ミュージアムカレンダー
浦和くらしの博物館民家園 秋の自然観察会

さいたま市立浦和博物館

JR浦和駅西口から国際興業バス
「東川口駅北口」行き等「念仏橋」
下車すぐ
!０
４８-８
７８-５
０２
５
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

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
!０
４８-８
７４-３
９６
０
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年
始、特別整理休館10〜12月の休館日：10/2〜6、
16、23、30、11/6、13、20、27、12/4〜8、11、
18、25、28〜31

●開催期間 10/29

10：00〜12：00

うらわ美術館

民家園周辺の植物等を観察し、
自然と人との文化的つながり
も学びます。
事前の申し込みが必要です。詳
細は民家園まで。
●料金 参加費無料

●開催期間 10/7〜12/3

版画でめぐるパリ−藤田嗣治とアルベルト・ジャコメッティ

●開催期日 12/6

10：00〜12：00

●開催期間 9/23〜10/29

さいたま市立漫画会館

季節の行事「餅つき」

東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０
４８-６
６３-１
５４
１
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

●料金 無料

JR北浦和駅西口徒歩３分
!０４
８-８２
４-０１
１１
休館日：月（祝日の場合は開館）、臨
11／24（金）、年末年始
※団体割引あり

●開催期間 9/9〜11/26

埼玉県内の博物館施設が所蔵する考古、
歴史、古美術といったさまざまな作品や
資料が、ジャンルや時代を超越して美術
館に集まります。

JR与野本町駅西口徒歩7分
!０
４８-８
５８-５
５１
１
休館日：臨時休館日あり、年末年始
※団体割引あり
会場：彩の国さいたま芸術劇場
音楽ホール

10:00〜17:30

●料金 観覧料・一般700円、高大生 560円

県立歴史と民俗の博物館
東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０４
８-６４
５-８１
７１
休館日：月（祝日の場合は開館）、
※団体割引あり

特別展「由来

伝来

●開催期日 11/3

名刀の一千年」

●開催期間 10/7〜11/19 ●料金 一般600円、高大生300円 ※中学生以下・65歳以上・障害手帳等をお持ちの方は無料

クリスマスコンサートｉ
ｎプラネタリウム

JR大宮駅西口徒歩３分
!０４
８-６４
７-００
１１
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
〜16： 、" ：00

円

企画展第2弾「ジョンとヨーコの

1970〜1972」

セールスポイント

108

JRさいたま新都心駅東口徒歩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。大宮駅東口より無料送迎あり。

S10,395〜 D15,592

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

S13,860

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

S8,600〜 T16,600

140

JR浦和駅西口徒歩3分

駅からのアクセスが抜群です。

227

JRさいたま新都心駅東口徒歩2分 さいたま新都心駅から2分。ビジネスや観光に便利で気軽に泊まれるホテル。

D/T25,410

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3,465 ビジネス４,９
３５

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

S7,000〜 D10,000

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

S11,025※

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。

テ

ビジネスホテルグリーン

048-831-2830

S5,700 T9,400

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。

ル

ビジネスホテル豊泉閣

048-882-4633

1室2名以上1人5,200 1室1名6,000 12

JR浦和駅東口徒歩3分

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。

プラザホテル浦和

048-863-5111

S7,245

115

JR中浦和駅東口徒歩1分

ボウリング場隣接。

プリムローズ有朋

048-861-4122

和室5,082〜7,276

5

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。

15

T18,900※

T11,970〜

16

10~12

別所沼会館

048-861-5219

1室2名以上1人5,197 1室１名5,775 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。

ホテルニュー埼玉

048-884-2111

S6,800〜T12,500

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。

ホテルブリランテ武蔵野

048-601-5555

S8,085〜 T15,015〜

65

JRさいたま新都心駅西口徒歩5分 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。

HOTELメイン

048-648-8886

S7,875〜 D/T13,650〜

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。

ホテルメッツ浦和

048-826-0011

S8,800〜 T15,000

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。

マロウドイン大宮

048-645-5111

S7,350〜 D10,500〜

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。
さいたま新都心に、アクセス容易。

108

さ
いたまの観光情報
さいたまの観光情報
たま 観光情報
報
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トピックス
秋の花便り&味覚狩り

与野第一ホテル

048-852-6161

S6,200〜 T12,000〜

117

JR大宮駅西口車5分

ラフレさいたま

048-601-1111

S9,030〜 T17,220〜

187

JRさいたま新都心駅西口徒歩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。

大宮国体記念会館

048-643-1515

1人4,500

三楽荘

048-644-4411

2食付6,825

新道山家

048-641-0501

割烹旅館東山

●料金 一般3,000円 学生席1,000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
!０４
８-８８
１-１５
１５
休館日：月（祝日を除く）、
年末年始
●開催期間 06 '11/23〜07 '1/28

ロボット展「ROBO WORLD in さいたま」

ロボットを通して最先端の科学技
術を身近に体験できます。科学技
術への関心を高めながら、ロボッ
トの未来への夢を広げます。
旅

●料金 入館無料

JRさいたま新都心駅徒歩３分、北与
野駅徒歩７分
!０
４８-６
０１-０
００
９
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

ホームページ htt

048-825-4711

アクセス

部屋数

1人4,980〜

いま、最も注目されている若手
ソプラノ歌手幸田浩子が、彩の
国さいたま芸術劇場に初登場。
多くの共演者が常に篤い信頼
を寄せている作曲家でピアニ
ストの野平一郎との共演で、夢
のリサイタルが実現します。

ジョン・レノン・ミュージアム

満天の星に包まれながら、アイルラ
ンド音楽をお楽しみください。演
奏：Whirlpool's End（ワールプー
ルズ・エンド）
前売券：11月23日〜

浦和東武ホテル

T13,000

S6,510〜D/T9,030

幸田浩子ソプラノ・リサイタル

さいたま市青少年宇宙科学館

刀には美術工芸品としての価値だ
けではなく、歴代の所有者にまつ
わる伝承や史実が秘められていま
す。本展示では、刀の歴史的な側
面にもスポットをあて、様々な角度
から刀の魅力を紹介します。
「上杉謙信が景光の短刀のためにつくった拵（こしらえ）」
（国宝）

さいたま市宇宙劇場

16:00開演

S6,700〜

048-822-4411

●料金 入館無料

彩の国さいたま芸術劇場

048-650-1111

048-657-1045

漫画原画の保護のために生ま
れた「原画´（ダッシュ）」。そ
の試みと研究に取り組んでい
る漫画家・竹宮惠子の「原画´
（ダッシュ）」作 品を紹 介しま
す。

企画展『美術館は白亜紀の夢を見る』

「シダ植物の葉化石」白亜紀（1億年前）埼玉県立自然と川の博物館蔵

●開催期間 10/7〜12/24

竹宮惠子原画´（ダッシュ）展

料金（円）

電話番号

アウルホテル大宮

東横インさいたま新都心

日本にオルガンが導入された
ことによって引き起こされた
「うた」の広がりや変化を、収
蔵資料を中心に、明治期から第
二次世界大戦頃までの音楽関
連資料150余点でたどります。

●料金 入館無料

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。
!"#$%&'(")*&'+",-$'.'/0123456789:;<=4'.'>?/0123@

ときわ会館

ホ

臼と杵を使った昔ながらの餅
つきの公開と体験

県立近代美術館

宿泊施設名

●料金 無料

JR大宮駅東口徒歩15分
!０
４８-６
４４-２
３２
２
休館日 毎週月曜日（祝日は除く）、
10月10日（火）

●開催期間 06 '9/9〜07 '2/18 10/10〜11/17は休室 ●料金 無料（展示室Ｄ）

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

特別展「綾瀬川ー市周辺流域のものがたりー」

市の東部を流れる綾瀬川は、か
つて水運が盛んで、流域に河岸
場も造られました。今回の展示
は、綾瀬川の歴史と文化を紹介
します。

さいたま市立博物館 第３０回特別展「足踏みオルガンがやってきた！−唱歌から浪花節まで・うたをめぐる近代史−」

藤 田 嗣 治 の「 魅 せ ら れ た る 河 」
JR浦和駅西口徒歩７分
（1951年）とアルベルト・ジャコメ
!０４
８-８２
７-３２
１５
ッティの
「終りなきパリ」
（1969年）
休館日：月（祝日・休日の場合翌日）、
より、パリをテーマにした版画約70
年末年始
点を三期に分けて展示します。藤
※障害者及び団体割引あり
田が描いたシャンゼリゼ通りやフォ
ブール＝サントノレ通り、下町とジ
ャコメッティによる車や建物、カフ
ェのある風景を組み合わせて紹介
します。

旧坂東家住宅見沼くらしっく館

宿泊施設

（2006年10月〜12月）美術館・博物館からのおすすめ情報です。

館

ジョン・レノンに見えていた世界〜イマジン

｢イマジン｣をテーマに、曲誕生の背景と創作過程、イ
マジンが世界に与えた影響等を紹介し、詞と曲に込
められたジョンの世界観を解説します。また、近年
「イマジン」は英語や社会科等の学校教科書でさま
ざまに取り上げられており、本特別展を一人でも多く
の児童、生徒の学習に役立つよう、開催期間中の小
中学生の入場を無料としました。併せて小中高校生
の皆さまへジョン・レノンの生涯とミュージアムの見 PHOTO:
どころを掲載したガイドブックを差し上げます。
Yoko Ono Lennon

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。

2食付12,600〜 食無7,350〜

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。

048-641-2615

2食付11,025〜

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。

ビジネスホテルあさや

048-642-3517

団体長期2食付6,800〜

ホテル一松

048-797-1918

S6,000

ホテルミウラ

048-758-0035

S2食付6,825〜

三松旅館

048-644-1515

2食付6,825〜 食無5,250〜

旅館いけだ

048-829-2881

2食付9,450〜 朝食付8,400〜

食無5,250

2食付6,000〜

秋もイベント盛りだくさん
2006年をさいたまのイベントで締めくくろう！

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。

10

東武野田線岩槻駅徒歩10分

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。

10

東武野田線岩槻駅徒歩5分

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。

JR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。

8

8
19

〒330-0846さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館2Ｆ

●開催期間 ７／２
２〜１
２／２
８ ●料金 大人１，
５
００円、高大生１，
０００円、小中生（特別展開催期間中無料）

OM
MIYA

2006年8月2日(水)〜2006年11月30日(木)

2名以上1人3,500

大宮駅西口で一番近いホテル

さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分

TEL 048-647-8338

宿泊・宴会・婚礼・レストランと様々な場面でご利用ください。
スタッフの笑顔のおもてなしが、

この企画展では、1970
ブ」の作詞原稿、
そして1972年に始まったアメリカ政府との闘いの記録を特別展示しま
す。併せて、
「ワン・トゥ・ワン・コンサート」などジョンとヨーコが1970年代初頭に行った弱
者のためのチャリティ活動を紹介しています。

FAX 048-647-0116

URL http://www.scvb.or.jp

素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

E-mail scvb@scvb.or.jp
大宮駅観光案内所 TEL 048-644-1144
さいたま新都心観光案内所 TEL 048-600-0070
北浦和観光案内所 TEL 048-834-6166

TEL 048-648-8886（代）

浦和観光案内所 TEL 048-824-0333

さいたま市中央区新都心2-2 Tel 048-601-5555(代)
http://www.hotel-brillante.com

「Sai's」vol.14 2006 平成18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
イタリア料理 イルクオーレ●素敵屋さん●お菓子やさん工房本店
お菓子やさん大宮タカシマヤ店●銀花ギャラリー●野の花屋さん

素朴な醤油味の煎餅を昔ながらの焼き方で１枚１枚
丁寧に焼き上げています。
30枚入（醤油20、青のり5、黒ごま5）2,100円（税込）
製造元 中田せんべい
浦和区本太3-14-7 !048-882-8631
同店
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/senbei-nakada/
販売先

「さいたま新都心けやきひろば」
人口地盤上に武蔵野の雑木林をイメージ。
交通／JR「さいたま新都心駅」西口から徒歩１分
推定樹齢400年の大イチョウがあります。
交通／JR「大宮駅」東口６番バス「中川循環」乗車
「円蔵院下」下車徒歩１分

「円蔵院」

料 金
申 込
電 話

大崎転作組合
所在地
さいたま市緑区大崎周辺（クリーンセンター近く）
期 間
１
０月末まで
開園日
団体様は要予約／個人・少人数様
は期間中の毎日曜日（雨天中止）
１株１５
０円
お電話でお問い合わせください
!０４
８−８
７８−０４２
９
（高橋）

煎餅「手焼きせんべい 彩の月」
群馬の秋間梅林、神奈川の曽我梅林、東京の吉野梅
郷とともに関東四大梅林の一つに数えられている越
生梅林にちなんで命名されました。
20個入1,160円（税込）
製造元 ときわだんご本舗
浦和区高砂1-12-1 コルソ内
$$$$!048-822-4166
販売先 同店

★味覚狩り 「さつまいも」
旧中山道から氷川神社まで続く約２kmの並木道。
交通／JR「さいたま新都心駅」東口から徒歩６分または
JR「大宮駅」東口から徒歩１
０分

「氷川参道・平成ひろば」
神池のもみじが美しい。
交通／JR「大宮駅」東口より徒歩２０分または
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩１
５分

「武蔵一宮氷川神社」
春の桜が有名ですが、紅葉もおすすめです。
交通／JR「大宮駅」東口より徒歩２０分または
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩１０分

「大宮公園」

コスモスの摘み取り（有料）、地元野菜の直売、
各種模擬店などが出店します！
コスモスまつりのお問い合わせは…
!０
４８−８
２９−１
３７
７
（農政課）
!０４８−６
４
６−３０９
４
（大宮区地域経済課）
岩槻区南下新井地区（コスモスの散歩道）10/21･22
西区植水地区（加茂川団地東側） 10/28･29
北区大砂土地区（市営大宮球場北側）10/28(雨天29日)
見沼区膝子地区（東楽園南側）
10/28(雨天29日)
見沼区中川地区（中川分水通り寺前住宅南側）10/29
岩槻区鹿室地区（貝塚団地北側） 10/29
見沼区大谷地区（環境整備センター南側）11/3(雨天4日)
話

山もみじなどの落葉・雑木盆栽が必見。
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩５分

「大宮盆栽園」
「別所沼公園」
紅葉した美しい街を眺めながら、いつもよりゆっくりと歩いてみてください。

★紅葉スポットへ行こう！

オータムトピックス

寛文11年に当時の岩槻城主であった阿部正春公が鋳造した岩
槻城の鐘楼「時の鐘」を型どったお菓子です。平成5年に両陛
下へ献上されました。
12個入2,121円（税込）
製造元 時乃鐘田中屋
岩槻区本町3-16-10 !048-756-0250
同店、岩槻サティ
販売先

和菓子「時乃鐘最中」
約150年前から作られているお菓子です。今でも創
業時の製造法で作られています。
20個入2,260円（税込）
製造元 （有）田中屋本店
岩槻区本町2-2-43 !048-756-0045
同店
販売先

さいたま市内のコスモスまつり
電

水面に映える紅葉も美しい。
交通／JR「浦和駅」西口より徒歩２０分または
JR埼京線「中浦和駅」より徒歩５分

和菓子「武州梅」

所 在 地
交
通
見
頃
開園時間

１０月末まで
８
：
０
０〜１
８
：
０
０
（１
０月〜３月）
７
：
３
０〜１９
：
０
０
（４月〜９月）
さいたま市西区西新井１
２４
ＪＲ高崎線「上尾駅」西口から循環バス
「ぐるっとくん」大谷循環、
「花の丘公園」
下車すぐ
ＪＲ高崎線「宮原駅」西口から東武バス
花の丘行き、終点下車すぐ（このバスは
土曜・休日のみ運行）
!０４
８−６２２−５
７８１
（管理事務所）

大宮花の丘農林公苑

★花便り 「コスモス」
秋のおすすめ情報です。ぜひお出かけください。

和菓子「別製 葛がし」
サッカー王国さいたま の土地柄にちなんで作ら
れたサッカーボールをかたどった洋風和菓子です。
10個入1,200円（税込）
製造・販売元 御菓子舗 橘家
北浦和店（中央区新中里1-1-2 !048-831-2944）
大和田店（見沼区大和田町2-966-3 !048#688-0607）

和菓子「サッカー王国」
第２回さいたま推奨土産品のご紹介、第5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。

おみやげ

北浦和観光案内所 !０４
８-８３４-６
１
６６においても取り扱っております。
このマークのある商品は

浦和観光案内所

!０４８-８２
４-０３３３

武蔵一宮氷川神社にちなんで命名された名物だんご
です。
5本入330円（税込）
製造元 氷川だんご屋
大宮区高鼻町2-130 !048-644-3782
同店
販売先

和菓子「氷川だんご」
調神社の狛うさぎにちなんで命名されたうさぎの焼
き印がかわいいお菓子です。原材料に国内産小麦粉、
平飼卵、有機白いんげんが使われています。
10個入840円（税込）
製造元 （有）菓房 はら山
緑区原山1-3-2 !048-887-1388
同店、伊勢丹浦和店
ＵＲＬ：http://www.harayama.co.jp/

販売先

県内屈指の古社である調
県内
調神社（つきじんじゃ）は地元
元
では親しみを込めて「つきの
では親
のみやさん」とよばれていま
ま
す。調
調神社には七不思議の
の伝説があり、古くから人々に
に
語られ
語られています。
1 鳥居がない。
1.
（境内へ伊勢神宮への貢物を運び入れ
るとき
るとき邪魔になり鳥居を建
てないことにした。）
2. 松の木がない。
3. 御手洗の池の魚は片目になる。
4. 狛犬のかわりにウサギ像が置かれている。
（「つき」
を「月」と考え、
ウサギを神の
の使姫とする習慣からである。）
5. 日蓮上人駒つなぎのケヤキ。
（日蓮が佐渡へ流され
る途中、難産の婦人のためこのケヤキに馬を繋ぎ、祈っ
っ
たとこ
たところ男子を無事出産し
したので安産の守護神として
て、
今に信仰されている。）
今に信
6 ハエがいない。
6.
（調神社の祭神が嫌うためとのこと。）
7. 蚊がいない。
（ハエと同じ理由。）
「つき神社」だけに、昔から
「つき神
ら「ツキを呼ぶ神社」として、
大変ご利益があると言われ
変
れています。境内のあちこち
ち
に置か
に置かれているかわいいう
うさぎさんを探してみてくだ
だ
さい。
： 浦和駅西口より
り徒歩７分

