
古紙配合率100％再生紙を使用しています。 

〒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

TEL 048-644-1144 
TEL 048-824-0333 
TEL 048-834-6166 
TEL 048-600-0070

■ 
■ 
■ 
■ 

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.11 2005 autumn 

さいた
まの今をお届けする地域情報誌

10月～2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.11 2005 平成17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 

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 

26

27

28

29

30

31

32

33

34

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

16：00

15：00

14：00

FC東京 

セレッソ大阪 

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 

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 

‥‥‥‥ホームゲーム 

14：00

14：00

15：00

15：30

長居 

柏 

神戸ウイ 

大分ス 

●JR「大宮駅」東口より 
徒歩約20分、 
またはタクシーで約10分 

〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4　tel：048-644-1961 
※駐車場はありません。 

至上尾 

至浦和 

さいたま 
春日部線 

大宮 
Loft

高島屋 

● BOOK OFF

旧
中
山
道
 

氷
川
参
道
 

産
業
道
路
 

東
口
 

Ｊ
Ｒ
線
 

大宮アルディージャクラブオフィス 
クラブショップ「オレンジスクウエア」 

さいたま市 
大宮公園サッカー場 

UFJ銀行 

交番 
大
宮
区
役
所
 

大宮小 

一の
宮通
り(オ
レン
ジロ
ード
)

● 埼玉りそな銀行 ● 

● 

●JR「大宮駅」東口下車、 
国際興業バス「遵守循環」行きで 
「大宮公園サッカー場」バス停にて下車 

●東武野田線「北大宮駅」、 
「大宮公園駅」より、 
それぞれ徒歩約10分 

さいたま市大宮公園サッカー場 

大
宮
駅
 

さいたまのさいたまの

みぃつけた!
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バナー広告を募集しています 英語版ホームページがリニューアル！ 

英語版ポケナビさいたま出来ました！ 

さいたまタウンTV11月より放送開始！ 

　さいたま市を訪れるビジター向けの観光地図“ポケナビさい
たま”に英語版が出来ました。市内のコンベンション施設から
各観光スポットなどへの位置関係が分かる全体図や主要駅前周
辺図、本市へのアクセス方法、鉄道路線図、便利な電話一覧な
どを掲載していますので、是非ご活用ください。 

　MSR株式会社が、11月1日より大宮駅
周辺並びに、さいたま新都心「さいたまス
ーパーアリーナ」周辺を含めた計7カ所の
集客スポットに、街頭映像ビジョンを設置
して、地域コミュニティメディア「さいた
まタウンTV」の配信をスタートさせます。
番組内容は大宮アルディージャなどに特化
したタウンTVならではのコミュニティ情
報を発信。WEBや携帯サイトとも連動させ、
新しい地域PR活動を推進します。 

お知らせ お知らせ 

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 

１8.   2. 28

通勤6箇月 

６５０２０円 

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　 　 　　 

一番街が 変わります 

広告のお問い合わせは… 
総務担当 
　048-647-8338 
または 
指定広告代理店 
㈲フィーコデザイン 
　048-836-5433へ 
http://www.feeco.jp/ad/

1日1,000件以上のアクセス！ 
新料金なんと1ヶ月5,000円から 
さらにビューロー会員は20%OFF

トップページ以外の広告枠もはじめました。 

トップページ画面 
　画面はイメージです。 

値下げ 
しました！ 

広告スペース 

広告 
スペース 

さらに！ 

新サービス 
さらに！ 

新サービス 

ターゲットを絞った 
効果的な広告が期待 
できます。 

お問い合わせ…MSR株式会社　〒330-0841 さいたま市大宮区東町2-284冠木ビル1F 
 　048-650-9201　FAX 048-650-9202 
 E-mail info@msr.ne.jp　URL http://www.msr.ne.jp

(年内のみ)

以下のアドレスからご覧ください。http://www.scvb.or.jp/e/
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観　光 観　光 

第4回 クリーンさいたま釣りの祭典 

与野停車場通り 第14回 大正時代まつり 

第41回 人形供養祭 

　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
The MATSURIサミットが実施されるほか、サブイベントとして、お祭り
パフォーマンスやフリーマーケットなども開催します。 

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事務局」 
　　　　　　　　048-829-1365　ホームページ www.saitamatsuri.com

お問い合わせ…観光事業担当　　048-647-8339

10月7日(金)までに、所定の申込書に必要事項を記入し、直接、さ
いたま新都心観光案内所（さいたま新都心駅自由通路内）、北浦和イ
ンフォメーションセンター（JR北浦和駅東口）、浦和観光案内所（JR
浦和駅西口）または指定釣具店（店名は、問合わせ照会）へ。 

平成17年 
10月8日(土) 10:00～16:30 

9日(日) 10:00～19:30 
※雨天の場合、飲食・物販テントを
除いた全ての屋外イベントは中止。 

さいたまスーパーアリーナ・ 
さいたま新都心駅周辺【中央区】 

JRさいたま新都心駅から徒歩すぐ 

平成17年10月16日(日) 
7：00～14：00 ※小雨決行 

びん沼川（三本木橋～びん
沼橋）【西区】 

小学生以上 

500人（先着順） 

高校生以上500円、 
小・中学生300円、 
ファミリー500円（放流・保険料） 

平成17年10月29日(土) 10:00～17:00 ※雨天の場合は翌日に順延。 

与野駅西口駅前通り周辺【中央区】 

JR与野駅西口から徒歩すぐ 

平成17年11月3日(木・祝) 
10:00～14:00 ※雨天決行 

岩槻城址公園内人形塚前
及び黒門周辺【岩槻区】 

東武野田線岩槻駅東口から
徒歩25分 

　自然環境を大切にすることを目的に、釣りを通して気長な一日を過ごしても
らう内容です。また、金魚すくいやザリガニ釣りなどお子様も楽しめるイベント
もたくさんあります。 

　芸者や舞妓、軍人などの衣装を着用し、大正時代の雰囲気を醸し出す仮装パ
レードのほか、太鼓演奏、阿波踊り、骨董市などがおこなわれます。また、当
日会場内では観覧馬車が運行し、射的などの模擬店もあり、昔なつかしい風情
を感じることができます。 

