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さいたまの観光情報さいたまの観光情報さいたまの観光情報さ たま 観光情報

〒330-0846さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館2Ｆ
TEL 048-647-8338   FAX 048-647-0116
URL  http://www.scvb.or.jp   
E-mail  scvb@scvb.or.jp
大宮駅観光案内所  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
浦和観光案内所  TEL 048-824-0333

（2007年1月～3月） 美術館・博物館からのおすすめ情報です。

冬と早春のおすすめ情報です。ぜひお出かけください。

エリアで、ご予算で、いろいろ選べる市内の宿泊施設のご案内です。

　　宿泊施設名

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

東横インさいたま新都心

ときわ会館

パークプラザ大宮

パイオランドホテル

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

　 電話番号

048-650-1111

048-825-4711

048-827-1111

048-825-4001

048-657-1045

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

048-797-2359

048-758-0035

048-644-1515

048-829-2881

部屋数

108

103

196

140

227

15

108

122

204

16

12

115

5

10

108

65

54

62

251

117

187

18

18

12

13

8

10

10

8

19

　　　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～

カプセル3,465　ビジネス4,935

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～

S8,800～　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11,025～

団体長期2食付6,800～

S6,000　2食付6,000～

S2食付6,825～

2食付6,825～　食無5,250～　

2食付9,450～　朝食付8,400～

　　　　アクセス

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さいたま新都心駅東口徒歩2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

JR大宮駅徒歩10分

JR浦和駅西口徒歩5分

　　　　　　　　　　　セールスポイント

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。

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。

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。

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。

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

氷川神社は正式には『武蔵一 氷川神一宮氷川神社』といいますがが、
地元の人たちは親しみを込 地元の込めて『おひかわさま』と呼び
ます。 ます。

北におよそ２キロ真っ直ぐに伸 おひかわさまの参道は南北 おひか
わさまにお参りするときには びています。正式におひかわ びてい、
から入り、この参道の昔の尺 吉敷町にある「一の鳥居」か 吉敷町

度で十八丁（一丁は約１０９ 度で十m）の道のりを歩きます。今で
使は、皇居を出てからこの道 も皇室のお使いである勅使 も皇室
幣を持ってご参向されます。 を通って毎年八月一日に御 通っ
いると、今自分がどの辺を歩 この参道の右側をよく見て この参
ように丁石という小さな石標 いているのか、見当が付くよ いてい
丁目」と書いてありますか に朱色の字で「氷川参道何丁目」と書いてあります。か に朱色の字で「氷川参道何

つては一の鳥居から一丁ご つてはごとに丁石が建てられていま
した。今ある丁石は地元の した。今の崇敬者により復興建立され
たものです。みなさんもゆっっくりと丁石を探しながら昔
の人々の足跡をたどってみ の人々てはいかがでしょうか。
アクセス アクセ
一の鳥居：JRさいたま新都心より徒歩７分
武蔵一宮氷川神社： 武蔵一JR大宮駅東口より徒歩２０分
　　　　　　　　または東 　　東武野田線大宮公園駅より

さいたまのとっておき情報をお届けけします。 さいさたまのとっておき情報をお届け まのとおきをお届けします。 ます
これこれれであなたもさいたま通！ であなたさいたま通！
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宿泊施設宿泊施設ミュージアムカレンダーミュージアムカレンダー
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浦和くらしの博物館民家園 小正月のまゆ玉だんごつくり

●開催期日 1/13（土） 10：00～11：30　●料金  参加費無料

小正月に神棚に飾る「まゆ玉だ
んご」を作ります。

対象：親子10組 
※事前申込が必要ですので詳
細は民家園まで。

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
!０４８-８７８-５０２５
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

さいたま市立浦和博物館 「ちょっと昔のくらしの道具展」

●開催期間  ～4/15(日)　●料金  無料

小学校3年生の教材にあわせ
て、昭和の時代に使用された暮
らしの道具の変化を資料、写真
等で展示します。

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1～3月の休館日。1月1日～4日、9
日、15日、22日、29日、2月5日、13日、14日、19
日、26日、3月5日,12日～15日、19日、26日