鳥居がない！
がない！
狛犬ならぬ狛兎
ならぬ狛兎

調神社の七不思議
さいたまのとっておき情報をお届け
さい
まのと ておき をお届けします。
します
これであなた さいた 通！
これであなたもさいたま通

和菓子「宮うさぎ」

さいたま推奨土産品

屋号「花見」の「花」と使用されている「栗」を合
わせて命名されました。バター生地の中に栗が一粒
丸ごと入っています。
12個入2,100円（税込）
製造元 （有）花見菓子舗
大宮区大門町3-37 !048-641-1181
販売先 同店

さいたま生まれ・彩の国育ち

和菓子「花栗」
錦ケ原にあるサクラソウ自生地にちなんで命名されました。
契約農家から玄米を仕入れ、自社で精米しています。
36枚入（醤油１０、のりまる４、ごま４、ひび焼き５、
ざらめ５、こぶ４、海苔はり４）2,100円（税込）
製造元 錦せんべい本舗
西区土屋106-3 !048-624-4355
販売先 直売店
ＵＲＬ：http://www.nishiki-senbei.com

煎餅「錦せんべい」
昔食べられていた正月の鏡餅を砕いて揚げた「揚げ
もち」をイメージして作られています。揚げから味
付けまで、すべて手作業でおこなわれています。
4袋1,050円（税込）
製造元 （株）七越製菓
中央区上峰2-3-9 !048-852-3753
販売先 直営売店
ＵＲＬ：http://www.nanakoshi.co.jp/

煎餅「手揚げもち」
※オンラインショッピングでの取り扱いは全品ではありませんので、詳しくはホームページでご覧ください。

お買い求めはwww.scvb.or.jpから。

さいたま推奨土産品のオンラインショッピングも好評です！是非ご利用ください。

株式会社
お問い合
コルソ店

TEL048-831-6333
1-12-1 コルソ1Ｆ
ンフーヅ
0120-858-103

TOMIZEN FOODS

ミュージアムカレンダー
浦和くらしの博物館民家園 秋の自然観察会
JR浦和駅西口から国際興業バス
「東川口駅北口」行き等「念仏橋」
下車すぐ
!０
４８-８
７８-５
０２
５
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始
●開催期間 10/29

10：00〜12：00

うらわ美術館

民家園周辺の植物等を観察し、
自然と人との文化的つながり
も学びます。
事前の申し込みが必要です。詳
細は民家園まで。
●料金 参加費無料

版画でめぐるパリ−藤田嗣治とアルベルト・ジャコメッティ

藤 田 嗣 治 の「 魅 せ ら れ た る 河 」
JR浦和駅西口徒歩７分
（1951年）とアルベルト・ジャコメ
!０４
８-８２
７-３２
１５
（1969年）
休館日：月（祝日・休日の場合翌日）、 ッティの「終りなきパリ」
より、パリをテーマにした版画約70
年末年始
点を三期に分けて展示します。藤
※障害者及び団体割引あり
田が描いたシャンゼリゼ通りやフォ
ブール＝サントノレ通り、下町とジ
ャコメッティによる車や建物、カフ
ェのある風景を組み合わせて紹介
します。
●開催期間 06 '9/9〜07 '2/18 10/10〜11/17は休室 ●料金 無料（展示室Ｄ）

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
●開催期日 12/6

10：00〜12：00

季節の行事「餅つき」

臼と杵を使った昔ながらの餅
つきの公開と体験

●料金 無料

県立近代美術館

埼玉県内の博物館施設が所蔵する考古、
歴史、古美術といったさまざまな作品や
資料が、ジャンルや時代を超越して美術
館に集まります。

10:00〜17:30

（2006年10月〜12月）美術館・博物館からのおすすめ情報です。
さいたま市立浦和博物館
JR北浦和駅東口から東武バス「市
立病院」行き終点下車すぐ
!０
４８-８
７４-３
９６
０
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年
始、特別整理休館10〜12月の休館日：10/2〜6、
16、23、30、11/6、13、20、27、12/4〜8、11、
18、25、28〜31
●開催期間 10/7〜12/3

●料金 観覧料・一般700円、高大生 560円

特別展「由来

伝来

名刀の一千年」

クリスマスコンサートｉ
ｎプラネタリウム

特別展「綾瀬川ー市周辺流域のものがたりー」

市の東部を流れる綾瀬川は、か
つて水運が盛んで、流域に河岸
場も造られました。今回の展示
は、綾瀬川の歴史と文化を紹介
します。

日本にオルガンが導入された
ことによって引き起こされた
「うた」の広がりや変化を、収
蔵資料を中心に、明治期から第
二次世界大戦頃までの音楽関
連資料150余点でたどります。

●料金 入館無料

テ

竹宮惠子原画´（ダッシュ）展

ル

漫画原画の保護のために生ま
れた「原画´（ダッシュ）」。そ
の試みと研究に取り組んでい
る漫画家・竹宮惠子の「原画´
（ダッシュ）」作 品を紹 介しま
す。

●料金 入館無料

彩の国さいたま芸術劇場
JR与野本町駅西口徒歩7分
!０
４８-８
５８-５
５１
１
休館日：臨時休館日あり、年末年始
※団体割引あり
会場：彩の国さいたま芸術劇場
音楽ホール
●開催期日 11/3

16:00開演

幸田浩子ソプラノ・リサイタル

いま、最も注目されている若手
ソプラノ歌手幸田浩子が、彩の
国さいたま芸術劇場に初登場。
多くの共演者が常に篤い信頼
を寄せている作曲家でピアニ
ストの野平一郎との共演で、夢
のリサイタルが実現します。

●料金 一般3,000円

さいたま市青少年宇宙科学館
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
!０４
８-８８
１-１５
１５
休館日：月（祝日を除く）、
年末年始
●開催期間 06 '11/23〜07 '1/28

宿泊施設
宿泊施設名

電話番号

048-825-4711

浦和東武ホテル

048-650-1111

アウルホテル大宮

浦和ロイヤルパインズホテル 048-827-1111

東横インさいたま新都心

048-825-4001
048-657-1045

048-647-3300

パレスホテル大宮

048-648-0010

パイオランドホテル本館

048-643-5811

パークプラザ大宮

048-822-4411

ときわ会館

ビジネスホテルグリーン
ビジネスホテル豊泉閣

048-831-2830
048-882-4633

048-648-8886

HOTELメイン

048-601-5555

ホテルブリランテ武蔵野

048-884-2111

ホテルニュー埼玉

048-861-5219

別所沼会館

048-861-4122

プリムローズ有朋

048-863-5111

プラザホテル浦和

048-645-5111

マロウドイン大宮

048-826-0011

ホテルメッツ浦和

与野第一ホテル
ラフレさいたま

048-852-6161
048-601-1111

料金（円）
S6,700〜

T13,000

S10,395〜 D15,592
S13,860

D/T25,410

S8,600〜 T16,600
S6,510〜D/T9,030
1人4,980〜

部屋数
108
103
196
140
227
15

カプセル3,465 ビジネス４,９
３５
S7,000〜 D10,000
S11,025※

T18,900※

S5,700 T9,400

108
122
204
16

1室2名以上1人5,200 1室1名6,000 12
S7,245

T11,970〜

和室5,082〜7,276

115
5

1室2名以上1人5,197 1室１名5,775 10
S6,800〜T12,500
S8,085〜 T15,015〜
S7,875〜 D/T13,650〜
S8,800〜 T15,000
S7,350〜 D10,500〜
S6,200〜 T12,000〜
S9,030〜 T17,220〜

108
65
54
62
251
117
187

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。
!"#$%&'(")*&'+",-$'.'/0123456789:;<=4'.'>?/0123@
アクセス

セールスポイント

JRさいたま新都心駅東口徒歩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。大宮駅東口より無料送迎あり。
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

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。

JRさいたま新都心駅東口徒歩2分 さいたま新都心駅から2分。ビジネスや観光に便利で気軽に泊まれるホテル。
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

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。

10~12

さいず

さ
いたまの観光情報
さいたまの観光情報
たま 観光情報
報

vol.14
autumn2006

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。

JRさいたま新都心駅西口徒歩5分 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。
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

トピックス

大宮ソニックシティ・さいたまスーパーアリーナへ便利。

秋の花便り&味覚狩り

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。

JRさいたま新都心駅西口徒歩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。

学生席1,000円

ロボット展「ROBO WORLD in さいたま」

ロボットを通して最先端の科学技
術を身近に体験できます。科学技
術への関心を高めながら、ロボッ
トの未来への夢を広げます。
旅

048-641-0501

新道山家

048-644-4411

三楽荘

048-643-1515

大宮国体記念会館

割烹旅館東山
ビジネスホテルあさや

●料金 入館無料

ジョン・レノン・ミュージアム
JRさいたま新都心駅徒歩３分、北与
野駅徒歩７分
!０
４８-６
０１-０
００
９
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
円

1970〜1972」

浦和ワシントンホテル

●料金 無料

さいたま市立博物館 第３０回特別展「足踏みオルガンがやってきた！−唱歌から浪花節まで・うたをめぐる近代史−」
JR大宮駅東口徒歩15分
!０
４８-６
４４-２
３２
２
休館日 毎週月曜日（祝日は除く）、
10月10日（火）

ホ
●開催期間 9/23〜10/29

さいたま市立漫画会館
東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０
４８-６
６３-１
５４
１
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

●開催期間 9/9〜11/26

企画展『美術館は白亜紀の夢を見る』

JR北浦和駅西口徒歩３分
!０４
８-８２
４-０１
１１
休館日：月（祝日の場合は開館）、臨
11／24（金）、年末年始
※団体割引あり

「シダ植物の葉化石」白亜紀（1億年前）埼玉県立自然と川の博物館蔵

●開催期間 10/7〜12/24

県立歴史と民俗の博物館
東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０４
８-６４
５-８１
７１
休館日：月（祝日の場合は開館）、
※団体割引あり

刀には美術工芸品としての価値だ
けではなく、歴代の所有者にまつ
わる伝承や史実が秘められていま
す。本展示では、刀の歴史的な側
面にもスポットをあて、様々な角度
から刀の魅力を紹介します。
「上杉謙信が景光の短刀のためにつくった拵（こしらえ）」
（国宝）

●開催期間 10/7〜11/19 ●料金 一般600円、高大生300円 ※中学生以下・65歳以上・障害手帳等をお持ちの方は無料

さいたま市宇宙劇場
JR大宮駅西口徒歩３分
!０４
８-６４
７-００
１１
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

満天の星に包まれながら、アイルラ
ンド音楽をお楽しみください。演
奏：Whirlpool's End（ワールプー
ルズ・エンド）
前売券：11月23日〜
ホームページ htt

〜16： 、" ：00

企画展第2弾「ジョンとヨーコの

館

ジョン・レノンに見えていた世界〜イマジン

｢イマジン｣をテーマに、曲誕生の背景と創作過程、イ
マジンが世界に与えた影響等を紹介し、詞と曲に込
められたジョンの世界観を解説します。また、近年
「イマジン」は英語や社会科等の学校教科書でさま
ざまに取り上げられており、本特別展を一人でも多く
の児童、生徒の学習に役立つよう、開催期間中の小
中学生の入場を無料としました。併せて小中高校生
の皆さまへジョン・レノンの生涯とミュージアムの見 PHOTO:
どころを掲載したガイドブックを差し上げます。
Yoko Ono Lennon

ホテル一松

048-641-2615
048-642-3517
048-797-1918

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11,025〜
団体長期2食付6,800〜
S6,000

2食付6,000〜

2食付9,450〜 朝食付8,400〜

048-829-2881

2食付6,825〜 食無5,250〜

048-644-1515

三松旅館

048-758-0035

ホテルミウラ

旅館いけだ

S2食付6,825〜

18
18
12
13
8
10
10
8
19

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
JR大宮駅徒歩10分
JR浦和駅西口徒歩5分

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。

秋もイベント盛りだくさん
2006年をさいたまのイベントで締めくくろう！

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。

〒330-0846さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館2Ｆ

●開催期間 ７／２
２〜１
２／２
８ ●料金 大人１，
５
００円、高大生１，
０００円、小中生（特別展開催期間中無料）

OM
MIYA

2006年8月2日(水)〜2006年11月30日(木)

さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分

大宮駅西口で一番近いホテル

TEL 048-647-8338

宿泊・宴会・婚礼・レストランと様々な場面でご利用ください。

FAX 048-647-0116

URL http://www.scvb.or.jp

スタッフの笑顔のおもてなしが、

この企画展では、1970
ブ」の作詞原稿、
そして1972年に始まったアメリカ政府との闘いの記録を特別展示しま
す。併せて、
「ワン・トゥ・ワン・コンサート」などジョンとヨーコが1970年代初頭に行った弱
者のためのチャリティ活動を紹介しています。

E-mail scvb@scvb.or.jp

素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

大宮駅観光案内所 TEL 048-644-1144
さいたま新都心観光案内所 TEL 048-600-0070
北浦和観光案内所 TEL 048-834-6166

TEL 048-648-8886（代）

浦和観光案内所 TEL 048-824-0333

さいたま市中央区新都心2-2 Tel 048-601-5555(代)
http://www.hotel-brillante.com

「Sai's」vol.14 2006 平成18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
イタリア料理 イルクオーレ●素敵屋さん●お菓子やさん工房本店
お菓子やさん大宮タカシマヤ店●銀花ギャラリー●野の花屋さん

人口地盤上に武蔵野の雑木林をイメージ。
交通／JR「さいたま新都心駅」西口から徒歩１分

「さいたま新都心けやきひろば」
推定樹齢400年の大イチョウがあります。
交通／JR「大宮駅」東口６番バス「中川循環」乗車
「円蔵院下」下車徒歩１分

「円蔵院」

北浦和観光案内所

素朴な醤油味の煎餅を昔ながらの焼き方で１枚１枚
丁寧に焼き上げています。
30枚入（醤油20、青のり5、黒ごま5）2,100円（税込）
製造元 中田せんべい
浦和区本太3-14-7 !048-882-8631
販売先 同店
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/senbei-nakada/

大崎転作組合
所在地
さいたま市緑区大崎周辺（クリーンセンター近く）
期 間
１
０月末まで
開園日
団体様は要予約／個人・少人数様
は期間中の毎日曜日（雨天中止）
料 金
１株１５
０円
申 込
お電話でお問い合わせください
電 話
!０４
８−８
７８−０４２
９
（高橋）
コスモスの摘み取り（有料）、地元野菜の直売、
各種模擬店などが出店します！
コスモスまつりのお問い合わせは…
!０
４８−８
２９−１
３７
７
（農政課）
!０４８−６
４
６−３０９
４
（大宮区地域経済課）

このマークのある商品は

!０４
８-８３４-６
１６６においても取り扱っております。
浦和観光案内所

!０４８-８２
４-０３３３

和菓子「氷川だんご」
調神社の狛うさぎにちなんで命名されたうさぎの焼
き印がかわいいお菓子です。原材料に国内産小麦粉、
平飼卵、有機白いんげんが使われています。
10個入840円（税込）
製造元 （有）菓房 はら山
緑区原山1-3-2 !048-887-1388
販売先 同店、伊勢丹浦和店
ＵＲＬ：http://www.harayama.co.jp/

和菓子「武州梅」
寛文11年に当時の岩槻城主であった阿部正春公が鋳造した岩
槻城の鐘楼「時の鐘」を型どったお菓子です。平成5年に両陛
下へ献上されました。
12個入2,121円（税込）
製造元 時乃鐘田中屋
岩槻区本町3-16-10 !048-756-0250
販売先 同店、岩槻サティ

岩槻区南下新井地区（コスモスの散歩道）10/21･22
西区植水地区（加茂川団地東側） 10/28･29
北区大砂土地区（市営大宮球場北側）10/28(雨天29日)
見沼区膝子地区（東楽園南側）
10/28(雨天29日)
見沼区中川地区（中川分水通り寺前住宅南側）10/29
岩槻区鹿室地区（貝塚団地北側） 10/29
見沼区大谷地区（環境整備センター南側）11/3(雨天4日)

県内屈指の古社である調
県内
調神社（つきじんじゃ）は地元
元
では親
では親しみを込めて
「つきの
のみやさん」とよばれていま
ま
す。調
調神社には七不思議の
の伝説があり、古くから人々に
に
語られ
語られています。
1 鳥居がない。
1.
（境内へ伊勢神宮への貢物を運び入れ
るとき
るとき邪魔になり鳥居を建
てないことにした。）
2. 松の木がない。
3. 御手洗の池の魚は片目になる。
4. 狛犬のかわりにウサギ像が置かれている。
（「つき」
を「月」と考え、
ウサギを神の
の使姫とする習慣からである。）
5. 日蓮上人駒つなぎのケヤキ。
（日蓮が佐渡へ流され
る途中、難産の婦人のためこのケヤキに馬を繋ぎ、祈っ
っ
たとこ
たところ男子を無事出産し
したので安産の守護神として
て、
今に信仰されている。）
今に信
6 ハエがいない。
6.
（調神社の祭神が嫌うためとのこと。）
7. 蚊がいない。
（ハエと同じ理由。）
「つき神社」だけに、昔から
「つき神
ら「ツキを呼ぶ神社」として、
大変ご利益があると言われ
変
れています。境内のあちこち
ち
に置か
に置かれているかわいいう
うさぎさんを探してみてくだ
だ
さい。
： 浦和駅西口より
り徒歩７分