お問い合わせ…大正時代まつり実行委員会（さいたま商工会議所与野支所内） 
　　　　　　　　048-855-8011 URL…http://www5b.biglobe.ne.jp/̃taisyou/

お問い合わせ…岩槻人形協同組合事務局　　048-757-8881 
　　　　　　　URL…http://www.doll.or.jp/

　飾らなくなったり、壊れたり、使
わなくなった人形を黒門のまわりに
並べ、僧侶の読経のもとに参加者が
焼香し、供養札とともにお焚き上げ
をして冥福を祈ります。 

日　時 

日　時 

会　場 

対　象 

定　員 

参加費 

お申し込み 

会　場 

交　通 

日　時 

日　時 

会　場 

交　通 

会　場 

交　通 

秋から冬にかけてのイベントのご案内です。 

埼玉という地元があるから《 》は頑張れる 

http://www.saishin.co.jp

2005
さいたま市・岩槻市 
合併記念 
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与野七福神行列 

十二日まち(じゅうにんちまち)

十日市（とおかまち） 

第5回さいたま市観光写真コンクール 
さいたま市・岩槻市 
合併記念 

　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。神社
境内や参道近くには、縁起物の熊手や食べ物などの露店が約千三百店も立ち並
び、福をのぞむ多くの人々で夜遅くまで賑わいます。 

　明治時代から続く大歳の市。調神社境内や中山道では、縁起物の熊手や食べ
物などの露店が約八百店も立ち並び、福をのぞむ多くの人々で夜遅くまで賑わ
います。 

※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(金)…10:00～翌日の10:00（氷川神社二の鳥居～大宮公園サッカー場） 
10日(土)…10:00～22:00（氷川神社参道周辺） 

お問い合わせ…観光事業担当　　048-647-8339

※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。 
12日(月)時間未定（中山道県庁通り～岸町交番及び調神社周辺道路） 
※駐車場はございませんので、お車でお越しの場合は浦和駅周辺の有料駐車場
をご利用ください。 

お問い合わせ…観光事業担当　　048-647-8339

平成17年12月10日(土) 

武蔵一宮氷川神社境内及び
氷川参道【大宮区】 

JR大宮駅東口から徒歩20分・ 
東武野田線北大宮駅または
大宮公園駅から徒歩10̃15分 

日　時 

会　場 

交　通 

 仮装した七福神の行列が各寺社をま
わります。七福神からご宝銭を授かり
ましょう。 

七福神出演者大募集！　七福神に仮装して1月3日の七福神行列に参加
していただける方を募集します。衣装はすべてお貸しし、当日本部にて着付
けいたします。また、弁財天のみ女性限定です。男女とも年齢制限はありま
せんが、約3kmのパレードができる方に限ります。希望者が多数の場合は審
査をおこないます。お申し込み締め切りは11月10日(木)までです。 

お問い合わせ…与野七福神奉賛会事務取扱い(奥野)　　048-852-6212

平成18年1月3日(火) 
11:30～14:00 

中央区周辺 

弁 財 天（弘法尊院） 

毘沙門天（鈴谷大堂） 

布 袋 尊（円 福 寺） 

大 黒 天（円 乗 院） 

寿 老 神（天祖神社） 

恵比須神（一山神社） 

福 禄 寿（正 円 寺） 

日　時 

会　場 

コース 

お問い合わせ…　048-647-8339

題　　材 

サ イ ズ  

応募点数 

締め切り 

入賞発表 

表 彰 式  

応募方法 

応 募 先  

入賞作品展示 

賞及び賞金 

平成17年12月12日(月) 

調神社及びその周辺 
【浦和区】 

JR浦和駅西口から 
徒歩7分（調神社まで） 

日　時 

会　場 

交　通 

さいたま市内の各所・風景・文化財・そのほか市内で行われる行催事など
で、平成17年中に撮影された未発表の作品。 

カラー、白黒ともに四つ切り（ワイド可）※八つ切不可 

1人5点以内 

平成17年12月28日(水) 

平成18年2月上旬 

平成18年2月下旬 

平成18年3月に展示会を予定 

推薦1名、賞金5万円ほか、特選、
準特選、入選、佳作あり 

所定の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。 

(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 
〒330-0846 さいたま市大宮区大門町3-1大宮区役所東館2階 

〒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。 

　 
　　 　 
         

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

第4回推薦入賞作品『ヤットサーヤットサー』 

だいとうさい 

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

１ 

２  

３  

４  

５  

６  

７  

唯一の女神で、学問・ 
芸術・財運の神。 

鎧・兜を身につけた 
知恵と勇気の守り神。 

未来予知が出来る福徳の神。 
背中にも目がある。 

右手に小槌、左肩に 
袋を下げた蓄財の神。 

老子の化身で、1500歳の 
超長寿を全うした長寿の神。 

商売繁盛の神。 
七福神では唯一の日本の神。 

幸福(福)と高給(禄)と 
長寿(寿)の神。 ※予定 
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ひ
な
人
形 

五
月
人
形 

七五三フェア 19,800円より 
衣装レンタルから写真撮影、お出かけ準備まで 

海外のおみやげに 
　日本人形・和風小物を 

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 

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。 

最新出土品展
 

 

’05さいたま市 
みどりの祭典 

さいたま市・岩槻市合併記念 
さいたま市民まつり「咲いたまつり2005」 

田島の獅子舞 
〔市指定無形民俗文化財〕 

南部領辻の獅子舞 
〔市指定無形民俗文化財〕 

クリーンさいたま釣の祭典 
 

第38回大宮フリーマーケット 
 

エネルギー学フェスタ2005 
inさいたま新都心 
 
 
浦和宿ふるさと市

 
 