さいたま市立博物館 新収蔵品展「いろいろあるんだぁ、郷土玩具」

●開催期間  2/17（土）～3/31（日）　●料金  入館無料

当館に寄贈された郷土玩具コ
レクションの中から、切手にな
った郷土玩具をはじめ、全国各
地の土人形や張り子など約
400点を紹介します。

JR大宮駅東口徒歩15分
!０４８-６４４-２３２２
休館日：月（祝日を除く）、年末年始
1/31まで改修工事のため休館

さいたま市立漫画会館 収蔵品展

●開催期間  3/10（土）～5/13（日）　●料金  入館無料

漫画会館所蔵の楽天の作品や
資料を紹介します。

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

彩の国さいたま芸術劇場 彩の国シェイクスピア・シリーズ第17弾「恋の骨折り損」

●開催期間  3/16（金）～3/31（土）　●料金  Ｓ席9,000円、Ａ席7,000円、Ｂ席5,000円、学生席2,000円

「お気に召すまま」「間違いの
喜劇」に続く男性俳優のみのシ
ェイクスピア喜劇！！

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
※団体割引あり

さいたま市宇宙劇場 アロマテラピーｉｎプラネタリウム ～癒しの空間でリラクゼーション～

●開催期日 2/3（土）18：00～19：00　●料金  大人1,000円、子供（小・中学生）500円＊入場券は当日の16：40

ユーカリの香りに包まれながら、満
天の星でリラックス♪ 
冬の星座紹介もあり！

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

県立歴史と民俗の博物館 関東地区博物館協会共同企画展　「祈りの風景─埼玉の絵馬─」

「ピカソ、マティス、シャガール…巨匠が彩る物語」

●開催期間 3/17（土）～5/6（日）　●料金  一般400円、高大生200円（予定）　※中学生以下・65歳以上・障害手帳をお持ちの方は無料

健康や幸福を願って社寺に奉納され
た絵馬には、馬の他に牛や大根、天神
様など様々な動植物・神仏が描かれ
ています。本展示では、埼玉県の祈願
絵馬と絵馬職人の用具、絵馬市を紹
介し、人々の祈りの風景を探ります。

東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０４８-６４５-８１７１
休館日：月（祝日の場合は開館）
※団体割引あり　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 炉端ばなし「見沼の民話」

●開催期日 1/20（土）　10：00～12：00　●料金  無料

本物の囲炉裏の火を囲んで、
見沼の民話を聞きましょう。

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

うらわ美術館

●開催期間  1/5～2/18を後期として、作品の展示替えを行います。●料金  一般500円、大高生300円、中小生150円＊団体・リピーター割引あり

収蔵作品の中から代表的な挿絵本9作
品をピックアップ。展示替えを挟みなが
ら版画による挿絵を約250点展示。

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

企画展「宇宙（そら）へ・・・展」さいたま市青少年宇宙科学館

●開催期間  2/10日（土）～4/10（日）　●料金  入館無料

宇宙や地球を知ることによって生命
の大切さを考えます。また、さいた
ま市出身の若田光一さんなど宇宙
飛行士の活躍を通して、科学技術や
宇宙への夢をひろげます。

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

県立近代美術館 企画展『巴里憧憬－エコール・ド・パリと日本の画家たち』

●開催期間  1/6(土)～2/12(月・祝)　10:00～17:30　●料金  観覧料・一般1,000円、大高生 800円

20世紀初頭、花の都パリには世界各国の画家たちが集
い、多彩な個性の輝きを放っていました。モディリアー
ニ、シャガール、キスリング、パスキンから、日本の藤田
嗣治、佐伯祐三、荻須高徳、長谷川潔、岡鹿之助、そして
埼玉県ゆかりの斎藤豊作まで、エコール・ド・パリの画家
たちの幅広い交流と活躍のようすを紹介します。

JR北浦和駅西口徒歩３分
!０４８-８２４-０１１１
休館日：月（祝日の場合は開館）、臨
時休館日：3月22日(木)、年末年始
※団体割引あり

★花便り　「梅」2月中旬～3月中旬

★花便り　「枝垂れ桜」3月下旬～4月上旬

★味覚狩り　「いちご」

おみやげ おみやげ
第２回さいたま推奨土産品のご紹介、最終回です！
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9品をご紹介します。

和菓子「福々詰め合わせ」　　
福々まんじゅうは、幸福の意味を込めて名付けた店
名の「福」から、そして大島ようかんは黒糖の産地
である「奄美大島」にちなんで命名されました。
福々まんじゅう3個、大島ようかん1本入900円（税込）
製造元　御菓子司 福泉
　　　　緑区原山1-27-25　
            !048-882-2972
販売先　同店
　　　　ＵＲＬ：http://www.colorland.co.jp/fukufuku.htm

和菓子「花さくら」
胡桃入り饅頭に、二弁の花びらに見立てた薄いお煎
餅を重ね合わせたお菓子です。日本桜の名所１００
選にも選ばれている大宮公園の桜にちなんで命名さ
れました。
10枚入1,550円（税込）
製造元　風土菓房 福呂屋
　　　　大宮区大門町2-94　!048-641-1295
販売先　同店