武蔵一宮氷川神社にちなんで命名された名物だんご
です。
5本入330円（税込）
製造元 氷川だんご屋
大宮区高鼻町2-130 !048-644-3782
販売先 同店

煎餅「手焼きせんべい 彩の月」
群馬の秋間梅林、神奈川の曽我梅林、東京の吉野梅
郷とともに関東四大梅林の一つに数えられている越
生梅林にちなんで命名されました。
20個入1,160円（税込）
製造元 ときわだんご本舗
浦和区高砂1-12-1 コルソ内
$$$$!048-822-4166
販売先 同店

★味覚狩り 「さつまいも」
旧中山道から氷川神社まで続く約２kmの並木道。
交通／JR「さいたま新都心駅」東口から徒歩６分または
JR「大宮駅」東口から徒歩１
０分

「氷川参道・平成ひろば」
神池のもみじが美しい。
交通／JR「大宮駅」東口より徒歩２０分または
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩１
５分

「武蔵一宮氷川神社」
春の桜が有名ですが、紅葉もおすすめです。
交通／JR「大宮駅」東口より徒歩２０分または
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩１０分

見
頃 １０月末まで
開園時間 ８
：
００〜１
８
：
００
（１
０月〜３月）
７
：
３
０〜１９
：
０
０
（４月〜９月）
所 在 地 さいたま市西区西新井１
２４
交
通 ＪＲ高崎線「上尾駅」西口から循環バス
「ぐるっとくん」大谷循環、
「花の丘公園」
下車すぐ
ＪＲ高崎線「宮原駅」西口から東武バス
花の丘行き、終点下車すぐ（このバスは
土曜・休日のみ運行）
電
話 !０４
８−６２２−５
７８１
（管理事務所）

株式会社
お問い合
コルソ店

和菓子「別製 葛がし」
和菓子「サッカー王国」

大宮花の丘農林公苑

鳥居がない！
がない！

TEL048-831-6333
1-12-1 コルソ1Ｆ
ンフーヅ
0120-858-103

さいたま推奨土産品

さいたま生まれ・彩の国育ち

錦ケ原にあるサクラソウ自生地にちなんで命名されました。
契約農家から玄米を仕入れ、自社で精米しています。
36枚入（醤油１０、のりまる４、ごま４、ひび焼き５、
ざらめ５、こぶ４、海苔はり４）2,100円（税込）
製造元 錦せんべい本舗
西区土屋106-3 !048-624-4355
販売先 直売店
ＵＲＬ：http://www.nishiki-senbei.com

TOMIZEN FOODS

煎餅「錦せんべい」

サッカー王国さいたま の土地柄にちなんで作ら
れたサッカーボールをかたどった洋風和菓子です。
10個入1,200円（税込）
製造・販売元 御菓子舗 橘家
北浦和店（中央区新中里1-1-2 !048-831-2944）
大和田店（見沼区大和田町2-966-3 !048#688-0607）

昔食べられていた正月の鏡餅を砕いて揚げた「揚げ
もち」をイメージして作られています。揚げから味
付けまで、すべて手作業でおこなわれています。
4袋1,050円（税込）
製造元 （株）七越製菓
中央区上峰2-3-9 !048-852-3753
販売先 直営売店
ＵＲＬ：http://www.nanakoshi.co.jp/

煎餅「手揚げもち」
※オンラインショッピングでの取り扱いは全品ではありませんので、詳しくはホームページでご覧ください。

おみやげ

秋のおすすめ情報です。ぜひお出かけください。

狛犬ならぬ狛兎
ならぬ狛兎

調神社の七不思議
さい まのと ておき をお届けします。
さいたまのとっておき情報をお届け
します
これであなたもさいたま通
これ
であなた さいた 通！

和菓子「宮うさぎ」

屋号「花見」の「花」と使用されている「栗」を合
わせて命名されました。バター生地の中に栗が一粒
丸ごと入っています。
12個入2,100円（税込）
製造元 （有）花見菓子舗
大宮区大門町3-37 !048-641-1181
販売先 同店

和菓子「時乃鐘最中」

和菓子「花栗」
約150年前から作られているお菓子です。今でも創
業時の製造法で作られています。
20個入2,260円（税込）
製造元 （有）田中屋本店
岩槻区本町2-2-43 !048-756-0045
販売先 同店

さいたま市内のコスモスまつり

「大宮公園」
山もみじなどの落葉・雑木盆栽が必見。
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩５分

「大宮盆栽園」
水面に映える紅葉も美しい。
交通／JR「浦和駅」西口より徒歩２０分または
JR埼京線「中浦和駅」より徒歩５分

「別所沼公園」
紅葉した美しい街を眺めながら、いつもよりゆっくりと歩いてみてください。

第２回さいたま推奨土産品のご紹介、第5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。

★花便り 「コスモス」

★紅葉スポットへ行こう！

オータムトピックス

お買い求めはwww.scvb.or.jpから。

さいたま推奨土産品のオンラインショッピングも好評です！是非ご利用ください。

ミュージアムカレンダー
浦和くらしの博物館民家園 秋の自然観察会
JR浦和駅西口から国際興業バス
「東川口駅北口」行き等「念仏橋」
下車すぐ
!０
４８-８
７８-５
０２
５
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始
●開催期間 10/29

10：00〜12：00

うらわ美術館

民家園周辺の植物等を観察し、
自然と人との文化的つながり
も学びます。
事前の申し込みが必要です。詳
細は民家園まで。
●料金 参加費無料

版画でめぐるパリ−藤田嗣治とアルベルト・ジャコメッティ

藤 田 嗣 治 の「 魅 せ ら れ た る 河 」
JR浦和駅西口徒歩７分
（1951年）とアルベルト・ジャコメ
!０４
８-８２
７-３２
１５
（1969年）
休館日：月（祝日・休日の場合翌日）、 ッティの「終りなきパリ」
より、パリをテーマにした版画約70
年末年始
点を三期に分けて展示します。藤
※障害者及び団体割引あり
田が描いたシャンゼリゼ通りやフォ
ブール＝サントノレ通り、下町とジ
ャコメッティによる車や建物、カフ
ェのある風景を組み合わせて紹介
します。
●開催期間 06 '9/9〜07 '2/18 10/10〜11/17は休室 ●料金 無料（展示室Ｄ）

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
●開催期日 12/6

10：00〜12：00

季節の行事「餅つき」

臼と杵を使った昔ながらの餅
つきの公開と体験

●料金 無料

県立近代美術館

埼玉県内の博物館施設が所蔵する考古、
歴史、古美術といったさまざまな作品や
資料が、ジャンルや時代を超越して美術
館に集まります。

10:00〜17:30

（2006年10月〜12月）美術館・博物館からのおすすめ情報です。
さいたま市立浦和博物館
JR北浦和駅東口から東武バス「市
立病院」行き終点下車すぐ
!０
４８-８
７４-３
９６
０
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年
始、特別整理休館10〜12月の休館日：10/2〜6、
16、23、30、11/6、13、20、27、12/4〜8、11、
18、25、28〜31
●開催期間 10/7〜12/3

●料金 観覧料・一般700円、高大生 560円

特別展「由来

伝来

名刀の一千年」

クリスマスコンサートｉ
ｎプラネタリウム

特別展「綾瀬川ー市周辺流域のものがたりー」

市の東部を流れる綾瀬川は、か
つて水運が盛んで、流域に河岸
場も造られました。今回の展示
は、綾瀬川の歴史と文化を紹介
します。

日本にオルガンが導入された
ことによって引き起こされた
「うた」の広がりや変化を、収
蔵資料を中心に、明治期から第
二次世界大戦頃までの音楽関
連資料150余点でたどります。

●料金 入館無料

テ

竹宮惠子原画´（ダッシュ）展

ル

漫画原画の保護のために生ま
れた「原画´（ダッシュ）」。そ
の試みと研究に取り組んでい
る漫画家・竹宮惠子の「原画´
（ダッシュ）」作 品を紹 介しま
す。

●料金 入館無料

彩の国さいたま芸術劇場
JR与野本町駅西口徒歩7分
!０
４８-８
５８-５
５１
１
休館日：臨時休館日あり、年末年始
※団体割引あり
会場：彩の国さいたま芸術劇場
音楽ホール
●開催期日 11/3

16:00開演

幸田浩子ソプラノ・リサイタル

いま、最も注目されている若手
ソプラノ歌手幸田浩子が、彩の
国さいたま芸術劇場に初登場。
多くの共演者が常に篤い信頼
を寄せている作曲家でピアニ
ストの野平一郎との共演で、夢
のリサイタルが実現します。

●料金 一般3,000円

さいたま市青少年宇宙科学館
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
!０４
８-８８
１-１５
１５
休館日：月（祝日を除く）、
年末年始
●開催期間 06 '11/23〜07 '1/28

宿泊施設
宿泊施設名

電話番号

048-825-4711

浦和東武ホテル

048-650-1111

アウルホテル大宮

浦和ロイヤルパインズホテル 048-827-1111

東横インさいたま新都心

048-825-4001
048-657-1045

048-647-3300

パレスホテル大宮

048-648-0010

パイオランドホテル本館

048-643-5811

パークプラザ大宮

048-822-4411

ときわ会館

ビジネスホテルグリーン
ビジネスホテル豊泉閣

048-831-2830
048-882-4633

048-648-8886

HOTELメイン

048-601-5555

ホテルブリランテ武蔵野

048-884-2111

ホテルニュー埼玉

048-861-5219

別所沼会館

048-861-4122

プリムローズ有朋

048-863-5111

プラザホテル浦和

048-645-5111

マロウドイン大宮

048-826-0011

ホテルメッツ浦和

与野第一ホテル
ラフレさいたま

048-852-6161
048-601-1111

料金（円）
S6,700〜

T13,000

S10,395〜 D15,592
S13,860

D/T25,410

S8,600〜 T16,600
S6,510〜D/T9,030
1人4,980〜

部屋数
108
103
196
140
227
15

カプセル3,465 ビジネス４,９
３５
S7,000〜 D10,000
S11,025※

T18,900※

S5,700 T9,400

108
122
204
16

1室2名以上1人5,200 1室1名6,000 12
S7,245

T11,970〜

和室5,082〜7,276

115
5

1室2名以上1人5,197 1室１名5,775 10
S6,800〜T12,500
S8,085〜 T15,015〜
S7,875〜 D/T13,650〜
S8,800〜 T15,000
S7,350〜 D10,500〜
S6,200〜 T12,000〜
S9,030〜 T17,220〜

108
65
54
62
251
117
187

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。
!"#$%&'(")*&'+",-$'.'/0123456789:;<=4'.'>?/0123@
アクセス

セールスポイント

JRさいたま新都心駅東口徒歩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。大宮駅東口より無料送迎あり。
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

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。

JRさいたま新都心駅東口徒歩2分 さいたま新都心駅から2分。ビジネスや観光に便利で気軽に泊まれるホテル。
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

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。

10~12

さいず

さ
いたまの観光情報
さいたまの観光情報
たま 観光情報
報

vol.14
autumn2006

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。

JRさいたま新都心駅西口徒歩5分 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。
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

トピックス

大宮ソニックシティ・さいたまスーパーアリーナへ便利。

秋の花便り&味覚狩り

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。

JRさいたま新都心駅西口徒歩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。

学生席1,000円

ロボット展「ROBO WORLD in さいたま」

ロボットを通して最先端の科学技
術を身近に体験できます。科学技
術への関心を高めながら、ロボッ
トの未来への夢を広げます。
旅

048-641-0501

新道山家

048-644-4411

三楽荘

048-643-1515

大宮国体記念会館

割烹旅館東山
ビジネスホテルあさや

●料金 入館無料

ジョン・レノン・ミュージアム
JRさいたま新都心駅徒歩３分、北与
野駅徒歩７分
!０
４８-６
０１-０
００
９
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
円

1970〜1972」

浦和ワシントンホテル

●料金 無料

さいたま市立博物館 第３０回特別展「足踏みオルガンがやってきた！−唱歌から浪花節まで・うたをめぐる近代史−」
JR大宮駅東口徒歩15分
!０
４８-６
４４-２
３２
２
休館日 毎週月曜日（祝日は除く）、
10月10日（火）

ホ
●開催期間 9/23〜10/29

さいたま市立漫画会館
東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０
４８-６
６３-１
５４
１
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

●開催期間 9/9〜11/26

企画展『美術館は白亜紀の夢を見る』

JR北浦和駅西口徒歩３分
!０４
８-８２
４-０１
１１
休館日：月（祝日の場合は開館）、臨
11／24（金）、年末年始
※団体割引あり

「シダ植物の葉化石」白亜紀（1億年前）埼玉県立自然と川の博物館蔵

●開催期間 10/7〜12/24

県立歴史と民俗の博物館
東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０４
８-６４
５-８１
７１
休館日：月（祝日の場合は開館）、
※団体割引あり

刀には美術工芸品としての価値だ
けではなく、歴代の所有者にまつ
わる伝承や史実が秘められていま
す。本展示では、刀の歴史的な側
面にもスポットをあて、様々な角度
から刀の魅力を紹介します。
「上杉謙信が景光の短刀のためにつくった拵（こしらえ）」
（国宝）

●開催期間 10/7〜11/19 ●料金 一般600円、高大生300円 ※中学生以下・65歳以上・障害手帳等をお持ちの方は無料

さいたま市宇宙劇場
JR大宮駅西口徒歩３分
!０４
８-６４
７-００
１１
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

満天の星に包まれながら、アイルラ
ンド音楽をお楽しみください。演
奏：Whirlpool's End（ワールプー
ルズ・エンド）
前売券：11月23日〜
ホームページ htt

〜16： 、" ：00

企画展第2弾「ジョンとヨーコの

館

ジョン・レノンに見えていた世界〜イマジン

｢イマジン｣をテーマに、曲誕生の背景と創作過程、イ
マジンが世界に与えた影響等を紹介し、詞と曲に込
められたジョンの世界観を解説します。また、近年
「イマジン」は英語や社会科等の学校教科書でさま
ざまに取り上げられており、本特別展を一人でも多く
の児童、生徒の学習に役立つよう、開催期間中の小
中学生の入場を無料としました。併せて小中高校生
の皆さまへジョン・レノンの生涯とミュージアムの見 PHOTO:
どころを掲載したガイドブックを差し上げます。
Yoko Ono Lennon

ホテル一松

048-641-2615
048-642-3517
048-797-1918

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11,025〜
団体長期2食付6,800〜
S6,000

2食付6,000〜

2食付9,450〜 朝食付8,400〜

048-829-2881

2食付6,825〜 食無5,250〜

048-644-1515

三松旅館

048-758-0035

ホテルミウラ

旅館いけだ

S2食付6,825〜

18
18
12
13
8
10
10
8
19

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
JR大宮駅徒歩10分
JR浦和駅西口徒歩5分

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。

秋もイベント盛りだくさん
2006年をさいたまのイベントで締めくくろう！

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。

〒330-0846さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館2Ｆ

●開催期間 ７／２
２〜１
２／２
８ ●料金 大人１，
５
００円、高大生１，
０００円、小中生（特別展開催期間中無料）

OM
MIYA

2006年8月2日(水)〜2006年11月30日(木)

さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分

大宮駅西口で一番近いホテル

TEL 048-647-8338

宿泊・宴会・婚礼・レストランと様々な場面でご利用ください。

FAX 048-647-0116

URL http://www.scvb.or.jp

スタッフの笑顔のおもてなしが、

この企画展では、1970
ブ」の作詞原稿、
そして1972年に始まったアメリカ政府との闘いの記録を特別展示しま
す。併せて、
「ワン・トゥ・ワン・コンサート」などジョンとヨーコが1970年代初頭に行った弱
者のためのチャリティ活動を紹介しています。

E-mail scvb@scvb.or.jp

素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

大宮駅観光案内所 TEL 048-644-1144
さいたま新都心観光案内所 TEL 048-600-0070
北浦和観光案内所 TEL 048-834-6166

TEL 048-648-8886（代）

浦和観光案内所 TEL 048-824-0333

さいたま市中央区新都心2-2 Tel 048-601-5555(代)
http://www.hotel-brillante.com

「Sai's」vol.14 2006 平成18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
イタリア料理 イルクオーレ●素敵屋さん●お菓子やさん工房本店
お菓子やさん大宮タカシマヤ店●銀花ギャラリー●野の花屋さん

人口地盤上に武蔵野の雑木林をイメージ。
交通／JR「さいたま新都心駅」西口から徒歩１分

「さいたま新都心けやきひろば」
推定樹齢400年の大イチョウがあります。
交通／JR「大宮駅」東口６番バス「中川循環」乗車
「円蔵院下」下車徒歩１分

「円蔵院」

北浦和観光案内所

素朴な醤油味の煎餅を昔ながらの焼き方で１枚１枚
丁寧に焼き上げています。
30枚入（醤油20、青のり5、黒ごま5）2,100円（税込）
製造元 中田せんべい
浦和区本太3-14-7 !048-882-8631
販売先 同店
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/senbei-nakada/

大崎転作組合
所在地
さいたま市緑区大崎周辺（クリーンセンター近く）
期 間
１
０月末まで
開園日
団体様は要予約／個人・少人数様
は期間中の毎日曜日（雨天中止）
料 金
１株１５
０円
申 込
お電話でお問い合わせください
電 話
!０４
８−８
７８−０４２
９
（高橋）
コスモスの摘み取り（有料）、地元野菜の直売、
各種模擬店などが出店します！
コスモスまつりのお問い合わせは…
!０
４８−８
２９−１
３７
７
（農政課）
!０４８−６
４
６−３０９
４
（大宮区地域経済課）

このマークのある商品は

!０４
８-８３４-６
１６６においても取り扱っております。
浦和観光案内所

!０４８-８２
４-０３３３

和菓子「氷川だんご」
調神社の狛うさぎにちなんで命名されたうさぎの焼
き印がかわいいお菓子です。原材料に国内産小麦粉、
平飼卵、有機白いんげんが使われています。
10個入840円（税込）
製造元 （有）菓房 はら山
緑区原山1-3-2 !048-887-1388
販売先 同店、伊勢丹浦和店
ＵＲＬ：http://www.harayama.co.jp/