与野停車場通り第14回大正時代まつり 
 

桜区再発見講座 
 

緑区かかしランド２００５ 
 

コスモスまつり ①西区植水地区 

 ②岩槻区南下新井地区 

 ③北区大砂土地区 

 ④見沼区膝子地区 

 ⑤見沼区大谷地区 

第４回さいたま市美術展覧会 
 

宝くじスポーツフェア“ドリーム・ベースボール”
～名球会・ＯＢクラブがやって来る～ 

西区少年少女サッカー教室 
 

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入賞作品展 

第41回人形供養祭
 

 

国際漫画フェスティバル・インさいたま
２００５ 

秋の盆栽展 
 

北区民まつり 
 
さいたま市・岩槻市合併記念 
東浦和駅前クリスマスツリー点灯式 

第５回子ども文化祭 
 

2005大宮区民ふれあいフェア 
 

第三回さいたま市郷土芸能のつどい 
 

コルソ骨董市 
 

DOMショッピングセンター1F特設会場 
岩槻郷土資料館 

大和田市民プール駐車場、 
大和田緑地公園 

さいたまスーパーアリーナ・ 
さいたま新都心駅周辺 

田島氷川神社・ 
四谷稲荷神社 

鷲神社 
 

びん沼川(三本木橋～びん沼橋) 
 

大宮駅東口銀座通り・ 
一番街通り 

さいたま新都心けやきひろば
サンクンプラザ 

 
 
調神社(裏参道)公園

 
 

与野駅西口駅前通り周辺 
 

桜区塚本堤外 
 
緑区役所 1階 区民ホール 
大崎公園 緑の広場 

①加茂川団地東側 

②コスモスの散歩道 

③市営大宮球場北側 

④膝子直売所西側　　 

⑤環境整備センター南側 

県立近代美術館・うらわ美術館 
 

さいたま市営大宮球場 
大宮体育館 

秋葉の森総合公園 
 

そごう大宮店３階・ 
ビックカメラ連絡通路 

岩槻城址公園内人形塚前及び
黒門周辺 

大宮西口共同ビル(ＤＯＭ1・2階) 
 

大崎園芸植物園花き集荷施設 
 

市民の森 見沼グリーンセンター 
 

東浦和駅前広場 
 

プラザイースト　ホール 
 
大宮ソニックシティイベント
広場ほか 

大宮ソニックシティ 
小ホール 

コルソ7Fホール 
 

さいたま市文化財保護課 
�048-829-1724 

さいたま市公園みどり課　 
�048-829-1423 

さいたま市民まつり実行委員会 
�048-829-1365 

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 

(社)さいたま観光コンベンションビューロー 
�048-647-8339 

大宮フリーマーケット実行委員会
�048-641-2190 

主催：経済産業省 関東経済産業局
㈱セレスポ　　048-825-3271 
 

事務局(拓也コレクション) 
　048-875-5156 
 

大正時代まつり実行委員会(さいたま商工
会議所与野支所内) 　048-855-8011 

桜区コミュニティ課 
　048-856-6130 

緑区かかしランド２００５実行委員会 
�048-712-1131 

 

大宮区地域経済課 
�048-646-3094 
 

 

さいたま市生涯学習振興課 
�048-829-1703 

さいたま市政策局政策企画部 
スポーツ企画課 �048-829-1058 

西区コミュニティ課  
�048-620-2621 

さいたま市ユーモアセンター設立準備実行委員会
（さいたま市文化振興課内）�048-829-1226 

岩槻人形協同組合事務局 
�048-757-8881 

さいたま市ユーモアセンター設立準備実行委員会
（さいたま市文化振興課内）�048-829-1226 

農業者トレーニングセンター 
�048-878-2026 

北区民まつり実行委員会（北区コミュ
ニティ課内）�048-669-6021 

東浦和駅前クリスマスツリー点灯式
実行委員会 �048-712-1131 

さいたま市生涯学習振興課 
�048-829-1703 

2005大宮区民ふれあいフェア実行委員会
(大宮区コミュニティ課) �048-646-3020 

さいたま市文化財保護課 
�048-829-1723 

事務局(拓也コレクション) 
　048-875-5156 

発掘調査で出土した最新の資料を一般に展示公開。 
 

雑木林体験、竹・わら細工、みどりのコンサートほか、自然
や保全活動についてのパネル展示など。 

市民相互の交流と融和を図り、「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。 

田島氷川神社、四谷稲荷神社と区を越えて2ヶ所で奉納。
厳かな舞の中にも大獅子の弓掛けは圧巻。 

午後1時と午後3時の2回奉納。舞の演目「お神楽」の場面
では、小銭を半紙に包んだ「花」が多く投げ入れられ華やか。 

釣を楽しみながらクリーン活動も行うという趣旨の祭り。
釣競技のほか、抽選会やプロによる講習など。 

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。 
 

サイエンス実験教室、ソーラーカー工作教室、クイズラリー
など、エネルギーや地球温暖化防止を身近に楽しく学べ
ます。　http://www.kanto.meti.go.jp/event 

全国の古民具・骨董・アンティークの店が大宮に大集合します。
小雨決行です。 
 

大正時代の仮装パレードのほか、与野鴻沼太鼓、富くじなど
が行なわれる予定です。また、各種模擬店も出店されます。 

桜区の自然や歴史を散策しながら学びます。 
 

区内の幼稚園、保育園、児童クラブ、小学校の子どもたち
が作った案山子が展示されます。 

 

コスモスの摘み取り(有料)、地元野菜の直売、各種模擬店
など。

 

 

 

