852-6161

048-601-1111

048-643-1515

048-644-4411

048-641-0501

048-641-8598

048-641-2615

048-642-3517

048-797-1918

048-758-0037

048-644-1515

048-829-2881

S6,700～
 T13,000
S10,395～
D15,592
S13,860
D/T25,410
S8,600～
T16,600
S6,825

  T1人5,250
カプセル3,465
ビジネス4,930
S7,000～
D10,000
S11,025※
T18,900※
S5,700
T9,400
S7,245
T11,970～

和室5,082～7,276

1室2名以上1人5,197
1室１名5,775
S6,800～
T12,500
S8,085～
T15,015～
S7,875～
D/T13,650～
S9,000
T15,000
S7,350～
D10,500～
S6,200～
T12,000～
S9,030～
T17,220～
1人4,500

2名以上1人3,500
2食付6,825
食無5,250

2食付12,600～
食無7,350～

2食付6,800

2食付12,000～

団体長期2食付6,800～
S6,000

2食付6,000～

S5,800
T9,000

2食付6,825～
食無5,250̃
2食付9,450～
朝食付7,980～

108

103

196

140

15

108

122

204

16

115

5

10

108

65

54

62

251

117

187

18

18

12

6

13

8

10

10

9

19

ホ

テ

ル

旅

館

さいたまスーパーアリーナから徒歩5分、
アクセス抜群。

浦和駅よりアクセス便利。パーティー、宿泊に。

ゆったりとした空間でくつろげます。

駅からのアクセスが抜群です。

さいたま市役所裏。研修会議、宿泊に。

宿泊者は大浴場・サウナが無料で使えます。

交通至便。心から落ち着ける空間。

快適なホテルライフをお届けします。

駅から近く、静か。連泊の方はランドリー無料。

ボウリング場隣接。

宴会から会議、婚礼、宿泊など幅広く使えます。

別所沼公園内。レストランあり。

駅から近く、ビジネスにも観光にも便利。

あなただけの快適なプライベートタイムをお約束いたします。

大宮ソニックシティ・さいたまスーパーアリーナへ便利。

浦和駅隣接。ビジネスにも観光にも便利。朝食付。

大宮駅に近くビジネスにも観光にも最適。

さいたま新都心に、アクセス容易。

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。

大宮公園隣接。周囲には博物館、盆栽村があります。

ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。

老舗の料理旅館。月替わりの会席料理が好評。

氷川神社近し閑静。家庭的な雰囲気の旅館。

美と味の粋を極めた本格的な懐石料理の宿。

県営サッカー場、野球場、テニスコート近し。

一名様からご家族、団体まで。当日予約も可能ですのでビ
ジネスにおすすめ。
城下町にふさわしい創業二百年。会席料理「鮒又」の宿泊
施設。ご宴会もどうぞ。

ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。

老舗料亭旅館。宿泊、宴会、会席料理まで。

乗りこしても、改札機で自動精算。

お買いものにも使える！

1

パスケースに入れたまま、タッチ＆ゴー。2

3

紛失しても、再発行できる！（Suica定期券のみ）4

5
SuicaはJR東日本の登録商標です。

詳しくは、Suicaご利用可能エリア内の主な駅にあるパンフレット、またはホームページ（http://www.jreast.co.jp/suica/）をご覧ください。

Suica定期券 Suicaイオカード「Suica」は、こんなに便利です。

大宮支社

東

経由　東北・赤羽（埼京線）池袋（山手線）

１４.３.２５ ヒガシニホン　タロウ様 大宮駅発行３

４３才　男

４月１日から

まで

No-００００１

大 宮 ←→ 新 宿

１7.   9. 30

通勤6箇月

６５０２０円

年中無休・24時間営業
サウナ&ホテル

JR大宮駅東口徒歩

さ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㈹　FAX048（643）3137