和菓子「武州梅」
寛文11年に当時の岩槻城主であった阿部正春公が鋳造した岩
槻城の鐘楼「時の鐘」を型どったお菓子です。平成5年に両陛
下へ献上されました。
12個入2,121円（税込）
製造元 時乃鐘田中屋
岩槻区本町3-16-10 !048-756-0250
販売先 同店、岩槻サティ

岩槻区南下新井地区（コスモスの散歩道）10/21･22
西区植水地区（加茂川団地東側） 10/28･29
北区大砂土地区（市営大宮球場北側）10/28(雨天29日)
見沼区膝子地区（東楽園南側）
10/28(雨天29日)
見沼区中川地区（中川分水通り寺前住宅南側）10/29
岩槻区鹿室地区（貝塚団地北側） 10/29
見沼区大谷地区（環境整備センター南側）11/3(雨天4日)

県内屈指の古社である調
県内
調神社（つきじんじゃ）は地元
元
では親
では親しみを込めて
「つきの
のみやさん」とよばれていま
ま
す。調
調神社には七不思議の
の伝説があり、古くから人々に
に
語られ
語られています。
1 鳥居がない。
1.
（境内へ伊勢神宮への貢物を運び入れ
るとき
るとき邪魔になり鳥居を建
てないことにした。）
2. 松の木がない。
3. 御手洗の池の魚は片目になる。
4. 狛犬のかわりにウサギ像が置かれている。
（「つき」
を「月」と考え、
ウサギを神の
の使姫とする習慣からである。）
5. 日蓮上人駒つなぎのケヤキ。
（日蓮が佐渡へ流され
る途中、難産の婦人のためこのケヤキに馬を繋ぎ、祈っ
っ
たとこ
たところ男子を無事出産し
したので安産の守護神として
て、
今に信仰されている。）
今に信
6 ハエがいない。
6.
（調神社の祭神が嫌うためとのこと。）
7. 蚊がいない。
（ハエと同じ理由。）
「つき神社」だけに、昔から
「つき神
ら「ツキを呼ぶ神社」として、
大変ご利益があると言われ
変
れています。境内のあちこち
ち
に置か
に置かれているかわいいう
うさぎさんを探してみてくだ
だ
さい。
： 浦和駅西口より
り徒歩７分

武蔵一宮氷川神社にちなんで命名された名物だんご
です。
5本入330円（税込）
製造元 氷川だんご屋
大宮区高鼻町2-130 !048-644-3782
販売先 同店

煎餅「手焼きせんべい 彩の月」
群馬の秋間梅林、神奈川の曽我梅林、東京の吉野梅
郷とともに関東四大梅林の一つに数えられている越
生梅林にちなんで命名されました。
20個入1,160円（税込）
製造元 ときわだんご本舗
浦和区高砂1-12-1 コルソ内
$$$$!048-822-4166
販売先 同店

★味覚狩り 「さつまいも」
旧中山道から氷川神社まで続く約２kmの並木道。
交通／JR「さいたま新都心駅」東口から徒歩６分または
JR「大宮駅」東口から徒歩１
０分

「氷川参道・平成ひろば」
神池のもみじが美しい。
交通／JR「大宮駅」東口より徒歩２０分または
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩１
５分

「武蔵一宮氷川神社」
春の桜が有名ですが、紅葉もおすすめです。
交通／JR「大宮駅」東口より徒歩２０分または
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩１０分

見
頃 １０月末まで
開園時間 ８
：
００〜１
８
：
００
（１
０月〜３月）
７
：
３
０〜１９
：
０
０
（４月〜９月）
所 在 地 さいたま市西区西新井１
２４
交
通 ＪＲ高崎線「上尾駅」西口から循環バス
「ぐるっとくん」大谷循環、
「花の丘公園」
下車すぐ
ＪＲ高崎線「宮原駅」西口から東武バス
花の丘行き、終点下車すぐ（このバスは
土曜・休日のみ運行）
電
話 !０４
８−６２２−５
７８１
（管理事務所）

株式会社
お問い合
コルソ店

和菓子「別製 葛がし」
和菓子「サッカー王国」

大宮花の丘農林公苑

鳥居がない！
がない！

TEL048-831-6333
1-12-1 コルソ1Ｆ
ンフーヅ
0120-858-103

さいたま推奨土産品

さいたま生まれ・彩の国育ち

錦ケ原にあるサクラソウ自生地にちなんで命名されました。
契約農家から玄米を仕入れ、自社で精米しています。
36枚入（醤油１０、のりまる４、ごま４、ひび焼き５、
ざらめ５、こぶ４、海苔はり４）2,100円（税込）
製造元 錦せんべい本舗
西区土屋106-3 !048-624-4355
販売先 直売店
ＵＲＬ：http://www.nishiki-senbei.com

TOMIZEN FOODS

煎餅「錦せんべい」

サッカー王国さいたま の土地柄にちなんで作ら
れたサッカーボールをかたどった洋風和菓子です。
10個入1,200円（税込）
製造・販売元 御菓子舗 橘家
北浦和店（中央区新中里1-1-2 !048-831-2944）
大和田店（見沼区大和田町2-966-3 !048#688-0607）

昔食べられていた正月の鏡餅を砕いて揚げた「揚げ
もち」をイメージして作られています。揚げから味
付けまで、すべて手作業でおこなわれています。
4袋1,050円（税込）
製造元 （株）七越製菓
中央区上峰2-3-9 !048-852-3753
販売先 直営売店
ＵＲＬ：http://www.nanakoshi.co.jp/

煎餅「手揚げもち」
※オンラインショッピングでの取り扱いは全品ではありませんので、詳しくはホームページでご覧ください。

おみやげ

秋のおすすめ情報です。ぜひお出かけください。

狛犬ならぬ狛兎
ならぬ狛兎

調神社の七不思議
さい まのと ておき をお届けします。
さいたまのとっておき情報をお届け
します
これであなたもさいたま通
これ
であなた さいた 通！

和菓子「宮うさぎ」

屋号「花見」の「花」と使用されている「栗」を合
わせて命名されました。バター生地の中に栗が一粒
丸ごと入っています。
12個入2,100円（税込）
製造元 （有）花見菓子舗
大宮区大門町3-37 !048-641-1181
販売先 同店

和菓子「時乃鐘最中」

和菓子「花栗」
約150年前から作られているお菓子です。今でも創
業時の製造法で作られています。
20個入2,260円（税込）
製造元 （有）田中屋本店
岩槻区本町2-2-43 !048-756-0045
販売先 同店

さいたま市内のコスモスまつり

「大宮公園」
山もみじなどの落葉・雑木盆栽が必見。
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩５分

「大宮盆栽園」
水面に映える紅葉も美しい。
交通／JR「浦和駅」西口より徒歩２０分または
JR埼京線「中浦和駅」より徒歩５分

「別所沼公園」
紅葉した美しい街を眺めながら、いつもよりゆっくりと歩いてみてください。

第２回さいたま推奨土産品のご紹介、第5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。

★花便り 「コスモス」

★紅葉スポットへ行こう！

オータムトピックス

お買い求めはwww.scvb.or.jpから。

さいたま推奨土産品のオンラインショッピングも好評です！是非ご利用ください。

ミュージアムカレンダー
浦和くらしの博物館民家園 秋の自然観察会

さいたま市立浦和博物館

JR浦和駅西口から国際興業バス
「東川口駅北口」行き等「念仏橋」
下車すぐ
!０
４８-８
７８-５
０２
５
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

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
!０
４８-８
７４-３
９６
０
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年
始、特別整理休館10〜12月の休館日：10/2〜6、
16、23、30、11/6、13、20、27、12/4〜8、11、
18、25、28〜31

●開催期間 10/29

10：00〜12：00

うらわ美術館

民家園周辺の植物等を観察し、
自然と人との文化的つながり
も学びます。
事前の申し込みが必要です。詳
細は民家園まで。
●料金 参加費無料

●開催期間 10/7〜12/3

版画でめぐるパリ−藤田嗣治とアルベルト・ジャコメッティ

●開催期日 12/6

10：00〜12：00

●開催期間 9/23〜10/29

さいたま市立漫画会館

季節の行事「餅つき」

東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０
４８-６
６３-１
５４
１
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

●料金 無料

JR北浦和駅西口徒歩３分
!０４
８-８２
４-０１
１１
休館日：月（祝日の場合は開館）、臨
11／24（金）、年末年始
※団体割引あり

●開催期間 9/9〜11/26

埼玉県内の博物館施設が所蔵する考古、
歴史、古美術といったさまざまな作品や
資料が、ジャンルや時代を超越して美術
館に集まります。

JR与野本町駅西口徒歩7分
!０
４８-８
５８-５
５１
１
休館日：臨時休館日あり、年末年始
※団体割引あり
会場：彩の国さいたま芸術劇場
音楽ホール

10:00〜17:30

●料金 観覧料・一般700円、高大生 560円

県立歴史と民俗の博物館
東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０４
８-６４
５-８１
７１
休館日：月（祝日の場合は開館）、
※団体割引あり

特別展「由来

伝来

●開催期日 11/3

名刀の一千年」

●開催期間 10/7〜11/19 ●料金 一般600円、高大生300円 ※中学生以下・65歳以上・障害手帳等をお持ちの方は無料

クリスマスコンサートｉ
ｎプラネタリウム

JR大宮駅西口徒歩３分
!０４
８-６４
７-００
１１
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
〜16： 、" ：00

円

企画展第2弾「ジョンとヨーコの

1970〜1972」

セールスポイント

108

JRさいたま新都心駅東口徒歩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。大宮駅東口より無料送迎あり。

S10,395〜 D15,592

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

S13,860

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

S8,600〜 T16,600

140

JR浦和駅西口徒歩3分

駅からのアクセスが抜群です。

227

JRさいたま新都心駅東口徒歩2分 さいたま新都心駅から2分。ビジネスや観光に便利で気軽に泊まれるホテル。

D/T25,410

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3,465 ビジネス４,９
３５

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

S7,000〜 D10,000

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

S11,025※

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。

テ

ビジネスホテルグリーン

048-831-2830

S5,700 T9,400

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。

ル

ビジネスホテル豊泉閣

048-882-4633

1室2名以上1人5,200 1室1名6,000 12

JR浦和駅東口徒歩3分

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。

プラザホテル浦和

048-863-5111

S7,245

115

JR中浦和駅東口徒歩1分

ボウリング場隣接。

プリムローズ有朋

048-861-4122

和室5,082〜7,276

5

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。

15

T18,900※

T11,970〜

16

10~12

別所沼会館

048-861-5219

1室2名以上1人5,197 1室１名5,775 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。

ホテルニュー埼玉

048-884-2111

S6,800〜T12,500

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。

ホテルブリランテ武蔵野

048-601-5555

S8,085〜 T15,015〜

65

JRさいたま新都心駅西口徒歩5分 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。

HOTELメイン

048-648-8886

S7,875〜 D/T13,650〜

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。

ホテルメッツ浦和

048-826-0011

S8,800〜 T15,000

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。

マロウドイン大宮

048-645-5111

S7,350〜 D10,500〜

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。
さいたま新都心に、アクセス容易。

108

さ
いたまの観光情報
さいたまの観光情報
たま 観光情報
報

さいず
vol.14
2006

autumn

トピックス
秋の花便り&味覚狩り

与野第一ホテル

048-852-6161

S6,200〜 T12,000〜

117

JR大宮駅西口車5分

ラフレさいたま

048-601-1111

S9,030〜 T17,220〜

187

JRさいたま新都心駅西口徒歩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。

大宮国体記念会館

048-643-1515

1人4,500

三楽荘

048-644-4411

2食付6,825

新道山家

048-641-0501

割烹旅館東山

●料金 一般3,000円 学生席1,000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
!０４
８-８８
１-１５
１５
休館日：月（祝日を除く）、
年末年始
●開催期間 06 '11/23〜07 '1/28

ロボット展「ROBO WORLD in さいたま」

ロボットを通して最先端の科学技
術を身近に体験できます。科学技
術への関心を高めながら、ロボッ
トの未来への夢を広げます。
旅

●料金 入館無料

JRさいたま新都心駅徒歩３分、北与
野駅徒歩７分
!０
４８-６
０１-０
００
９
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

ホームページ htt

048-825-4711

アクセス

部屋数

1人4,980〜

いま、最も注目されている若手
ソプラノ歌手幸田浩子が、彩の
国さいたま芸術劇場に初登場。
多くの共演者が常に篤い信頼
を寄せている作曲家でピアニ
ストの野平一郎との共演で、夢
のリサイタルが実現します。

ジョン・レノン・ミュージアム

満天の星に包まれながら、アイルラ
ンド音楽をお楽しみください。演
奏：Whirlpool's End（ワールプー
ルズ・エンド）
前売券：11月23日〜

浦和東武ホテル

T13,000

S6,510〜D/T9,030

幸田浩子ソプラノ・リサイタル

さいたま市青少年宇宙科学館

刀には美術工芸品としての価値だ
けではなく、歴代の所有者にまつ
わる伝承や史実が秘められていま
す。本展示では、刀の歴史的な側
面にもスポットをあて、様々な角度
から刀の魅力を紹介します。
「上杉謙信が景光の短刀のためにつくった拵（こしらえ）」
（国宝）

さいたま市宇宙劇場

16:00開演

S6,700〜

048-822-4411

●料金 入館無料

彩の国さいたま芸術劇場

048-650-1111

048-657-1045

漫画原画の保護のために生ま
れた「原画´（ダッシュ）」。そ
の試みと研究に取り組んでい
る漫画家・竹宮惠子の「原画´
（ダッシュ）」作 品を紹 介しま
す。

企画展『美術館は白亜紀の夢を見る』

「シダ植物の葉化石」白亜紀（1億年前）埼玉県立自然と川の博物館蔵

●開催期間 10/7〜12/24

竹宮惠子原画´（ダッシュ）展

料金（円）

電話番号

アウルホテル大宮

東横インさいたま新都心

日本にオルガンが導入された
ことによって引き起こされた
「うた」の広がりや変化を、収
蔵資料を中心に、明治期から第
二次世界大戦頃までの音楽関
連資料150余点でたどります。

●料金 入館無料

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。
!"#$%&'(")*&'+",-$'.'/0123456789:;<=4'.'>?/0123@

ときわ会館

ホ

臼と杵を使った昔ながらの餅
つきの公開と体験

県立近代美術館

宿泊施設名

●料金 無料

JR大宮駅東口徒歩15分
!０
４８-６
４４-２
３２
２
休館日 毎週月曜日（祝日は除く）、
10月10日（火）

●開催期間 06 '9/9〜07 '2/18 10/10〜11/17は休室 ●料金 無料（展示室Ｄ）

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

特別展「綾瀬川ー市周辺流域のものがたりー」

市の東部を流れる綾瀬川は、か
つて水運が盛んで、流域に河岸
場も造られました。今回の展示
は、綾瀬川の歴史と文化を紹介
します。

さいたま市立博物館 第３０回特別展「足踏みオルガンがやってきた！−唱歌から浪花節まで・うたをめぐる近代史−」

藤 田 嗣 治 の「 魅 せ ら れ た る 河 」
JR浦和駅西口徒歩７分
（1951年）とアルベルト・ジャコメ
!０４
８-８２
７-３２
１５
ッティの
「終りなきパリ」
（1969年）
休館日：月（祝日・休日の場合翌日）、
より、パリをテーマにした版画約70
年末年始
点を三期に分けて展示します。藤
※障害者及び団体割引あり
田が描いたシャンゼリゼ通りやフォ
ブール＝サントノレ通り、下町とジ
ャコメッティによる車や建物、カフ
ェのある風景を組み合わせて紹介
します。

旧坂東家住宅見沼くらしっく館

宿泊施設

（2006年10月〜12月）美術館・博物館からのおすすめ情報です。

館

ジョン・レノンに見えていた世界〜イマジン

｢イマジン｣をテーマに、曲誕生の背景と創作過程、イ
マジンが世界に与えた影響等を紹介し、詞と曲に込
められたジョンの世界観を解説します。また、近年
「イマジン」は英語や社会科等の学校教科書でさま
ざまに取り上げられており、本特別展を一人でも多く
の児童、生徒の学習に役立つよう、開催期間中の小
中学生の入場を無料としました。併せて小中高校生
の皆さまへジョン・レノンの生涯とミュージアムの見 PHOTO:
どころを掲載したガイドブックを差し上げます。
Yoko Ono Lennon

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。

2食付12,600〜 食無7,350〜

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。

048-641-2615

2食付11,025〜

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。

ビジネスホテルあさや

048-642-3517

団体長期2食付6,800〜

ホテル一松

048-797-1918

S6,000

ホテルミウラ

048-758-0035

S2食付6,825〜

三松旅館

048-644-1515

2食付6,825〜 食無5,250〜

旅館いけだ

048-829-2881

2食付9,450〜 朝食付8,400〜

食無5,250

2食付6,000〜

秋もイベント盛りだくさん
2006年をさいたまのイベントで締めくくろう！

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。

10

東武野田線岩槻駅徒歩10分

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。

10

東武野田線岩槻駅徒歩5分

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。

JR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。

8

8
19

〒330-0846さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館2Ｆ

●開催期間 ７／２
２〜１
２／２
８ ●料金 大人１，
５
００円、高大生１，
０００円、小中生（特別展開催期間中無料）

OM
MIYA

2006年8月2日(水)〜2006年11月30日(木)

2名以上1人3,500

大宮駅西口で一番近いホテル

さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分

TEL 048-647-8338

宿泊・宴会・婚礼・レストランと様々な場面でご利用ください。
スタッフの笑顔のおもてなしが、

この企画展では、1970
ブ」の作詞原稿、
そして1972年に始まったアメリカ政府との闘いの記録を特別展示しま
す。併せて、
「ワン・トゥ・ワン・コンサート」などジョンとヨーコが1970年代初頭に行った弱
者のためのチャリティ活動を紹介しています。