市内在住の方々が出品した、日本画、洋画、彫刻、写真、
工芸、書の6部門の美術作品が市内2会場に展示されます。 

金田正一氏による「ふれあい講演会」、名球会・ＯＢクラブ
チームと対戦「ドリーム・ベースボール」など。 

ドリブル、パス、コントロール、などの基本的技術練習、また
ミニゲームが行われます。 

「ユーモア」をテーマにした写真コンテストの入賞作品展です。
選び抜かれた84点の傑作作品が展示されます。 

古くなったり、壊れたりして飾らなくなった人形を供養します。 
 

国内外の漫画家の一枚漫画の展覧会です。市民漫画展の
入賞作品も展示されます。土日には似顔絵コーナーを開催。 

盆栽の展示と即売会が行われます。 
 

熱気球の体験飛行、ステージ発表、模擬店、フリーマーケット、
スポーツイベント、ふわふわトランポリンほか。 

クリスマスツリーの点灯、地元小･中･高校生による演奏、
コーラスなどが行われます。 

地域や学校で、子どもたちを中心に活動する、太鼓・日本
舞踊などの文化団体の発表会が行われます。 

区民間の交流や地域の特徴、文化を知ることを目的に、
地域主体・区民参加型のイベントが開催されます。 

獅子舞、祭ばやし、古式土俵入り、木遣歌などの指定無
形(民俗)文化財を公開。入場無料。 

蚤の市では見られないような貴重な品々もご覧になれます。 
 

 

※
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容
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名　　称 開 催 日  開催場所 問い合わせ先 主 な 内 容  

平成17年10月～ 
平成18年 2 月 イベントカレンダー 

 

9/29～10/4 
10/6～23 

10/1・2 
 

10/8・9 
 

10/9 
 

10/16 
 

10/16 
 

10/16 
(雨天23日) 

10/22 
(雨天決行) 
 

10/22・11/26 
12/24・1 /28 

2/25 

10/29 
(雨天翌日) 

10/29
 

 

10/29～11/10 
11/12(雨天13) 

①10/22･23 

②10/22･23 

③10/29(雨天30) 

④10/29(雨天30) 

⑤11/3（雨天5) 

10/30～11/5 
(10/31・11/4休館) 

10/30 
 

10/30 
 

11/1～7 
 

11/3 
 

11/3～8 
 

11/12・13 
 

11/5 
(雨天6日) 

11/5 
(小雨決行) 

11/5 
 

11/5 
(雨天一部6日) 

11/6 
 

11/9・10 
 

まな 



〒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 

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 

 

 

さいたま市・岩槻市合併記念 コラボ
さいたま2005 さいたま市商工見本市 

さいたま市・岩槻市合併記念 
緑区区民まつり 

桜区第3回区民ふれあいまつり 
 

中央区区民まつり'05 
 
さいたま市・岩槻市合併記念 
第3回見沼区ふれあいフェア 

さいたま市・岩槻市合併記念 
西区ふれあいまつり 

南区ふるさとふれあいフェア 
 

第5回市民音楽祭 
 

さいたま市農業祭 
 

古民具・骨董市 
 

区民スポーツ大会 
 

さいたま市・岩槻市合併記念 
2005さいたまシティマラソン 

大宮区再発見ツアー 
 
さいたま市・岩槻市合併記念 
さいたま太鼓エキスパート2005

 

十日市 
 

十二日まち 
 

西区光の祭典 
 

一山神社冬至祭 
〔市指定無形民俗文化財〕 

さいたま市・岩槻市合併記念 
第2回緑区手づくり音楽祭 

指扇の餅搗き踊り 
〔市指定無形民俗文化財〕 

日進餅つき踊り 
〔市指定無形民俗文化財〕

 

七福神行列 
 

洋ラン展 
 
29回新春江戸の粋“端唄” 
お座敷唄と踊りを楽しむ集い 

さいたま市・岩槻市合併記念 
第2回見沼区文化まつり 

アジア漫画展 
～アジアの環境問題～ 
 

北区文化まつり 
 
 

第3回さいたま市スポーツ文学賞 
作品募集 

11/11～13 
 

11/12 
（雨天13日） 

11/12 
 

11/12・13 
 

11/12 
(雨天13日) 

11/12 
(雨天13日） 

11/13 
 

11/13 
 

11/19・20 
 

11/19・20 
 

11/20 
 

11/23 
（祝・水） 

11/23 
 

12/4 
 

12/10 
 

12/12 
 

12月中旬 
 

12/22 
 

12/23 
 

12/31 
 

1/1 
 

1/3 
 

2/3～5 
 

2/12 
 

2/25・26 
 

2/14～
2/25 

20日：休館日 

2/25・26 
 

平成18年 
3月1日 
消印有効 

さいたまスーパーアリーナ 
(コミュニティアリーナ) 

大崎公園　緑の広場・クリーン
センター大崎

 

プラザウエスト及び正面広場 
 

中央区役所周辺 
 

堀崎公園・見沼区役所駐車場
及びロビー 

三橋総合公園多目的広場 
 

浦和競馬場 
 

文化センター大・小ホール 
 

市民の森 
（見沼グリーンセンター） 

大宮第2公園多目的広場 
 

記念総合体育館 
 

(スタート・ゴール)駒場スタジアム 
(コース)さいたま市内特設コース 

大宮駅西口附近(かつてのチン
チン電車の軌道～普門院ほか） 

市民会館おおみや 
 

武蔵一宮氷川神社境内・参道 
 

調神社及び周辺 
 

西区役所 
 

一山神社 
 

プラザイーストホール 
 

五味貝戸自治会館 
 

日進神社 
 

中央区周辺 
 

大崎園芸植物園展示温室 
 

割烹千代田 
 

七里コミュニティセンター 
 
 

大宮図書館展示ホール 
 

宮原コミュニティセンター 
 
 

さいたま市文化振興課 
（応募先） 

さいたま市商工見本市実行委員会事務局
(さいたま市経済政策課) 　048-829-1364 

緑区区民まつり実行委員会 
�048-712-1130 

桜区区民ふれあいまつり実行委員会 
(桜区コミュニティ課内) 　048-856-6130 

さいたま市中央区区民まつり実行
委員会 �048-840-6018 

見沼区ふれあいフェア実行委員会(見沼
区コミュニティ課内) 　048-681-6020 

西区コミュニティ課 
�048-620-2620 

南区ふるさとふれあいフェア実行
委員会 �048-844-7130 

さいたま市生涯学習振興課 
�048-829-1703 

さいたま市農政課 
　048-829-1376 

事務局(拓也コレクション) 
　048-875-5156 

桜区コミュニティ課 
　048-856-6130 

さいたま市教育委員会生涯学習部
体育課 �048-829-1731 

大宮区コミュニティ課  
�048-646-3020 

(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 

(社)さいたま観光コンベンションビューロー 
�048-647-8339 

西区コミュニティ課 
�048-620-2621 

さいたま市文化財保護課 
�048-829-1723 

緑区手づくり音楽祭実行委員会 
�048-712-1131 

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 

与野七福神奉賛会事務取扱い 
(奥野) �048-852-6212 

農業者トレーニングセンター 
�048-878-2026 

端唄青柳流本部 
　048-861-0442 

見沼区文化まつり実行委員会(見沼区
コミュニティ課内) �048-681-6021 

さいたま市ユーモアセンター設立 
準備実行委員会（さいたま市文化
振興課内）�048-829-1226 

北区文化まつり実行委員会（北区コミュ
ニティ課内）�048-669-6021 
 

さいたま市文化振興課 
�048－829-1226

市内商工業者の展示会。ものづくり教室やロボットデモンストレーシ
ョンも実施されます。詳しくは、http://www.collabo-saitama.comで!! 

環境をテーマとした展示、ステージイベント、フリーマーケット
などが行われます。 

区民の融和を図るため区民まつりが開催されます。まつりでは、
飲食・物販コーナー、ステージショー、公共コーナーがあります。 

そばまつり、フリーマーケット、おどり流し、図画工作展、科学
展、友好都市コーナー、模擬店、ステージイベントなど。 

郷土芸能や文化活動の発表、模擬店、フリーマーケット、
子ども・スポーツコーナーなど。 

郷土芸能や吹奏楽などのステージイベント、手づくりコーナー、
地元産の米の激安販売などが行われます。 

ふるさとふれあいステージなど。 
 

中学校吹奏楽部からオカリナ、大正琴の団体まで、市内で
活動する音楽団体による演奏会が行われます。 

市内産の新鮮な野菜・果物や植木・鉢物などの直売。 
各地の特産物販売。キャラクターショーも開催。 

全国の古民具・骨董・アンティークの店が大宮に大集合します。
小雨決行です。 

トーナメント方式によるファミリーバドミントンが開催され
ます。 

種目はハーフと3ｋｍ。深まりゆくさいたま市の秋景色を走り
ませんか。10月7日申し込み締切。 

区民が大宮区の魅力を再発見し、大宮区の歴史や宝もの
について学ぶことができる機会として、実施されます。 

市内を拠点に活動している和太鼓の各団体による勇壮な
演奏です。 

毎年12月10日に、大宮氷川神社の神事「大湯祭」に合わ
せて行われる伝統の酉の市。 

毎年12月12日に、調神社やその周辺で行われる歳の市。
十日市同様、熊手などを売る店が立ち並びます。 

西区役所をイルミネーションで装飾し、コンサートが開催
されます。 

市内でもめずらしい火渡り。「ゆず祭り」とも言われ、火渡り
の参加者にゆずが振舞われます。 

緑区内に居住している方や活動している団体が運営し、
出演する手づくりの音楽祭です。 

大晦日午後11時、華やかな万作踊りと餅搗き踊りが公開。
見学者には搗いた餅が振舞われます。 

年明け午前0時、太鼓の合図とともに賑やかでテンポのある餅
搗き踊りが行われます。振舞い餅には配布される整理券が必要。 

仮装した七福神の行列が各寺社をまわります。 
 

洋ランの展示と即売会が行われます。 
 

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」を通し新春の喜びを祝います。 

作品(絵画、写真、陶芸など)の展示や芸能(民謡、コーラス
など)の発表など。 

アジア各国の第一線で活躍する漫画家が描いたユーモラス
で風刺の効いた一枚漫画が展示されます。 
 

北区民の日頃の文化活動を発表。絵画・写真・書などの
作品展示やダンス・演奏・民謡などをステージで披露。 

《スポーツ文学賞》原稿用紙50枚以上100枚まで、賞金は
大賞100万円ほか。 
《スポーツエッセイ賞》原稿用紙10枚以上20枚まで、賞金
はエッセイ賞30万円ほか。詳しくはお問い合わせください。 
 

 

名　　称 開 催 日  開催場所 問い合わせ先 主 な 内 容  
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若田光一さんスペースシャトル搭乗10周年記念投影 

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　季節の行事「餅つき」 

●開催期間 12/17(土)　●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 

臼と杵を使った、昔ながらの餅つきを
体験し、つきたての餅を食べましょう。 
和太鼓の演奏もあります。 

さいたま市立漫画会館 

●開催期間 9/3(土)～11/23(祝)　●料金 無料 

日本初・カラー漫画雑誌「東京パック」誕生！ 

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 

「東京パック」創刊100年を記念して、
楽天が描いた「東京パック」の代表的
な作品と「東京パック」誕生に至る日
本近代漫画の草創期の作品を紹介し
ます。 

埼玉県立近代美術館 企画展　『ゲント美術館名品展　西洋近代美術のなかのベルギー』 

●開催期間10/29(土)～12/25（日）　●料金 一般1,000円（団体800円）、大高生800円（640円） 

さいたま市・岩槻市合併記念事業 
特別展「戦国時代のさいたま－城と館からさぐる」 

さいたま市・岩槻市合併記念事業 
特別展「戦国時代のさいたま－城と館からさぐる」 

若田光一宇宙飛行士 
スペースシャトル搭乗１０周年記念 

JR北浦和駅西口徒歩3分 
　048-824-0111 
休館日：月（祝日または県民の日の
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 

ベルギーの古都ゲントにあるゲント美術館は、
優れた近代絵画のコレクションで知られてい
ます。その中から、フランス新古典主義のダ
ヴィッドをはじめ、コローやミレー、象徴主義の
クノップフや、シュルレアリスムのマグリットや
デルヴォーなど、ベルギーと西洋近代絵画の
関係性に焦点をあてて紹介します。 