FAX 048-647-0116

URL http://www.scvb.or.jp

素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

E-mail scvb@scvb.or.jp
大宮駅観光案内所 TEL 048-644-1144
さいたま新都心観光案内所 TEL 048-600-0070
北浦和観光案内所 TEL 048-834-6166

TEL 048-648-8886（代）

浦和観光案内所 TEL 048-824-0333

さいたま市中央区新都心2-2 Tel 048-601-5555(代)
http://www.hotel-brillante.com

「Sai's」vol.14 2006 平成18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
イタリア料理 イルクオーレ●素敵屋さん●お菓子やさん工房本店
お菓子やさん大宮タカシマヤ店●銀花ギャラリー●野の花屋さん

素朴な醤油味の煎餅を昔ながらの焼き方で１枚１枚
丁寧に焼き上げています。
30枚入（醤油20、青のり5、黒ごま5）2,100円（税込）
製造元 中田せんべい
浦和区本太3-14-7 !048-882-8631
同店
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/senbei-nakada/
販売先

「さいたま新都心けやきひろば」
人口地盤上に武蔵野の雑木林をイメージ。
交通／JR「さいたま新都心駅」西口から徒歩１分
推定樹齢400年の大イチョウがあります。
交通／JR「大宮駅」東口６番バス「中川循環」乗車
「円蔵院下」下車徒歩１分

「円蔵院」

料 金
申 込
電 話

大崎転作組合
所在地
さいたま市緑区大崎周辺（クリーンセンター近く）
期 間
１
０月末まで
開園日
団体様は要予約／個人・少人数様
は期間中の毎日曜日（雨天中止）
１株１５
０円
お電話でお問い合わせください
!０４
８−８
７８−０４２
９
（高橋）

煎餅「手焼きせんべい 彩の月」

「氷川参道・平成ひろば」
神池のもみじが美しい。
交通／JR「大宮駅」東口より徒歩２０分または
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩１
５分

「武蔵一宮氷川神社」
春の桜が有名ですが、紅葉もおすすめです。
交通／JR「大宮駅」東口より徒歩２０分または
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩１０分

「大宮公園」

コスモスの摘み取り（有料）、地元野菜の直売、
各種模擬店などが出店します！
コスモスまつりのお問い合わせは…
!０
４８−８
２９−１
３７
７
（農政課）
!０４８−６
４
６−３０９
４
（大宮区地域経済課）
岩槻区南下新井地区（コスモスの散歩道）10/21･22
西区植水地区（加茂川団地東側） 10/28･29
北区大砂土地区（市営大宮球場北側）10/28(雨天29日)
見沼区膝子地区（東楽園南側）
10/28(雨天29日)
見沼区中川地区（中川分水通り寺前住宅南側）10/29
岩槻区鹿室地区（貝塚団地北側） 10/29
見沼区大谷地区（環境整備センター南側）11/3(雨天4日)
電

話

山もみじなどの落葉・雑木盆栽が必見。
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩５分

「大宮盆栽園」
水面に映える紅葉も美しい。
交通／JR「浦和駅」西口より徒歩２０分または
JR埼京線「中浦和駅」より徒歩５分

「別所沼公園」
紅葉した美しい街を眺めながら、いつもよりゆっくりと歩いてみてください。

★紅葉スポットへ行こう！

オータムトピックス

所 在 地
交
通
見
頃
開園時間

１０月末まで
８
：
００〜１
８
：
００
（１
０月〜３月）
７
：
３
０〜１９
：
０
０
（４月〜９月）
さいたま市西区西新井１
２４
ＪＲ高崎線「上尾駅」西口から循環バス
「ぐるっとくん」大谷循環、
「花の丘公園」
下車すぐ
ＪＲ高崎線「宮原駅」西口から東武バス
花の丘行き、終点下車すぐ（このバスは
土曜・休日のみ運行）
!０４
８−６２２−５
７８１
（管理事務所）

大宮花の丘農林公苑

★花便り 「コスモス」
秋のおすすめ情報です。ぜひお出かけください。

調神社の狛うさぎにちなんで命名されたうさぎの焼
き印がかわいいお菓子です。原材料に国内産小麦粉、
平飼卵、有機白いんげんが使われています。
10個入840円（税込）
製造元 （有）菓房 はら山
緑区原山1-3-2 !048-887-1388
同店、伊勢丹浦和店
ＵＲＬ：http://www.harayama.co.jp/

販売先

第２回さいたま推奨土産品のご紹介、第5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。

おみやげ

調神社の七不思議
さいたまのとっておき情報をお届け
さい
まのと ておき をお届けします。
します
これであなた さいた 通！
これであなたもさいたま通

和菓子「宮うさぎ」

さいたま推奨土産品

さいたま生まれ・彩の国育ち

錦ケ原にあるサクラソウ自生地にちなんで命名されました。
契約農家から玄米を仕入れ、自社で精米しています。
36枚入（醤油１０、のりまる４、ごま４、ひび焼き５、
ざらめ５、こぶ４、海苔はり４）2,100円（税込）
製造元 錦せんべい本舗
西区土屋106-3 !048-624-4355
販売先 直売店
ＵＲＬ：http://www.nishiki-senbei.com

和菓子「別製 葛がし」
和菓子「サッカー王国」

狛犬ならぬ狛兎
ならぬ狛兎

和菓子「花栗」
約150年前から作られているお菓子です。今でも創
業時の製造法で作られています。
20個入2,260円（税込）
製造元 （有）田中屋本店
岩槻区本町2-2-43 !048-756-0045
同店
サッカー王国さいたま の土地柄にちなんで作ら
れたサッカーボールをかたどった洋風和菓子です。
10個入1,200円（税込）
製造・販売元 御菓子舗 橘家
北浦和店（中央区新中里1-1-2 !048-831-2944）
大和田店（見沼区大和田町2-966-3 !048#688-0607）

鳥居がない！
がない！

屋号「花見」の「花」と使用されている「栗」を合
わせて命名されました。バター生地の中に栗が一粒
丸ごと入っています。
12個入2,100円（税込）
製造元 （有）花見菓子舗
大宮区大門町3-37 !048-641-1181
同店
販売先

販売先

さいたま市内のコスモスまつり

!０４８-８２
４-０３３３

和菓子「氷川だんご」

販売先

和菓子「時乃鐘最中」

浦和観光案内所

武蔵一宮氷川神社にちなんで命名された名物だんご
です。
5本入330円（税込）
製造元 氷川だんご屋
大宮区高鼻町2-130 !048-644-3782
同店

和菓子「武州梅」
寛文11年に当時の岩槻城主であった阿部正春公が鋳造した岩
槻城の鐘楼「時の鐘」を型どったお菓子です。平成5年に両陛
下へ献上されました。
12個入2,121円（税込）
製造元 時乃鐘田中屋
岩槻区本町3-16-10 !048-756-0250
同店、岩槻サティ

!０４
８-８３４-６
１６６においても取り扱っております。

販売先

群馬の秋間梅林、神奈川の曽我梅林、東京の吉野梅
郷とともに関東四大梅林の一つに数えられている越
生梅林にちなんで命名されました。
20個入1,160円（税込）
製造元 ときわだんご本舗
浦和区高砂1-12-1 コルソ内
$$$$!048-822-4166
販売先 同店

★味覚狩り 「さつまいも」
旧中山道から氷川神社まで続く約２kmの並木道。
交通／JR「さいたま新都心駅」東口から徒歩６分または
JR「大宮駅」東口から徒歩１
０分

北浦和観光案内所
このマークのある商品は

県内屈指の古社である調
県内
調神社（つきじんじゃ）は地元
元
では親しみを込めて「つきの
では親
のみやさん」とよばれていま
ま
す。調
調神社には七不思議の
の伝説があり、古くから人々に
に
語られ
語られています。
1 鳥居がない。
1.
（境内へ伊勢神宮への貢物を運び入れ
るとき
るとき邪魔になり鳥居を建
てないことにした。）
2. 松の木がない。
3. 御手洗の池の魚は片目になる。
4. 狛犬のかわりにウサギ像が置かれている。
（「つき」
を「月」と考え、
ウサギを神の
の使姫とする習慣からである。）
5. 日蓮上人駒つなぎのケヤキ。
（日蓮が佐渡へ流され
る途中、難産の婦人のためこのケヤキに馬を繋ぎ、祈っ
っ
たとこ
たところ男子を無事出産し
したので安産の守護神として
て、
今に信仰されている。）
今に信
6 ハエがいない。
6.
（調神社の祭神が嫌うためとのこと。）
7. 蚊がいない。
（ハエと同じ理由。）
「つき神社」だけに、昔から
「つき神
ら「ツキを呼ぶ神社」として、
大変ご利益があると言われ
変
れています。境内のあちこち
ち
に置か
に置かれているかわいいう
うさぎさんを探してみてくだ
だ
さい。
： 浦和駅西口より
り徒歩７分

煎餅「錦せんべい」
昔食べられていた正月の鏡餅を砕いて揚げた「揚げ
もち」をイメージして作られています。揚げから味
付けまで、すべて手作業でおこなわれています。
4袋1,050円（税込）
製造元 （株）七越製菓
中央区上峰2-3-9 !048-852-3753
直営売店
ＵＲＬ：http://www.nanakoshi.co.jp/
販売先

煎餅「手揚げもち」
※オンラインショッピングでの取り扱いは全品ではありませんので、詳しくはホームページでご覧ください。

お買い求めはwww.scvb.or.jpから。

さいたま推奨土産品のオンラインショッピングも好評です！是非ご利用ください。

株式会社
お問い合
コルソ店

TEL048-831-6333
1-12-1 コルソ1Ｆ
ンフーヅ
0120-858-103

TOMIZEN FOODS

ミュージアムカレンダー
浦和くらしの博物館民家園 秋の自然観察会

さいたま市立浦和博物館

JR浦和駅西口から国際興業バス
「東川口駅北口」行き等「念仏橋」
下車すぐ
!０
４８-８
７８-５
０２
５
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

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
!０
４８-８
７４-３
９６
０
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年
始、特別整理休館10〜12月の休館日：10/2〜6、
16、23、30、11/6、13、20、27、12/4〜8、11、
18、25、28〜31

●開催期間 10/29

10：00〜12：00

うらわ美術館

民家園周辺の植物等を観察し、
自然と人との文化的つながり
も学びます。
事前の申し込みが必要です。詳
細は民家園まで。
●料金 参加費無料

●開催期間 10/7〜12/3

版画でめぐるパリ−藤田嗣治とアルベルト・ジャコメッティ

●開催期日 12/6

10：00〜12：00

●開催期間 9/23〜10/29

さいたま市立漫画会館

季節の行事「餅つき」

東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０
４８-６
６３-１
５４
１
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

●料金 無料

JR北浦和駅西口徒歩３分
!０４
８-８２
４-０１
１１
休館日：月（祝日の場合は開館）、臨
11／24（金）、年末年始
※団体割引あり

●開催期間 9/9〜11/26

埼玉県内の博物館施設が所蔵する考古、
歴史、古美術といったさまざまな作品や
資料が、ジャンルや時代を超越して美術
館に集まります。

JR与野本町駅西口徒歩7分
!０
４８-８
５８-５
５１
１
休館日：臨時休館日あり、年末年始
※団体割引あり
会場：彩の国さいたま芸術劇場
音楽ホール

10:00〜17:30

●料金 観覧料・一般700円、高大生 560円

県立歴史と民俗の博物館
東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０４
８-６４
５-８１
７１
休館日：月（祝日の場合は開館）、
※団体割引あり

特別展「由来

伝来

●開催期日 11/3

名刀の一千年」

●開催期間 10/7〜11/19 ●料金 一般600円、高大生300円 ※中学生以下・65歳以上・障害手帳等をお持ちの方は無料

クリスマスコンサートｉ
ｎプラネタリウム

JR大宮駅西口徒歩３分
!０４
８-６４
７-００
１１
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
〜16： 、" ：00

円

企画展第2弾「ジョンとヨーコの

1970〜1972」

セールスポイント

108

JRさいたま新都心駅東口徒歩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。大宮駅東口より無料送迎あり。

S10,395〜 D15,592

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

S13,860

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

S8,600〜 T16,600

140

JR浦和駅西口徒歩3分

駅からのアクセスが抜群です。

227

JRさいたま新都心駅東口徒歩2分 さいたま新都心駅から2分。ビジネスや観光に便利で気軽に泊まれるホテル。

D/T25,410

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3,465 ビジネス４,９
３５

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

S7,000〜 D10,000

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

S11,025※

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。

テ

ビジネスホテルグリーン

048-831-2830

S5,700 T9,400

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。

ル

ビジネスホテル豊泉閣

048-882-4633

1室2名以上1人5,200 1室1名6,000 12

JR浦和駅東口徒歩3分

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。

プラザホテル浦和

048-863-5111

S7,245

115

JR中浦和駅東口徒歩1分

ボウリング場隣接。

プリムローズ有朋

048-861-4122

和室5,082〜7,276

5

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。

15

T18,900※

T11,970〜

16

10~12

別所沼会館

048-861-5219

1室2名以上1人5,197 1室１名5,775 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。

ホテルニュー埼玉

048-884-2111

S6,800〜T12,500

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。

ホテルブリランテ武蔵野

048-601-5555

S8,085〜 T15,015〜

65

JRさいたま新都心駅西口徒歩5分 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。

HOTELメイン

048-648-8886

S7,875〜 D/T13,650〜

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。

ホテルメッツ浦和

048-826-0011

S8,800〜 T15,000

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。

マロウドイン大宮

048-645-5111

S7,350〜 D10,500〜

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。
さいたま新都心に、アクセス容易。

108

さ
いたまの観光情報
さいたまの観光情報
たま 観光情報
報

さいず
vol.14
2006

autumn

トピックス
秋の花便り&味覚狩り

与野第一ホテル

048-852-6161

S6,200〜 T12,000〜

117

JR大宮駅西口車5分

ラフレさいたま

048-601-1111

S9,030〜 T17,220〜

187

JRさいたま新都心駅西口徒歩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。

大宮国体記念会館

048-643-1515

1人4,500

三楽荘

048-644-4411

2食付6,825

新道山家

048-641-0501

割烹旅館東山

●料金 一般3,000円 学生席1,000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
!０４
８-８８
１-１５
１５
休館日：月（祝日を除く）、
年末年始
●開催期間 06 '11/23〜07 '1/28

ロボット展「ROBO WORLD in さいたま」

ロボットを通して最先端の科学技
術を身近に体験できます。科学技
術への関心を高めながら、ロボッ
トの未来への夢を広げます。
旅

●料金 入館無料

JRさいたま新都心駅徒歩３分、北与
野駅徒歩７分
!０
４８-６
０１-０
００
９
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

ホームページ htt

048-825-4711

アクセス

部屋数

1人4,980〜

いま、最も注目されている若手
ソプラノ歌手幸田浩子が、彩の
国さいたま芸術劇場に初登場。
多くの共演者が常に篤い信頼
を寄せている作曲家でピアニ
ストの野平一郎との共演で、夢
のリサイタルが実現します。

ジョン・レノン・ミュージアム

満天の星に包まれながら、アイルラ
ンド音楽をお楽しみください。演
奏：Whirlpool's End（ワールプー
ルズ・エンド）
前売券：11月23日〜

浦和東武ホテル

T13,000

S6,510〜D/T9,030

幸田浩子ソプラノ・リサイタル

さいたま市青少年宇宙科学館

刀には美術工芸品としての価値だ
けではなく、歴代の所有者にまつ
わる伝承や史実が秘められていま
す。本展示では、刀の歴史的な側
面にもスポットをあて、様々な角度
から刀の魅力を紹介します。
「上杉謙信が景光の短刀のためにつくった拵（こしらえ）」
（国宝）

さいたま市宇宙劇場

16:00開演

S6,700〜

048-822-4411

●料金 入館無料

彩の国さいたま芸術劇場

048-650-1111

048-657-1045

漫画原画の保護のために生ま
れた「原画´（ダッシュ）」。そ
の試みと研究に取り組んでい
る漫画家・竹宮惠子の「原画´
（ダッシュ）」作 品を紹 介しま
す。

企画展『美術館は白亜紀の夢を見る』

「シダ植物の葉化石」白亜紀（1億年前）埼玉県立自然と川の博物館蔵

●開催期間 10/7〜12/24

竹宮惠子原画´（ダッシュ）展

料金（円）

電話番号

アウルホテル大宮

東横インさいたま新都心

日本にオルガンが導入された
ことによって引き起こされた
「うた」の広がりや変化を、収
蔵資料を中心に、明治期から第
二次世界大戦頃までの音楽関
連資料150余点でたどります。

●料金 入館無料

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。
!"#$%&'(")*&'+",-$'.'/0123456789:;<=4'.'>?/0123@

ときわ会館

ホ

臼と杵を使った昔ながらの餅
つきの公開と体験

県立近代美術館

宿泊施設名

●料金 無料

JR大宮駅東口徒歩15分
!０
４８-６
４４-２
３２
２
休館日 毎週月曜日（祝日は除く）、
10月10日（火）

●開催期間 06 '9/9〜07 '2/18 10/10〜11/17は休室 ●料金 無料（展示室Ｄ）

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

特別展「綾瀬川ー市周辺流域のものがたりー」

市の東部を流れる綾瀬川は、か
つて水運が盛んで、流域に河岸
場も造られました。今回の展示
は、綾瀬川の歴史と文化を紹介
します。

さいたま市立博物館 第３０回特別展「足踏みオルガンがやってきた！−唱歌から浪花節まで・うたをめぐる近代史−」

藤 田 嗣 治 の「 魅 せ ら れ た る 河 」
JR浦和駅西口徒歩７分
（1951年）とアルベルト・ジャコメ
!０４
８-８２
７-３２
１５
ッティの
「終りなきパリ」
（1969年）
休館日：月（祝日・休日の場合翌日）、
より、パリをテーマにした版画約70
年末年始
点を三期に分けて展示します。藤
※障害者及び団体割引あり
田が描いたシャンゼリゼ通りやフォ
ブール＝サントノレ通り、下町とジ
ャコメッティによる車や建物、カフ
ェのある風景を組み合わせて紹介
します。