彩の国さいたま芸術劇場 

●開催期間 2/3(金)～2/19(日)　●会場 彩の国さいたま芸術劇場大ホール　●料金Ｓ席9,000円 Ａ席7,000円 Ｂ席5,000円 学生2,000円 

彩の国シェイクスピア・シリーズ第１５弾 間違いの喜劇 

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 

「お気に召すまま」に続く男だけのシェ
イクスピア。今回も蜷川演出によって、
古典の枠組みをこえて、生き生きと男
性役者だけで演じられることに期待が
かかります。 

埼玉県立博物館 特別展　「刻まれた鼓動　歓喜院聖天堂の建築彫刻」 

●開催期間 10/8(土)～11/20（日）　●料金 大人500円、高・大学生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）、祝日の翌日 
※11/14（月・県民の日は）開館し
ます。 

江戸時代の華麗な建築彫刻で知られ
る妻沼の歓喜院聖天堂（重要文化財）。
現在6年におよぶ「平成の大修理」が
進められています。このたび修理のた
め取り外された彫刻群を公開し、その
歴史と文化を紹介します。 

青少年宇宙科学館 

●開催期間  9/17(土)～12/4(日)　●料金 一般500円、4歳～高校生200円 

 

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、県民の日を除く）、
年末年始 

「プラネテス」・・・西暦２０７５年の宇宙
を舞台にデブリ（残骸）回収業につい
ている主人公たちの日常生活を描い
た近未来SFアニメです。人間と宇宙の
かかわりや宇宙での暮らしや仕事など
をリアルに表した作品です。 
土・日・祝 11：00上映 

埼玉県立民俗文化センター 

●開催期間 11/13(日) 13：00～16：30　●料金 無料 

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 

埼玉県を代表する民俗芸能である土
師一流催馬楽神楽（鷲宮町）・内ケ島
の万作（深谷市）・下名栗諏訪神社の
獅子舞（飯能市）・宝登山神社神楽・岩
田神楽（長瀞町）の公演を行う。 
定員：先着300人 

ジョン・レノン・ミュージアム 

●開催期間 7/22(金)～11/30(水)　●料金 大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円 

ジョンの直筆作詞原稿「サーヴ･ユアセルフ」の日本初公開 

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・レノンが１９８０年にデモ録音した曲「サ
ーヴ･ユアセルフ」の直筆作詞原稿を日本
初公開中。この曲は、ロック･ミュージシャン
のボブ･ディランが1979年に発表した「ガ
ッタ・サーヴ･サムバディ」への返答歌として
作られたもの。原稿の公開とともに2人の
ミュージシャンの関係についても解説する。 

うらわ美術館 挿絵本のたのしみ―近代西洋の彩り 

●開催期間 11/19(土)～２/19(日)　●料金 一般630円（500円）大高生420円（330円）中小生210円（160円）　※（　）内は20名以上の団体料金。 

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 

19世紀から20世紀初頭にかけてのヨ
ーロッパの彩色挿絵本の世界を300
余点で紹介。 
 

さいたま市立博物館 

●開催期間 10/8（土）～11/27（日）　●料金 無料 

JR大宮駅東口徒歩12分 
　048-644-2322 
休館日：月（祝日を除く）、年末年始 

戦国時代、さいたま市には全国的に名
高い岩槻城をはじめ、寿能城など中規
模の城や館が数多く点在していました。
当館を第1会場、さいたま市立浦和博
物館を第2会場として、出土品などか
ら城・館から戦国時代を紹介します。 

浦和くらしの博物館民家園　注連縄つくり 

●開催期間 12/11（日）13：30～15：3012/1（木）より電話で申し込み　●料金 300円（高校生以下は無料） 

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 

注連縄を作る講座を行います。 
 

さいたま市立浦和博物館 

●開催期間 10/8(土)から11/27(日)　●料金 無料 

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 

「戦国時代」、「城・館」などを身近に感じ、
そして密接に繋がりのあった当時の「さ
いたま」を知ってもらうために、市内の
城や館を発掘調査による出土品など
とともにとりあげます。 
市立博物館と共催。 

さいたま市宇宙劇場 

●開催期間 10/21（金）、22（土）、23（日）、28（金）、29（土）、30（日）　●料金 大人600円、子供300円 

星空散歩 ～火星特集～ 

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 

「星空散歩」で1時間の生解説を聞い
た後、屋上にて接近する火星の観望会
を行います。 
18：00～星空散歩（宇宙劇場ホール） 
19：00～観望会（屋上） 
定員：250名（先着順） 
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第128回　民俗芸能公演－埼玉の民俗芸能－ 

４歳以上 
中学生まで （ ） 

プラネタリウム番組 （ ） 

ヤン・フランス・フェルハス 
「お絵かきじょうず」1877年 

「観喜院聖天堂 奥殿の彫刻」 
○c 幸村誠・講談社／サンライズ・BV・NEP

岩槻城（土塁と堀） 

ハワード・パイル 
「シャロットの妖姫」（１８８１年）より 岩槻城跡出土品 

平成17年10月～ 
平成18年020月 

し め な わ  
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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、第2弾です！ 
前号に引き続きまして、推奨土産品の品評会で入賞した土産品の中から10品をご紹介します。 

　桂皮末（ニッキ）にまぶし、串焼きにするため、
香ばしくて口どけが良く、お茶に良く合うお菓子
です。 
価　格：900円（税込）   
内容量：6個入 
製造元：御菓子司 青柳 
　　　　南区文蔵2-10-9 
　　　　　048-861-6805 
販売先：同店 

　国指定の史跡である「見沼通船堀」にちなん
だ和洋一体のお菓子。鯛コラーゲンは宇和島産
の鯛の鱗からとったコラーゲンを使用しています。 
価　格：1,096円（税込） 
内容量：8個入（見沼舟唄５、鯛コラーゲン３） 
製造元：（有）足立屋　 
　　　　浦和区仲町3-13-12 
　　　　　048-822-2978 
販売先：同店 

　地元武蔵野の街道である「中山道」にちなん
で命名されました。アーモンドとゴマを贅沢に使
い、香ばしく焼き上げたお菓子です。 
価　格：1,882円（税込） 
内容量：15枚入（アーモンド８、ゴマ７） 
製造元：和菓子司 あたらし 
　　　　大宮区上小町636-2 
　　　　　048-642-5817 
販売先：同店 
ＵＲＬ：http://www.wagashiji-atarashi.jp/