旧坂東家住宅見沼くらしっく館

宿泊施設

（2006年10月〜12月）美術館・博物館からのおすすめ情報です。

館

ジョン・レノンに見えていた世界〜イマジン

｢イマジン｣をテーマに、曲誕生の背景と創作過程、イ
マジンが世界に与えた影響等を紹介し、詞と曲に込
められたジョンの世界観を解説します。また、近年
「イマジン」は英語や社会科等の学校教科書でさま
ざまに取り上げられており、本特別展を一人でも多く
の児童、生徒の学習に役立つよう、開催期間中の小
中学生の入場を無料としました。併せて小中高校生
の皆さまへジョン・レノンの生涯とミュージアムの見 PHOTO:
どころを掲載したガイドブックを差し上げます。
Yoko Ono Lennon

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。

2食付12,600〜 食無7,350〜

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。

048-641-2615

2食付11,025〜

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。

ビジネスホテルあさや

048-642-3517

団体長期2食付6,800〜

ホテル一松

048-797-1918

S6,000

ホテルミウラ

048-758-0035

S2食付6,825〜

三松旅館

048-644-1515

2食付6,825〜 食無5,250〜

旅館いけだ

048-829-2881

2食付9,450〜 朝食付8,400〜

食無5,250

2食付6,000〜

秋もイベント盛りだくさん
2006年をさいたまのイベントで締めくくろう！

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。

10

東武野田線岩槻駅徒歩10分

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。

10

東武野田線岩槻駅徒歩5分

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。

JR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。

8

8
19

〒330-0846さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館2Ｆ

●開催期間 ７／２
２〜１
２／２
８ ●料金 大人１，
５
００円、高大生１，
０００円、小中生（特別展開催期間中無料）

OM
MIYA

2006年8月2日(水)〜2006年11月30日(木)

2名以上1人3,500

大宮駅西口で一番近いホテル

さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分

TEL 048-647-8338

宿泊・宴会・婚礼・レストランと様々な場面でご利用ください。
スタッフの笑顔のおもてなしが、

この企画展では、1970
ブ」の作詞原稿、
そして1972年に始まったアメリカ政府との闘いの記録を特別展示しま
す。併せて、
「ワン・トゥ・ワン・コンサート」などジョンとヨーコが1970年代初頭に行った弱
者のためのチャリティ活動を紹介しています。

FAX 048-647-0116

URL http://www.scvb.or.jp

素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

E-mail scvb@scvb.or.jp
大宮駅観光案内所 TEL 048-644-1144
さいたま新都心観光案内所 TEL 048-600-0070
北浦和観光案内所 TEL 048-834-6166

TEL 048-648-8886（代）

浦和観光案内所 TEL 048-824-0333

さいたま市中央区新都心2-2 Tel 048-601-5555(代)
http://www.hotel-brillante.com

「Sai's」vol.14 2006 平成18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
イタリア料理 イルクオーレ●素敵屋さん●お菓子やさん工房本店
お菓子やさん大宮タカシマヤ店●銀花ギャラリー●野の花屋さん

素朴な醤油味の煎餅を昔ながらの焼き方で１枚１枚
丁寧に焼き上げています。
30枚入（醤油20、青のり5、黒ごま5）2,100円（税込）
製造元 中田せんべい
浦和区本太3-14-7 !048-882-8631
同店
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/senbei-nakada/
販売先

「さいたま新都心けやきひろば」
人口地盤上に武蔵野の雑木林をイメージ。
交通／JR「さいたま新都心駅」西口から徒歩１分
推定樹齢400年の大イチョウがあります。
交通／JR「大宮駅」東口６番バス「中川循環」乗車
「円蔵院下」下車徒歩１分

「円蔵院」

料 金
申 込
電 話

大崎転作組合
所在地
さいたま市緑区大崎周辺（クリーンセンター近く）
期 間
１
０月末まで
開園日
団体様は要予約／個人・少人数様
は期間中の毎日曜日（雨天中止）
１株１５
０円
お電話でお問い合わせください
!０４
８−８
７８−０４２
９
（高橋）

煎餅「手焼きせんべい 彩の月」

「氷川参道・平成ひろば」
神池のもみじが美しい。
交通／JR「大宮駅」東口より徒歩２０分または
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩１
５分

「武蔵一宮氷川神社」
春の桜が有名ですが、紅葉もおすすめです。
交通／JR「大宮駅」東口より徒歩２０分または
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩１０分

「大宮公園」

コスモスの摘み取り（有料）、地元野菜の直売、
各種模擬店などが出店します！
コスモスまつりのお問い合わせは…
!０
４８−８
２９−１
３７
７
（農政課）
!０４８−６
４
６−３０９
４
（大宮区地域経済課）
岩槻区南下新井地区（コスモスの散歩道）10/21･22
西区植水地区（加茂川団地東側） 10/28･29
北区大砂土地区（市営大宮球場北側）10/28(雨天29日)
見沼区膝子地区（東楽園南側）
10/28(雨天29日)
見沼区中川地区（中川分水通り寺前住宅南側）10/29
岩槻区鹿室地区（貝塚団地北側） 10/29
見沼区大谷地区（環境整備センター南側）11/3(雨天4日)
電

話

山もみじなどの落葉・雑木盆栽が必見。
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩５分

「大宮盆栽園」
水面に映える紅葉も美しい。
交通／JR「浦和駅」西口より徒歩２０分または
JR埼京線「中浦和駅」より徒歩５分

「別所沼公園」
紅葉した美しい街を眺めながら、いつもよりゆっくりと歩いてみてください。

★紅葉スポットへ行こう！

オータムトピックス

所 在 地
交
通
見
頃
開園時間

１０月末まで
８
：
００〜１
８
：
００
（１
０月〜３月）
７
：
３
０〜１９
：
０
０
（４月〜９月）
さいたま市西区西新井１
２４
ＪＲ高崎線「上尾駅」西口から循環バス
「ぐるっとくん」大谷循環、
「花の丘公園」
下車すぐ
ＪＲ高崎線「宮原駅」西口から東武バス
花の丘行き、終点下車すぐ（このバスは
土曜・休日のみ運行）
!０４
８−６２２−５
７８１
（管理事務所）

大宮花の丘農林公苑

★花便り 「コスモス」
秋のおすすめ情報です。ぜひお出かけください。

調神社の狛うさぎにちなんで命名されたうさぎの焼
き印がかわいいお菓子です。原材料に国内産小麦粉、
平飼卵、有機白いんげんが使われています。
10個入840円（税込）
製造元 （有）菓房 はら山
緑区原山1-3-2 !048-887-1388
同店、伊勢丹浦和店
ＵＲＬ：http://www.harayama.co.jp/

販売先

第２回さいたま推奨土産品のご紹介、第5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。

おみやげ

調神社の七不思議
さいたまのとっておき情報をお届け
さい
まのと ておき をお届けします。
します
これであなた さいた 通！
これであなたもさいたま通

和菓子「宮うさぎ」

さいたま推奨土産品

さいたま生まれ・彩の国育ち

錦ケ原にあるサクラソウ自生地にちなんで命名されました。
契約農家から玄米を仕入れ、自社で精米しています。
36枚入（醤油１０、のりまる４、ごま４、ひび焼き５、
ざらめ５、こぶ４、海苔はり４）2,100円（税込）
製造元 錦せんべい本舗
西区土屋106-3 !048-624-4355
販売先 直売店
ＵＲＬ：http://www.nishiki-senbei.com

和菓子「別製 葛がし」
和菓子「サッカー王国」

狛犬ならぬ狛兎
ならぬ狛兎

和菓子「花栗」
約150年前から作られているお菓子です。今でも創
業時の製造法で作られています。
20個入2,260円（税込）
製造元 （有）田中屋本店
岩槻区本町2-2-43 !048-756-0045
同店
サッカー王国さいたま の土地柄にちなんで作ら
れたサッカーボールをかたどった洋風和菓子です。
10個入1,200円（税込）
製造・販売元 御菓子舗 橘家
北浦和店（中央区新中里1-1-2 !048-831-2944）
大和田店（見沼区大和田町2-966-3 !048#688-0607）

鳥居がない！
がない！

屋号「花見」の「花」と使用されている「栗」を合
わせて命名されました。バター生地の中に栗が一粒
丸ごと入っています。
12個入2,100円（税込）
製造元 （有）花見菓子舗
大宮区大門町3-37 !048-641-1181
同店
販売先

販売先

さいたま市内のコスモスまつり

!０４８-８２
４-０３３３

和菓子「氷川だんご」

販売先

和菓子「時乃鐘最中」

浦和観光案内所

武蔵一宮氷川神社にちなんで命名された名物だんご
です。
5本入330円（税込）
製造元 氷川だんご屋
大宮区高鼻町2-130 !048-644-3782
同店

和菓子「武州梅」
寛文11年に当時の岩槻城主であった阿部正春公が鋳造した岩
槻城の鐘楼「時の鐘」を型どったお菓子です。平成5年に両陛
下へ献上されました。
12個入2,121円（税込）
製造元 時乃鐘田中屋
岩槻区本町3-16-10 !048-756-0250
同店、岩槻サティ

!０４
８-８３４-６
１６６においても取り扱っております。

販売先

群馬の秋間梅林、神奈川の曽我梅林、東京の吉野梅
郷とともに関東四大梅林の一つに数えられている越
生梅林にちなんで命名されました。
20個入1,160円（税込）
製造元 ときわだんご本舗
浦和区高砂1-12-1 コルソ内
$$$$!048-822-4166
販売先 同店

★味覚狩り 「さつまいも」
旧中山道から氷川神社まで続く約２kmの並木道。
交通／JR「さいたま新都心駅」東口から徒歩６分または
JR「大宮駅」東口から徒歩１
０分

北浦和観光案内所
このマークのある商品は

県内屈指の古社である調
県内
調神社（つきじんじゃ）は地元
元
では親しみを込めて「つきの
では親
のみやさん」とよばれていま
ま
す。調
調神社には七不思議の
の伝説があり、古くから人々に
に
語られ
語られています。
1 鳥居がない。
1.
（境内へ伊勢神宮への貢物を運び入れ
るとき
るとき邪魔になり鳥居を建
てないことにした。）
2. 松の木がない。
3. 御手洗の池の魚は片目になる。
4. 狛犬のかわりにウサギ像が置かれている。
（「つき」
を「月」と考え、
ウサギを神の
の使姫とする習慣からである。）
5. 日蓮上人駒つなぎのケヤキ。
（日蓮が佐渡へ流され
る途中、難産の婦人のためこのケヤキに馬を繋ぎ、祈っ
っ
たとこ
たところ男子を無事出産し
したので安産の守護神として
て、
今に信仰されている。）
今に信
6 ハエがいない。
6.
（調神社の祭神が嫌うためとのこと。）
7. 蚊がいない。
（ハエと同じ理由。）
「つき神社」だけに、昔から
「つき神
ら「ツキを呼ぶ神社」として、
大変ご利益があると言われ
変
れています。境内のあちこち
ち
に置か
に置かれているかわいいう
うさぎさんを探してみてくだ
だ
さい。
： 浦和駅西口より
り徒歩７分

煎餅「錦せんべい」
昔食べられていた正月の鏡餅を砕いて揚げた「揚げ
もち」をイメージして作られています。揚げから味
付けまで、すべて手作業でおこなわれています。
4袋1,050円（税込）
製造元 （株）七越製菓
中央区上峰2-3-9 !048-852-3753
直営売店
ＵＲＬ：http://www.nanakoshi.co.jp/
販売先

煎餅「手揚げもち」
※オンラインショッピングでの取り扱いは全品ではありませんので、詳しくはホームページでご覧ください。

お買い求めはwww.scvb.or.jpから。

さいたま推奨土産品のオンラインショッピングも好評です！是非ご利用ください。

株式会社
お問い合
コルソ店

TEL048-831-6333
1-12-1 コルソ1Ｆ
ンフーヅ
0120-858-103

TOMIZEN FOODS

会議室のご用命は（最大180名〜最小10名）

機能的な立地、寛ぎの空間

埼 玉 教 育 会 館

PIOLAND HOTEL

〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-12-24
TEL 048−832−2551
FAX 048−832−2401

秋のイベント大集合！！
みんなで築こう さいたまの伝統と文化 咲いたまつり２００６
恒例となりましたさいたま市民まつり「咲いたまつり」が、本年も開催さ
れます。
４つのゾーンに分かれ、様々なイベントが繰り広げられます。メイン
イベントは、日本各地からの祭りと市内各区からのフロートを中心としたイ
ルミネーションパレードです。様々な竜のフロートがきらびやかな光と音と
ともにパレードします。また、アリーナゾーンでは、各区区民代表によるパフ
ォーマンスが行われる１０区パフォーマンスも要チェック！けやきゾーンではサ
ブイベントとして、フリーマーケット、インターナショナル屋台などの物販や
飲食ブースが出店します。えきまえゾーンでは物産展や子どもの絵画展も行
われます。
日 時 １
０月７日（土）
１
０
：
００〜１６
：
３０ プレイベント（けやきひろばのみ）
８日（日）
１
０
：
００〜１９
：
３
０ 本開催
※雨天の場合、屋外パレード・フリーマーケットは中止。
会 場 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
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」TEL:０
４８−８２９−１
３６５
ホームページ http://www.saitamatsuri.com

おすすめポイント！
さいたま新都心の夜を彩るイルミネーシ
ョンパレードは幻想的な雰囲気です。あお
ぞらゾーンで行われる「The MATSURI
サミット」は、日本各地の「祭り」がさいた
まに出張してパフォーマンスを行います。
各地の様々なお祭りを一度に楽しむこと
が出来ますよ。必見です！

与野停車場通り 第１５回 大正時代まつり

毎年、水辺の感謝の日（１０月第３日曜日）に合わせて開催する
釣り大会です。自然環境を大切にすることを目的に、釣りを通
おすすめポイント！
して気長な一日を過ごしませんか？
へら・バス部門に分かれてプロの
日 時 １０月１５日（日）
７
：
００〜１
４
：
０
０ ※雨天決行
インストラクターによるセミナー
会 場 三本木橋〜びん沼橋（西区）
も行われます（へら部門：マルキュ
対 象 小学生以上
ーチーフインストラクター 石井
定 員 ５００人（先着順）。
旭舟氏、バス部門：JBTOP50プロ
競技種別 エサ釣り及びルアー・フライフィッシング
山木一人氏）。なお、当日クリー
ン活動をされた方全員に「記念
・一般の部（中学生以上）
品」を贈呈します。
・子どもの部（小学生）
・ファミリーの部（小学生の親子２名以上での参加）
中学生以上の家族は一般の部となります。
参加費 一般の部５００円・ファミリーの部５００円（放流・
保険料）＜子どもの部は無料といたします。＞
※申込時に徴収します。
申込書の配布 さいたま観光コンベンションビューロ
ー事務所（大宮区役所東館2F）、さいたま新都心観光
案内所（さいたま新都心自由通路内）、北浦和観光案内
所（北浦和駅東口）、浦和観光案内所（浦和駅西口）ま
たは、指定釣具店で配布。
お申し込み 申込書に記入し、
１０月６日（金）までに参加
費を添えて、直接、上記申込書の配布場所へ
※定員に満たない場合は当日も受け付けます。
お問い合わせ
（社）さいたま観光コンベンションビューロー TEL：
０
４８−６４
７−８３
３９

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、阿波踊りなどが行われます。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。
日 時 １０月２８日（土）
１
０
：
００〜１
７
：
００
※ 雨天の場合は翌日に順延。
おすすめポイント！
会 場 与野駅西口駅前通り（中央区）

イベント名称
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〕
第40回大宮フリーマーケット
可愛彩の国さいたま中国映画祭
2006
岩槻の古式土俵入り
〔国指定重要無形民俗文化財〕
第５回さいたま市美術展覧会
浦和宿ふるさと市
緑区かかしランド2006

開催日
10/8
10/15
10/15（雨天22日）
10/17・19〜22
10/22
10/22〜28
（23日は休会）
10/28・11/25・
12/23
①10/28〜11/9
②11/11

2006さいたま市ユーモアフォトコ
ンテスト入賞作品展
コラボさいたま2006
さいたま市商工見本市
国際漫画フェスティバル・インさい
たま２
００６
2006大宮区民ふれあいフェア
東浦和駅前クリスマスツリー点灯式
第３回わくわく浦和いきいき祭り
〜健康って何〜
第４回南区ふるさとふれあいフェア

10/31〜11/6
11/2〜4
11/2〜7
11/4
11/4
11/5
11/5

開催場所
田島氷川社（桜区）
四谷稲荷社（南区）

文化財保護課☎048-829-1723

主な内容
田島と四谷の2箇所で行われる。三頭の獅子が華やかに
舞う中、大獅子が弓を飛び越す場面は見所のひとつ。
三頭の獅子が勇壮・華麗に舞う。御神楽を舞う大獅子の

文化財保護課☎048-829-1723

大宮駅銀座通り・一番街商店街

大宮フリーマーケット実行委員会連絡先『な

大宮駅東口銀座通り商店街を中心に、衣料品・日用品等

通りなど

んでもや』☎048-641-2190

のリサイクル品が販売されます。
（約150店舗出店）

埼玉会館（17日）、彩の国さい

彩の国さいたま中国映画祭実行委員会事務

中国映画を「映像」の世界を通して多くの方々に紹介。

たま芸術劇場（19〜22日）

局

各会場１日４本を上映します。

釣上神明社（岩槻区）
県立近代美術館・うらわ美術館

☎048-830-2884

文化財保護課☎048-829-1723
生涯学習振興課☎048-829-1703

舞は、見所のひとつ。

鷹や鶴など、勇壮で縁起の良い図柄を刺繍した化粧回しを
つけた子どもたちが、様式化された土俵入りを行います。

会場内に両替機を設け、

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。
日 時 ２
０
０
７年１月３日（水）
１
１
：
３
０〜１
４
：
０
０ 会 場 本町通り周辺（中央区）
《与野七福神のご紹介》