　岩槻城本丸跡で製造をはじめました。栗、蒸し、
黒糖の３色とも皮も餡も独自の製法により作ら
れています。 
価　格：2,100円（税込） 
内容量：10個入（栗４、黒糖４、蒸し２） 
製造元：磯崎家宗庵 
　　　　岩槻区本丸2-17-17 
　　　　　048-756-5878 
販売先：同店 
　　　　岩槻駅前店  岩槻区本町3-1-1 
　　　　　　　　　　  048-758-3747

和菓子 

和菓子 

和菓子 

　「文蔵芋」　 

「むさしの道中」 

　さいたま市のサッカーの歴史１００年にちなん
で製造されたお菓子です。蒸しどらには市の花
である「さくら草」にこだわり、桜あんを使用して
います。 
価　格：1,280円（税込） 
内容量：8個入（蒸し４、焼き４） 
製造元：（有）田舎家 
　　　　南区広ヶ谷戸388-5 
　　　　　048-882-9772 
販売先：同店 

「２色サッカーどら詰合せ」 

「見沼舟唄と鯛コラーゲン焼詰め合せ」 

「本丸太鼓（３色どら焼）」 

　地元の岩槻ねぎを使ったお饅頭です。ねぎと

地酒である「万両」がほのかに香ります。 

価　格：525円（税込）   

内容量：5個入 

製造元：岩槻特産品研究グループ 

　　　　岩槻区西町3-2-16 

　　　　　048-756-2827 

販売先：岩槻特産品研究グループ加盟各店 

価　格：2,500円（税込） 

内容量：35cm×45cm 

製造元：岩槻人形協同組合　 

　　　　岩槻区本町5-6-44 

　　　　　048-757-8881 

販売先：伴戸商店 岩槻区仲町1-2-21 

　　　　　　　　　 048-757-6097 

　　　　河内人形店 岩槻区宮町2-7-22　　

　　　　　　　　　　 048-756-2759

　武蔵第六天神社にお仕えしているという天

狗様にちなんで命名されました。すべて手作り

で製造されています。 

価　格：320円（税込） 

内容量：1枚入 

製造元：岩戸屋 

　　　　岩槻区大戸1738 

　　　　　048-799-1005 

販売先：同店 

 南蛮焼きに使用しているニンニクは青森産です。 

価　格：2,415円（税込） 

内容量：24枚入（南蛮８、しょうゆ８、のり８） 

製造元：宇田川煎餅店 

　　　　見沼区大和田町2-608-2 

　　　　　048-684-8542 

販売先：同店 

地 酒  

煎 餅  

　「岩槻ねぎみそまんじゅう ほの香」　 

「天狗羊羹」 

　まろやかな味と馥郁とした香りの爽やかなお

酒です。「麗らかな酒」と「浦和の酒」の意味を込

めて命名されました。 

価　格：1,430円（税込） 

内容量：720ml 

製造元：内木酒造（株） 

　　　　桜区西堀6-13-15 

　　　　　048-862-5734 

販売先：伊勢丹浦和店、大宮そごう 

　　　　市内酒販店 

「清酒旭正宗 うらら」 

「テーブルセンター」 

「三色詰め合わせ」 

和菓子 

和菓子 

和菓子 

和菓子 

民芸品 

このマークの 
ある商品は、 

においても 
取扱っております。 

浦和観光案内所 

北浦和インフォメーションセンター 
北浦和 
インフォ 
センター 

浦和 
観光 
案内所 

浦和 
観光 
案内所 

浦和 
観光 
案内所 

北浦和 
インフォ 
センター 

浦和 
観光 
案内所 
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コンベンション コンベンション 

「さいたま」貸出中 

さいたま市産業観光施設の紹介！ 

コンベンションがもたらす経済効果 
 総額約185億円 ！  

（平成１６年度コンベンション経済効果推計調査結果） 

お問い合わせ……コンベンション事業担当　　048-647-0788

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 

　大会パンフレットやサーキュラーを作製する際に必要な「さいたま」の 

写真をSCVBホームページ上（ http://www.scvb.or.jp）で確認できるように 

なりました。 

 

貸出対象：さいたま市内で開催する 
　　　　　コンベンション主催者 
 
申込方法：SCVBホームページ 
　　　　 （ http://www.scvb.or.jp ） 
　　　　　より、借り受け希望写真を 
　　　　　選び、SCVB所定の申込書 
　　　　　をダウンロードし、必要事 
　　　　　項をご記入のうえ提出。 
 
注意事項：借り受けた写真素材を許可 
　　　　　なくほかへ貸し出す事や写 
　　　　　真素材の内容を変更して使 
　　　　　用する事は禁止します。 
　　　　　　また、使用が終了した時 
　　　　　は、作製物などの見本と貸 
　　　　　し出したCD-Rをご返却く 
　　　　　ださい。 

　当ビューローでは、平成１６年度にさいたま市内で開催されたコンベン 

ション（スポーツ大会・コンサート等は除く）による年間経済波及効果を 

推計しました。この推計は、ＪＣＣＢ作成「コンベンションによる経済効 

果測定ハンドブック」及び「埼玉県産業関連表」より算出しました。 

　以上のようにコンベンション開催によって地域に高い経済効果がもたら 

されることが期待出来ます。その他に、県や市の知名度向上・イメージア 

ップや県民・市民の地域愛着意識の醸成や学術・教育などの面のレベルア 

ップなど社会的効果やメンタルな効果が期待できるだけでなく、新たに立 

地する施設・企業からの税収増加など官民への経済効果が考えられます。 

　このようなことから、今後とも当ビューローでは、多くの経済的・社会 

的効果をもたらすコンベンションを開催できるよう積極的に誘致・支援活 

動を展開して参ります。 

　「見る」「学ぶ」「体験する」さいた 
ま市産業観光紹介ページをSCV Bホーム 
ページ上に（ http://www.scvb.or.jp ） 
アップしました！ 
　この地域の産業文化を知ることの出来 
る施設や、新しい発見・楽しい体験が出 
来る施設がありますのでホームページを 
チェックのうえ是非足を運んでください。 

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

「ジョン･レノンとリバプール」展 

■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。） 

2005年6月29日(水)～12月28日(水)

PHOTO: ○Yoko Ono LennonC

ジョン･レノンの原点ともいえるリバプール時代にスポットをあて 
た特別展。 ジョンが育った部屋を日本で初めて再現しているほか、 
幼少時代からザ･ビートルズとして世界に羽ばたいていくまでのゆ 
かりの「場所」「人」「もの」を映像や資料で解説。 

ブロック大会規模以上 

県　大　会　規　模 

宿 泊 を 伴 う 場 合  

日 帰 り の 場 合  

約22万2千人 

約149万8千人 

約３万6千円 

約7千円 

推 計 参 加 者 数  

１人当たりの推計経済効果額 

コンベンション開催に関する経費と参加者個人の消費、 
すなわち主催者や参加者が直接消費する支出であり、 
地元地域への売上増として直接発生するものです。 

直接的な消費支出により新たに発生した需要に応える 
ために各産業が原材料やサービスの生産活動を行う事 
により生じるもので、所得形成効果、雇用創出効果、 
税収増大効果などがあります。 

直接的経済効果　約67億円 

間接的経済効果　約118億円 

▼ 

＋ 

経済波及効果合計約185億円 

※詳細についてはP16下記までお問い合わせください。 

　また、産業観光施設として見学可能な 
さいたま市内の企業を募集しています。 
 詳しくは下記問い合わせ先までご連絡 
ください。 
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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 

けやきひろば Ｂｌｕｅ＆Ｗｈｉｔｅ イルミネーション 
　8万球の次世代発光素子ＬＥＤによる電飾球が、一般的な白熱灯電飾では表
現しきれなかった青と白の美しいコントラストを描きます。 
　駅前自由通路のトナカイのオブジェに促されると、１２０本のけやきに装飾
されたイルミネーションが広がるけやきひろばにたどり着きます。ひろばから
吹き抜けの１Ｆプラザ２に降り立つと、高さ９ｍのブルーとホワイトの光に包
まれた「クリスマスツリー」が出現します。芝生広場では、電飾された小さな
白い教会を設置。中では夢の虹をつかむことができるかも。 

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。 

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（9：00～18：00／日曜・祝祭日を除く） 

小林　研一郎 

諏訪内 晶子 マリア・グレギーナ 

名　称 開催日 開催場所 参加者 
（人数） 

備　考 

1,000 

1,700 

500 

2,500 

2,200 

500 

600 

500 

500 

1,000 

400 

300 

300 

800 

500

10/2（日） 

10/６（木） 
  ～7（金） 

10/20（木） 
  ～21（金） 

10/26（水） 
  ～28（金） 

11/9（水） 
～10（木） 

11/12（土） 
  ～13（日） 

11/14（月） 
  ～17（木） 

11/17（木） 
  ～19（土） 

11/19（土） 

11/26（土） 

1/14（土） 
～15（日） 

1/19（木） 
～20（金） 

1/20（金） 
～21（土） 

1/20（金） 
～21（土） 

2/8（水） 
～10（金） 

 
 
 
 
 
 

さいたま 
市民会館おおみや 

大宮ソニックシティ 
他 

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 

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 

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 

大宮ソニックシティ 

第2回 
さいたま市母親大会 

第４１回 
関東ブロック 
老人福祉施設研究総会 

第９０回 
日本食品衛生学会 

第３３回 
日本救急医学会総会 
学術集会 

第２５回 
関東甲信越地区 
看護研究学会 

第２０回 
日本更年期医学会 
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第25回 
表面科学講演大会 

がんセンター３０周年記念事業 

第２回 
日本乳癌学会関東地方会 

第14回 
埼玉県理学療法学会 

第２８回 
日本てんかん外科学会 

第４４回 
日本定位・機能神経外科学会 

第２４回 
日本周産期・新生児医学会 
周産期シンポジウム 
 

レーザー学会年次大会 

一般参加可 
有料 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

一般参加可 
無料（要予約） 
　048-722-1111 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 
2/8特別講演会は 
一般参加可（無料） 

 

お問い合わせ…株式会社さいたまアリーナ　 048-601-1122

SONIC-CITY 2005 SEASON 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 
　ヴァイオリン：チョーリャン・リン 
　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～） 

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～） 

※お得な市民割引有り　さいたま市在住・在勤の方は、上記の2公演の全席を一般価格より 

　　　　　　　　　　  1,000円引きで購入いただけます。 

日本フィル SONIC-CITYSONIC-CITY さいたまシリーズ2005＜さいたま市名曲コンサート＞ 

◆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 
　2006年 1月13日(金)19:00開演（S席￥5,000～） 
 
　 
　 

平成17年10月～ 
平成18年020月 

点灯期間 

点灯時間 

会　　場 

交　　通 

平成17年11月19日（土） 
～平成18年1月15日（日） 
（終了日は予定のため、変更の可能性あります） 

17：00～24：00 
（12月23・24日／31日は27:00まで） 
　　　　　※ツリーは12月25日まで 

さいたま新都心けやきひろば【中央区】 

JRさいたま新都心駅から徒歩すぐ 
JR北与野駅から徒歩約7分 
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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㎡） 

さいたま市民会館いわつき　 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㎡） 

パ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） 

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 

ビジネスホテル豊泉閣 

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 

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浦和駅東口徒歩3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 

048-882-4633 

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 

048-641-2615 

048-642-3517 

048-797-1918 

048-758-0035 

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 

1室2名以上1人5,200 
1室１名6,000 
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 

12 

115 

5 

10 

108 

65 

54 

62 

251 

117 

187 

18 

18 

12 

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。 

駅から近く、静かな空間で館内、庭のささやかな花々が心を
癒してくれます。1名、家族、小団体様可。 
 
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。 
 
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。 

１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。 

(※団体は2口以上)

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