第６回さいたま市観光写真コンクール

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）

七福神とは幸福をもたらす七人の神様です。室町
時代に竹林の七賢人になぞらえて七体の福神を
取りそろえたのがはじまりとされており、インドや
中国、日本の神様から選ばれています。

寿老神（天祖神社）

恵比寿神（一山神社）

福禄寿（氷川神社）

唯一の女神で、学問・ 鎧・兜を身につけた 未来予知が出来る福 右手に小槌、左肩に 老子の化身で１５００歳 商売繁盛の神。七福
芸術・財運の神。
知恵と勇気の守り神。徳の神。背中にも目 袋を下げた蓄財の神。の超長寿を全うした 神では唯一の日本の
がある。
神。
長寿の神。

幸福（福）と高給（禄）
と長寿（寿）の神。

①緑区役所１階区民ホール

緑区かかしランド２０
０６実行委員会（緑区コミ

区内の幼稚園、保育園、児童クラブ、小学校の子どもたちが

②大崎公園 緑の広場

ュニティ課内）☎048-712-1131

作った案山子と、区内の中学生のポスターが展示されます。

さいたま市ﾕｰﾓｱｾﾝﾀｰ設立準備実行委員会事務局

「ユーモア｣をテーマに募集した写真コンテストの入賞

(さいたま市文化振興課☎048-829-1226)

作品がすべて紹介されます。

大宮西口共同ビル１
・
２階
ソニックシティイベント広場・展示場、鐘塚公
園、大宮駅西口イベント広場、シーノ大宮
東浦和駅前広場

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

市内商工業者の展示会。ものづくり教室や先端技術を紹介するイベントも実施
されます。詳しくは、ホームページで！！http://www.collabo-saitama.com/

第４回見沼区ふれあいフェア

11/12

コルソ骨董市

さいたま市農業祭

大宮区コミュニティ課☎048-646-3020
東浦和駅前クリスマスツリー点灯式実行委員会
（緑区コミュニティ課内） 048-712-1131

小学生の金管バンド、高校生のバトントワリング、模擬店、
ミニ新幹線など市民参加型の楽しいイベントです。
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。

センター大崎

ィ課内）☎048-712-1130

ミニＳＬ、物産・物品販売などが行われます。

岩槻区民やまぶきまつり実行委員会（岩槻

「元気満載！わがまち岩槻 区民フェア」をテーマに、

びロビー

☎048-681-6020

ーケット、子ども・スポーツコーナーなど。

事務局（拓也コレクション）

室内催事なので蚤の市では見られないような貴

☎048-875-5156

重な品々もご覧になれます。
（出店数約50店）

コルソ７Fホール

11/17〜22

さいたまスーパーアリーナ

スポーツ企画課☎048-829-1058

11/18・19

市民の森 見沼グリーンセンター

農政課

☎048-829-1376

体育課

☎048-829-1731

（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

さいたま新都心けやきひろば

中央区コミュニティ課☎048-840-6020
西区コミュニティ課☎048-620-2620

さいたま太鼓エキスパート２００６

12/10

市民会館おおみや

第６回市民音楽祭

12/10

文化センター 大・小ホール

指扇の餅搗き踊り
日進餅つき踊り
〔市指定無形民俗文化財〕

生涯学習振興課☎048-829-1703

五味貝戸自治会館（西区）

文化財保護課☎048-829-1723

日進神社（北区）

文化財保護課☎048-829-1723

0120−792−154

秋景色を走りませんか。10月6日申し込み締切。

さんフェア埼玉2006（第16回全国産業教育フェア埼玉大会）
さんフェア埼玉2006は、農業・工業・
商業・家庭・看護・福祉など専門高校生
が全国から集まり、学習の成果を競い合
う学びと技の祭典です。
メイン会場のさいたまスーパーアリー
ナでは、作品展示やロボット競技会・フ
ラワーアレンジメントなどのコンテスト、
元宇宙飛行士で日本科学未来館館長毛利 鉄道博物館2007年10月14日
衛氏による記念講演など、イベントは盛 さいたま市にオープン！
りだくさん。
また、来秋オープンする鉄道博物館と
連携した埼玉の鉄道展やけやきひろばで
のミニＳＬ乗車体験など産業と切っても
切れない鉄道の関連企画も目白押しです。日時：11月10日（金）〜12日（日）
あなたも、若人たちの集う「産業教育 会場：さいたまスーパーアリーナ・ものつくり大学ほか
さんフェア埼玉2006の詳しい情報は・・・
の秋」を体感してみませんか？

大会ＨＰ：http://www.spec.ed.jp/fair/zenkoku/
お問合せ：埼玉県高校教育指導課 ☎０４８-８３０-７３９１

コーラス、室内合奏団による演奏。
指定の無形文化財・無形民俗文化財のうち、木遣歌、
獅子舞、土俵入り、祭囃子、餅つき踊りの5演目を披露。
「バラのまちコンサート」第１弾，
まずは新都心から。
2nd（１月）･3rd（２月）STAGEもお楽しみに。
地域の名所をウォークラリー形式で巡るイベント。
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。
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。
が運営し、出演する手づくり音楽祭です。

12/31

OPEN 月〜金AM10:00 CLOSE 日〜木PM12:00
OPEN 土日祝AM 9:00 CLOSE 金・土AM 1:00

種目はハーフと3ｋｍ。深まりゆくさいたま市の

緑区内に居住している方や活動している団体

文化財保護課☎048-829-1723

笑顔と元気の浦和国際ボウル

新鮮な野菜や花・植木等の販売があります。子供向け
にキャラクターショーの開催が予定されています。

ニティ課内）☎048-712-1131

一山神社（中央区）

048-853-4921

バレーボール界の頂点を決定する４年に１度の世界大
会。日本代表を含む予選第一次ラウンドが行われます。

緑区手づくり音楽祭実行委員会（緑区コミュ

12/22

大宮バイパス下り車線沿い・さいたま市桜区中島４−1−１

フリーダイヤル

☎048-647-8339

プラザイーストホール

浦和国際ボウル
年中無休

（社）さいたま観光コンベンションビューロー

12/16

1/1

環境をテーマとした展示、ステージイベント、

模擬店、ステージ、軽スポーツ、フリーマーケットなど。

植水地区

〔市指定無形民俗文化財〕

ニティ団体・友好都市などの出店・ステージ。

郷土芸能や文化活動の発表、模擬店、フリーマ

12/10

〔市指定無形民俗文化財〕

「広げようコミュニティの輪」をテーマにコミュ

同実行委員会（見沼区コミュニティ課内）

第３回ふれあいウォークラリー大会

ーツイベント、ふわふわトランポリンほか。雨天時は12日に延期。

松柏、実もの、さつき盆栽の展示、園芸相談など。

区コミュニティ課）☎048-790-0122

11/16・17

12/9

主な内容

堀崎公園・見沼区役所駐車場及

文化財保護課☎048-829-1723

課）☎048-669-6021

展示コーナー、フリーマーケット、神輿・お囃子など。

緑区区民まつり実行委員会（緑区コミュニテ

大宮ソニックシティ・小ホール

一山神社冬至祭

ニティ課内）☎048-856-6130

大崎公園「緑の広場」、クリーン

12/3

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

ステージショー、模擬店、ゲームコーナー、公共団体

中央区コミュニティ課 ☎048-840-6020

桜区コミュニティ課☎048-856-6130

北区民まつり実行委員会（北区コミュニティ

区民ふれあいまつり実行委員会（桜区コミュ

☎048-878-2026

中央区役所周辺

プラザウエストさくらホール

第３回緑区手づくり音楽祭

地域からの参加団体によるステージイベントやテントイベ

荷施設）

11/23

ふれあい広場、ふれあいステージ、ふれあいブースなど。

ント、けんちん・豚汁・すいとん・田舎饅頭の無料配布など。

農業者トレーニングセンター

区民ふれあいコンサート

南区コミュニティ課☎048-844-7130

西区コミュニティ課☎048-620-2620

お問い合わせ先

11/19

第四回さいたま市郷土芸能のつどい

お知らせ

開催場所

岩槻文化公園

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１８年度
中に撮影された未発表の作品を募集します。たくさんのご応募お待ちしております！
サイズ：カラー、白黒ともに四つ切り（ワイド可）※八つ切り不可
応募点数 １人５点以内
締め切り ２０
０
６年１２月２８日（木）
入賞発表 ２０
０
７年２月上旬
表 彰 式 ２０
０
７年２月下旬
入賞作品展示 ２０
０
７年３月に展示会を予定しております。
賞及び賞金 推 薦１名 賞金５万円
特 選４名 賞金３万円
準特選５名 賞金１万円
※その他入選、佳作あり
応募方法 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。
応 募 先 （社）さいたま観光コンベンションビューロー
広報宣伝事業担当
〒３
３０−０
８
４６
さいたま市大宮区大門町３−１大宮区役所東館２階
お問い合わせ （社）さいたま観光コンベンションビューロー
TEL:０４
８−６４
７−８
３３
８
第５回推薦入賞作品『願いを込めて』

さいたま市園芸植物園（花き集

2006さいたまシティマラソン

ラブ＆ピースコンサート

薬・栄養）、体操、高齢者疑似体験、スポーツ吹き矢など。

プラザウエスト及び正面広場

11/12

品も紹介されます。土・日曜日には似顔絵コーナーも実施。

介護予防の視点から、講座、血圧・体脂肪測定、相談（健康・歯・

三橋総合公園

第２回岩槻区民やまぶきまつり

事務局(さいたま市文化振興課☎048-829-1226)

萩原048−832−3315

11/11

11/11（荒天12日）

バラのまちコンサート1stSTAGE

アシスト浦和２１
（浦和区コミュニティ会議）

第４回西区ふれあいまつり

緑区区民まつり

国内外の漫画家の一枚漫画のほか、市民漫画展入賞作

CORSO７階ホール

市民の森 見沼グリーンセンター

11/11･12

さいたま市ユーモアセンター設立準備実行委員会

浦和コルソ コミュニティプラザ

浦和競馬場

中央区区民まつり ０
６

さいたま大会

小雨決行です。
（出店数 約220店）

さいたまスーパーアリーナ

11/11･12

書の６部門の入選作品が市内２会場に展示されます。
全国の古民具・骨董・アンティークの店が大集合します。

（コミュニティアリーナ）

第6回秋の盆栽展

2006世界バレー男子第一次ラウンド

☎048-875-5156

そごう大宮店３階連絡通路

開催日

イベント名称

市内在住の方々が出品した、日本画、洋画、彫刻、写真、工芸、

事務局（拓也コレクション）

調神社（裏参道）公園

11/11

11/11

お問い合わせ先

鷲神社（緑区）

北区民まつり

桜区第４回区民ふれあいまつり

（2006年10月〜12月）・・上記以外のおすすめイベント情報です。

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。
（別途供養料がかかります。）
日 時 １１月３日（金・祝）
１０
：
０
０〜１
４
：
００ ※雨天決行
会 場 岩槻城址公園内人形塚前および黒門周辺（岩槻区）
交 通 東武野田線岩槻駅東口から徒歩２
５分
お問い合わせ 岩槻人形協同組合事務局 TEL：
０
４８−７
５
７−８
８８
１
ホームページ：http://www.doll.or.jp

交 通 JR与野駅西口から徒歩すぐ
100円を10銭に両替。
お問い合わせ
会場内の模擬店、お店で当日
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） に限りご利用できます。
TEL:０
４８−８
５５−８
０１
１
ホームページ：http://www5b.biglobe.ne.jp/˜taisyou/
［当日開催案内］
ＮＴＴテレドーム TEL:０
１８
０-９９-３
０４５
※PHS、一部携帯電話からはご利用
できません。

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（徒歩）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１
１月１０日（金）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）
TEL:０４
８−８５２−６２１２

イベントカレンダー

第４２回 人形供養祭

与野七福神行列

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。
日 時 １２月１２日（火）
会 場 調神社およびその周辺（浦和区）
交 通 JR浦和駅西口から徒歩７分（調神社まで）
※当日は中山道および調神社周辺で交通規制が実施されます。
１２日（火）時間未定（中山道県庁通り〜岸町コミュニティセンター手前および調神社周辺
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
（社）さいたま観光コンベンションビューロー
TEL:０
４８−６４７−８３３９

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。
日 時 １
２月１
０日（日）
会 場 武蔵一宮氷川神社境内および氷川参道（大宮区）
交 通 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から徒歩１
０〜１
５分
※ 前日および当日は氷川参道周辺で交通規制が実施されます。
９日（土）
・
・
・
１
０
：
０
０〜翌日の１０
：
００
（氷川神社二の鳥居〜大宮公園サッカー場）
１
０日（日）
・
・
・
１
０
：
０
０〜２２
：
００
（氷川神社参道周辺）
お問い合わせ （社）さいたま観光コンベンションビューロー
TEL:０
４８−６
４７−８
３
３
９

E-mail:nikko-gs@jcom.home.ne.jp

http :/ / w w w .p a r kpl azah otel .n et/

第５回クリーンさいたま釣りの祭典

十二日まち（じゅうにんちまち）

十日市（とおかまち）

JR大宮駅東口徒歩3分

〒330-0802 さいたま市大宮区宮町1-35-2
TEL 048-648-0010 FAX 048-648-0014
http://www.pioland.co.jp

無病息災・火防（ひぶせ）などを願い「火渡り」
を行います。別名「ゆずまつり」とも呼ばれます。
かつて「別所の接待餅」と呼ばれた餅搗き踊り。
ついた餅は見物の人々に振舞われます。
江戸時代から伝わる伝統行事。元旦の午前零時
から餅つき踊りが披露されます。

フリーマーケット

人体の不思議展 からだ＝未知なる小宇宙
2002年の大阪開催から全国15箇所で延べ約 本物の人体標本150余点に
400万人動員を記録したあの「人体の不思議展」が
触れて、考える！
！
ついにこの秋、さいたまスーパーアリーナに登場!! 見て、
展示されている150余点の標本は全て本物。プラ
ストミックという特殊技術により、従来の模型骸骨
やホルマリン標本でしか馴染みのなかった「人体解
剖標本」を一般に公開することが可能になりました。
この機会に、人体標本を通じて「人間とは」
「命と
は」
「からだとは」
「健康とは」を考え、健康である
ことの大切さを実感してみては。
開催期間：2006年11月23日（木・祝）〜2007年2月
4日（日）まで※会期中無休
開催時間：月〜木・日 10：00〜17：00／金・土・祝日
10：00〜18：00 ※最終入場は閉館の30分前まで
会
場：さいたまスーパーアリーナ
お問合せ：人体の不思議展実行委員会事務局
TEL:03-5805-1086
公式サイト：http://www.jintai.co.jp

開催/企画/運営

埼玉スタジアム2002・さいたま新都心｢けやきひ
ろば｣・北浦和HOPビル屋上 etc 定期的に開催中!

リサイクル運動市民の会
〒330-0074さいたま市浦和区北浦和3-1-3HOPビル3階
TEL&FAX: 048-834-0250
URL: http://furima-s.com/
申込みや開催案内は携帯（QRコード）で簡単に！→

http://www.primrose-youfor.com
E-mail:info@primrose-youfor.com

ミュージアムカレンダー
浦和くらしの博物館民家園 秋の自然観察会
JR浦和駅西口から国際興業バス
「東川口駅北口」行き等「念仏橋」
下車すぐ
!０
４８-８
７８-５
０２
５
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始
●開催期間 10/29

10：00〜12：00

うらわ美術館

民家園周辺の植物等を観察し、
自然と人との文化的つながり
も学びます。
事前の申し込みが必要です。詳
細は民家園まで。
●料金 参加費無料

版画でめぐるパリ−藤田嗣治とアルベルト・ジャコメッティ

藤 田 嗣 治 の「 魅 せ ら れ た る 河 」
JR浦和駅西口徒歩７分
（1951年）とアルベルト・ジャコメ
!０４
８-８２
７-３２
１５
（1969年）
休館日：月（祝日・休日の場合翌日）、 ッティの「終りなきパリ」
より、パリをテーマにした版画約70
年末年始
点を三期に分けて展示します。藤
※障害者及び団体割引あり
田が描いたシャンゼリゼ通りやフォ
ブール＝サントノレ通り、下町とジ
ャコメッティによる車や建物、カフ
ェのある風景を組み合わせて紹介
します。
●開催期間 06 '9/9〜07 '2/18 10/10〜11/17は休室 ●料金 無料（展示室Ｄ）

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
●開催期日 12/6

10：00〜12：00

季節の行事「餅つき」

臼と杵を使った昔ながらの餅
つきの公開と体験

●料金 無料

県立近代美術館

埼玉県内の博物館施設が所蔵する考古、
歴史、古美術といったさまざまな作品や
資料が、ジャンルや時代を超越して美術
館に集まります。

10:00〜17:30

（2006年10月〜12月）美術館・博物館からのおすすめ情報です。
さいたま市立浦和博物館
JR北浦和駅東口から東武バス「市
立病院」行き終点下車すぐ
!０
４８-８
７４-３
９６
０
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年
始、特別整理休館10〜12月の休館日：10/2〜6、
16、23、30、11/6、13、20、27、12/4〜8、11、
18、25、28〜31
●開催期間 10/7〜12/3

●料金 観覧料・一般700円、高大生 560円

特別展「由来

伝来

名刀の一千年」

クリスマスコンサートｉ
ｎプラネタリウム

特別展「綾瀬川ー市周辺流域のものがたりー」

市の東部を流れる綾瀬川は、か
つて水運が盛んで、流域に河岸
場も造られました。今回の展示
は、綾瀬川の歴史と文化を紹介
します。

日本にオルガンが導入された
ことによって引き起こされた
「うた」の広がりや変化を、収
蔵資料を中心に、明治期から第
二次世界大戦頃までの音楽関
連資料150余点でたどります。

●料金 入館無料

テ

竹宮惠子原画´（ダッシュ）展

ル

漫画原画の保護のために生ま
れた「原画´（ダッシュ）」。そ
の試みと研究に取り組んでい
る漫画家・竹宮惠子の「原画´
（ダッシュ）」作 品を紹 介しま
す。

●料金 入館無料

彩の国さいたま芸術劇場
JR与野本町駅西口徒歩7分
!０
４８-８
５８-５
５１
１
休館日：臨時休館日あり、年末年始
※団体割引あり
会場：彩の国さいたま芸術劇場
音楽ホール
●開催期日 11/3

16:00開演

幸田浩子ソプラノ・リサイタル

いま、最も注目されている若手
ソプラノ歌手幸田浩子が、彩の
国さいたま芸術劇場に初登場。
多くの共演者が常に篤い信頼
を寄せている作曲家でピアニ
ストの野平一郎との共演で、夢
のリサイタルが実現します。

●料金 一般3,000円

さいたま市青少年宇宙科学館
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
!０４
８-８８
１-１５
１５
休館日：月（祝日を除く）、
年末年始
●開催期間 06 '11/23〜07 '1/28

宿泊施設
宿泊施設名

電話番号

048-825-4711

浦和東武ホテル

048-650-1111

アウルホテル大宮

浦和ロイヤルパインズホテル 048-827-1111

東横インさいたま新都心

048-825-4001
048-657-1045

048-647-3300

パレスホテル大宮

048-648-0010

パイオランドホテル本館

048-643-5811

パークプラザ大宮

048-822-4411

ときわ会館

ビジネスホテルグリーン
ビジネスホテル豊泉閣

048-831-2830
048-882-4633

048-648-8886

HOTELメイン

048-601-5555

ホテルブリランテ武蔵野

048-884-2111

ホテルニュー埼玉

048-861-5219

別所沼会館

048-861-4122

プリムローズ有朋

048-863-5111

プラザホテル浦和

048-645-5111

マロウドイン大宮

048-826-0011

ホテルメッツ浦和

与野第一ホテル
ラフレさいたま

048-852-6161
048-601-1111

料金（円）
S6,700〜

T13,000

S10,395〜 D15,592
S13,860

D/T25,410

S8,600〜 T16,600
S6,510〜D/T9,030
1人4,980〜

部屋数
108
103
196
140
227
15

カプセル3,465 ビジネス４,９
３５
S7,000〜 D10,000
S11,025※

T18,900※

S5,700 T9,400

108
122
204
16

1室2名以上1人5,200 1室1名6,000 12
S7,245

T11,970〜

和室5,082〜7,276

115
5

1室2名以上1人5,197 1室１名5,775 10
S6,800〜T12,500
S8,085〜 T15,015〜
S7,875〜 D/T13,650〜
S8,800〜 T15,000
S7,350〜 D10,500〜
S6,200〜 T12,000〜
S9,030〜 T17,220〜

108
65
54
62
251
117
187

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。
!"#$%&'(")*&'+",-$'.'/0123456789:;<=4'.'>?/0123@
アクセス

セールスポイント

JRさいたま新都心駅東口徒歩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。大宮駅東口より無料送迎あり。
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

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。

JRさいたま新都心駅東口徒歩2分 さいたま新都心駅から2分。ビジネスや観光に便利で気軽に泊まれるホテル。
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

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。

10~12

さいず

さ
いたまの観光情報
さいたまの観光情報
たま 観光情報
報
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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。

JRさいたま新都心駅西口徒歩5分 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。
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

トピックス

大宮ソニックシティ・さいたまスーパーアリーナへ便利。

秋の花便り&味覚狩り

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。

JRさいたま新都心駅西口徒歩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。

学生席1,000円

ロボット展「ROBO WORLD in さいたま」

ロボットを通して最先端の科学技
術を身近に体験できます。科学技
術への関心を高めながら、ロボッ
トの未来への夢を広げます。
旅

048-641-0501

新道山家

048-644-4411

三楽荘

048-643-1515

大宮国体記念会館

割烹旅館東山
ビジネスホテルあさや

●料金 入館無料

ジョン・レノン・ミュージアム
JRさいたま新都心駅徒歩３分、北与
野駅徒歩７分
!０
４８-６
０１-０
００
９
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
円

1970〜1972」

浦和ワシントンホテル

●料金 無料

さいたま市立博物館 第３０回特別展「足踏みオルガンがやってきた！−唱歌から浪花節まで・うたをめぐる近代史−」
JR大宮駅東口徒歩15分
!０
４８-６
４４-２
３２
２
休館日 毎週月曜日（祝日は除く）、
10月10日（火）

ホ
●開催期間 9/23〜10/29

さいたま市立漫画会館
東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０
４８-６
６３-１
５４
１
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

●開催期間 9/9〜11/26

企画展『美術館は白亜紀の夢を見る』

JR北浦和駅西口徒歩３分
!０４
８-８２
４-０１
１１
休館日：月（祝日の場合は開館）、臨
11／24（金）、年末年始
※団体割引あり

「シダ植物の葉化石」白亜紀（1億年前）埼玉県立自然と川の博物館蔵

●開催期間 10/7〜12/24

県立歴史と民俗の博物館
東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０４
８-６４
５-８１
７１
休館日：月（祝日の場合は開館）、
※団体割引あり

刀には美術工芸品としての価値だ
けではなく、歴代の所有者にまつ
わる伝承や史実が秘められていま
す。本展示では、刀の歴史的な側
面にもスポットをあて、様々な角度
から刀の魅力を紹介します。
「上杉謙信が景光の短刀のためにつくった拵（こしらえ）」
（国宝）

●開催期間 10/7〜11/19 ●料金 一般600円、高大生300円 ※中学生以下・65歳以上・障害手帳等をお持ちの方は無料

さいたま市宇宙劇場
JR大宮駅西口徒歩３分
!０４
８-６４
７-００
１１
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

満天の星に包まれながら、アイルラ
ンド音楽をお楽しみください。演
奏：Whirlpool's End（ワールプー
ルズ・エンド）
前売券：11月23日〜
ホームページ htt

〜16： 、" ：00

企画展第2弾「ジョンとヨーコの

館

ジョン・レノンに見えていた世界〜イマジン

｢イマジン｣をテーマに、曲誕生の背景と創作過程、イ
マジンが世界に与えた影響等を紹介し、詞と曲に込
められたジョンの世界観を解説します。また、近年
「イマジン」は英語や社会科等の学校教科書でさま
ざまに取り上げられており、本特別展を一人でも多く
の児童、生徒の学習に役立つよう、開催期間中の小
中学生の入場を無料としました。併せて小中高校生
の皆さまへジョン・レノンの生涯とミュージアムの見 PHOTO:
どころを掲載したガイドブックを差し上げます。
Yoko Ono Lennon

ホテル一松

048-641-2615
048-642-3517
048-797-1918

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11,025〜
団体長期2食付6,800〜
S6,000

2食付6,000〜

2食付9,450〜 朝食付8,400〜

048-829-2881

2食付6,825〜 食無5,250〜

048-644-1515

三松旅館

048-758-0035

ホテルミウラ

旅館いけだ

S2食付6,825〜

18
18
12
13
8
10
10
8
19

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
JR大宮駅徒歩10分
JR浦和駅西口徒歩5分

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。

秋もイベント盛りだくさん
2006年をさいたまのイベントで締めくくろう！

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。

〒330-0846さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館2Ｆ

●開催期間 ７／２
２〜１
２／２
８ ●料金 大人１，
５
００円、高大生１，
０００円、小中生（特別展開催期間中無料）

OM
MIYA

2006年8月2日(水)〜2006年11月30日(木)

さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分

大宮駅西口で一番近いホテル

TEL 048-647-8338

宿泊・宴会・婚礼・レストランと様々な場面でご利用ください。

FAX 048-647-0116

URL http://www.scvb.or.jp

スタッフの笑顔のおもてなしが、

この企画展では、1970
ブ」の作詞原稿、
そして1972年に始まったアメリカ政府との闘いの記録を特別展示しま
す。併せて、
「ワン・トゥ・ワン・コンサート」などジョンとヨーコが1970年代初頭に行った弱
者のためのチャリティ活動を紹介しています。

E-mail scvb@scvb.or.jp

素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

大宮駅観光案内所 TEL 048-644-1144
さいたま新都心観光案内所 TEL 048-600-0070
北浦和観光案内所 TEL 048-834-6166

TEL 048-648-8886（代）

浦和観光案内所 TEL 048-824-0333

さいたま市中央区新都心2-2 Tel 048-601-5555(代)
http://www.hotel-brillante.com

「Sai's」vol.14 2006 平成18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
イタリア料理 イルクオーレ●素敵屋さん●お菓子やさん工房本店
お菓子やさん大宮タカシマヤ店●銀花ギャラリー●野の花屋さん

人口地盤上に武蔵野の雑木林をイメージ。
交通／JR「さいたま新都心駅」西口から徒歩１分

「さいたま新都心けやきひろば」
推定樹齢400年の大イチョウがあります。
交通／JR「大宮駅」東口６番バス「中川循環」乗車
「円蔵院下」下車徒歩１分

「円蔵院」

北浦和観光案内所

素朴な醤油味の煎餅を昔ながらの焼き方で１枚１枚
丁寧に焼き上げています。
30枚入（醤油20、青のり5、黒ごま5）2,100円（税込）
製造元 中田せんべい
浦和区本太3-14-7 !048-882-8631
販売先 同店
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/senbei-nakada/

大崎転作組合
所在地
さいたま市緑区大崎周辺（クリーンセンター近く）
期 間
１
０月末まで
開園日
団体様は要予約／個人・少人数様
は期間中の毎日曜日（雨天中止）
料 金
１株１５
０円
申 込
お電話でお問い合わせください
電 話
!０４
８−８
７８−０４２
９
（高橋）
コスモスの摘み取り（有料）、地元野菜の直売、
各種模擬店などが出店します！
コスモスまつりのお問い合わせは…
!０
４８−８
２９−１
３７
７
（農政課）
!０４８−６
４
６−３０９
４
（大宮区地域経済課）

このマークのある商品は

!０４
８-８３４-６
１６６においても取り扱っております。
浦和観光案内所

!０４８-８２
４-０３３３

和菓子「氷川だんご」
調神社の狛うさぎにちなんで命名されたうさぎの焼
き印がかわいいお菓子です。原材料に国内産小麦粉、
平飼卵、有機白いんげんが使われています。
10個入840円（税込）
製造元 （有）菓房 はら山
緑区原山1-3-2 !048-887-1388
販売先 同店、伊勢丹浦和店
ＵＲＬ：http://www.harayama.co.jp/

和菓子「武州梅」
寛文11年に当時の岩槻城主であった阿部正春公が鋳造した岩
槻城の鐘楼「時の鐘」を型どったお菓子です。平成5年に両陛
下へ献上されました。
12個入2,121円（税込）
製造元 時乃鐘田中屋
岩槻区本町3-16-10 !048-756-0250
販売先 同店、岩槻サティ

岩槻区南下新井地区（コスモスの散歩道）10/21･22
西区植水地区（加茂川団地東側） 10/28･29
北区大砂土地区（市営大宮球場北側）10/28(雨天29日)
見沼区膝子地区（東楽園南側）
10/28(雨天29日)
見沼区中川地区（中川分水通り寺前住宅南側）10/29
岩槻区鹿室地区（貝塚団地北側） 10/29
見沼区大谷地区（環境整備センター南側）11/3(雨天4日)

県内屈指の古社である調
県内
調神社（つきじんじゃ）は地元
元
では親
では親しみを込めて
「つきの
のみやさん」とよばれていま
ま
す。調
調神社には七不思議の
の伝説があり、古くから人々に
に
語られ
語られています。
1 鳥居がない。
1.
（境内へ伊勢神宮への貢物を運び入れ
るとき
るとき邪魔になり鳥居を建
てないことにした。）
2. 松の木がない。
3. 御手洗の池の魚は片目になる。
4. 狛犬のかわりにウサギ像が置かれている。
（「つき」
を「月」と考え、
ウサギを神の
の使姫とする習慣からである。）
5. 日蓮上人駒つなぎのケヤキ。
（日蓮が佐渡へ流され
る途中、難産の婦人のためこのケヤキに馬を繋ぎ、祈っ
っ
たとこ
たところ男子を無事出産し
したので安産の守護神として
て、
今に信仰されている。）
今に信
6 ハエがいない。
6.
（調神社の祭神が嫌うためとのこと。）
7. 蚊がいない。
（ハエと同じ理由。）
「つき神社」だけに、昔から
「つき神
ら「ツキを呼ぶ神社」として、
大変ご利益があると言われ
変
れています。境内のあちこち
ち
に置か
に置かれているかわいいう
うさぎさんを探してみてくだ
だ
さい。
： 浦和駅西口より
り徒歩７分

武蔵一宮氷川神社にちなんで命名された名物だんご
です。
5本入330円（税込）
製造元 氷川だんご屋
大宮区高鼻町2-130 !048-644-3782
販売先 同店

煎餅「手焼きせんべい 彩の月」
群馬の秋間梅林、神奈川の曽我梅林、東京の吉野梅
郷とともに関東四大梅林の一つに数えられている越
生梅林にちなんで命名されました。
20個入1,160円（税込）
製造元 ときわだんご本舗
浦和区高砂1-12-1 コルソ内
$$$$!048-822-4166
販売先 同店

★味覚狩り 「さつまいも」
旧中山道から氷川神社まで続く約２kmの並木道。
交通／JR「さいたま新都心駅」東口から徒歩６分または
JR「大宮駅」東口から徒歩１
０分

「氷川参道・平成ひろば」
神池のもみじが美しい。
交通／JR「大宮駅」東口より徒歩２０分または
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩１
５分

「武蔵一宮氷川神社」
春の桜が有名ですが、紅葉もおすすめです。
交通／JR「大宮駅」東口より徒歩２０分または
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩１０分

見
頃 １０月末まで
開園時間 ８
：
００〜１
８
：
００
（１
０月〜３月）
７
：
３
０〜１９
：
０
０
（４月〜９月）
所 在 地 さいたま市西区西新井１
２４
交
通 ＪＲ高崎線「上尾駅」西口から循環バス
「ぐるっとくん」大谷循環、
「花の丘公園」
下車すぐ
ＪＲ高崎線「宮原駅」西口から東武バス
花の丘行き、終点下車すぐ（このバスは
土曜・休日のみ運行）
電
話 !０４
８−６２２−５
７８１
（管理事務所）

株式会社
お問い合
コルソ店

和菓子「別製 葛がし」
和菓子「サッカー王国」

大宮花の丘農林公苑

鳥居がない！
がない！

TEL048-831-6333
1-12-1 コルソ1Ｆ
ンフーヅ
0120-858-103

さいたま推奨土産品

さいたま生まれ・彩の国育ち

錦ケ原にあるサクラソウ自生地にちなんで命名されました。
契約農家から玄米を仕入れ、自社で精米しています。
36枚入（醤油１０、のりまる４、ごま４、ひび焼き５、
ざらめ５、こぶ４、海苔はり４）2,100円（税込）
製造元 錦せんべい本舗
西区土屋106-3 !048-624-4355
販売先 直売店
ＵＲＬ：http://www.nishiki-senbei.com

TOMIZEN FOODS

煎餅「錦せんべい」

サッカー王国さいたま の土地柄にちなんで作ら
れたサッカーボールをかたどった洋風和菓子です。
10個入1,200円（税込）
製造・販売元 御菓子舗 橘家
北浦和店（中央区新中里1-1-2 !048-831-2944）
大和田店（見沼区大和田町2-966-3 !048#688-0607）

昔食べられていた正月の鏡餅を砕いて揚げた「揚げ
もち」をイメージして作られています。揚げから味
付けまで、すべて手作業でおこなわれています。
4袋1,050円（税込）
製造元 （株）七越製菓
中央区上峰2-3-9 !048-852-3753
販売先 直営売店
ＵＲＬ：http://www.nanakoshi.co.jp/

煎餅「手揚げもち」
※オンラインショッピングでの取り扱いは全品ではありませんので、詳しくはホームページでご覧ください。

おみやげ

秋のおすすめ情報です。ぜひお出かけください。

狛犬ならぬ狛兎
ならぬ狛兎

調神社の七不思議
さい まのと ておき をお届けします。
さいたまのとっておき情報をお届け
します
これであなたもさいたま通
これ
であなた さいた 通！

和菓子「宮うさぎ」

屋号「花見」の「花」と使用されている「栗」を合
わせて命名されました。バター生地の中に栗が一粒
丸ごと入っています。
12個入2,100円（税込）
製造元 （有）花見菓子舗
大宮区大門町3-37 !048-641-1181
販売先 同店

和菓子「時乃鐘最中」

和菓子「花栗」
約150年前から作られているお菓子です。今でも創
業時の製造法で作られています。
20個入2,260円（税込）
製造元 （有）田中屋本店
岩槻区本町2-2-43 !048-756-0045
販売先 同店

さいたま市内のコスモスまつり

「大宮公園」
山もみじなどの落葉・雑木盆栽が必見。
東武野田線「大宮公園駅」より徒歩５分

「大宮盆栽園」
水面に映える紅葉も美しい。
交通／JR「浦和駅」西口より徒歩２０分または
JR埼京線「中浦和駅」より徒歩５分

「別所沼公園」
紅葉した美しい街を眺めながら、いつもよりゆっくりと歩いてみてください。

第２回さいたま推奨土産品のご紹介、第5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。

★花便り 「コスモス」

★紅葉スポットへ行こう！

オータムトピックス

お買い求めはwww.scvb.or.jpから。

さいたま推奨土産品のオンラインショッピングも好評です！是非ご利用ください。