和菓子「岩槻菓紗里詰合わせ」
人形のまち岩槻にちなんだお菓子の詰め合わせです。
15個入（ひなの里５、雛小町５、お城最中５）
2,100円（税込）
製造元　（有）藤宮製菓
　　　　岩槻区本町1-18-11　!048-756-1569
販売先　同店

食品　「岩槻城下町名物 牛肉しぐれ煮」
無添加・無着色で、原料に脂身の少ない牛ヒレ肉を
使用しています。
1箱（70g）2,100円（税込）
製造元　（有）まつもと
　　　　岩槻区本町3-8-15　!048-757-0602
販売先同店

食品　「鶴の子・盆栽納豆」
国産大豆と国産黒豆大豆を使用しています。鶴の子
納豆は全国納豆連合会主催の第２回納豆鑑評会品質
コンクールで１位に選ばれました。
50g×4個入（鶴の子２、盆栽２）304円（税込）
製造元　松葉納豆 鶴の子本舗
　　　　北区東大成町1-657-6　!048-663-3992
販売先　同店、デパート、百貨店、スーパー

和菓子　「竜神伝説 竜眼」
昔、日光の中禅寺湖にも匹敵するほどの大きな沼で
あった見沼田んぼには、数々の竜神の伝説がありま
す。その竜神様にちなんで製造・命名されました。
6個入924円（税込）
製造元　和生菓子 豆の木
　　　　北区日進町2-810　!048-651-5233
販売先　同店

食品　「味祖南京」
厳選された南京豆と秘伝の味噌、それに蜂蜜をふんだんに
使ってあります。お茶うけにも、お酒のおつまみにも最適
です。
280g 735円（税込）
製造元　味祖南京本舗鳩屋（鳩屋販売（株））
　　　　見沼区大和田町2-1248　!048-683-5111
販売先　同店、大宮店（大宮区宮町2-119　!048-644-2828）、
　　　　高島屋大宮店、岩槻サティ
　　　　ＵＲＬ：http://www.hato-ya.co.jp/

和菓子　「見沼のかおり詰合せ」
見沼田んぼとともに育まれてきた郷土の歴史とその
面影を３つのお菓子で表現しています。
11個入（見沼のかおり４、初陣５、梅２）
1,780円（税込）
製造元　御菓子司 洋清堂
　　　　緑区中尾1528　!048-873-2703
販売先　同店

煎餅　「江戸前煎餅」　　
浦和に近い宿場の名を取り「江戸前」煎餅となりま
した。歯ごたえのある堅焼きです。
14枚入1,050円（税込）
製造元　（有）渡辺せんべい
　　　　浦和区前地2-7-17　!048-882-5208
販売先　同店

このマークのある商品は　　　浦和観光案内所　!０４８-８２４-０３３３においても取り扱っております。　

さいたま生まれ・彩の国育ち

TOMIZEN FOODS

さいたま推奨土産品
コルソ店TEL048-831-6333

1-12-1コルソ1Ｆ
株式会社ンフーヅ
お問い合0120-858-103

「Sai's」vol.15  2007  平成19年1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

　　　　　　　とは？ 　　　　
「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気持ちを込めて「ポケットサイズ」の意を
合わせたものです。「さいたまの」観光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。

ジョン・レノン・ミュージアム
ミュージアムは、パートナーであったオノ・ヨーコの正式な許諾を受けた、世界で初めての
公認ミュージアムです。このミュージアムは、彼の生涯や、作品を２１世紀に正しく伝えた
いという願いから、オノ・ヨーコ秘蔵のゆかりの品約１３０点を展示した９つのゾーンならび
にミュージアム・シアターと、メッセージ空間で構成しています。また、ジョンのスピリットに
共感した余韻に浸れる場としてのミュージアム・ラウンジも設けられています。

料金　大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円
JRさいたま新都心駅徒歩3分、北与野駅徒歩7分
/TEL: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

さいず

昔の十（拾）丁石（市立博物館保管 昔の十丁石物館管） （）（博）

現在の十（拾 現在の十拾）丁石丁石
（参道交番脇 （参道交番脇））

一の鳥居の 一の鳥居のススタート
地点

ちよう　　いし

「大宮第二公園の梅林」
紅梅１５０本、白梅３５０本、枝垂れ梅２０本の計５２０本の梅が植えられており、毎年梅の
開花時期には「梅まつり」が開催され、たくさんの人で賑わいます。
所在地 さいたま市大宮区寿能町２－４０５
交　　通 ＪＲ「大宮駅」東口から徒歩３０分
　　　　　東武野田線「大宮公園駅」から徒歩１５分
駐車場 有り
電　　話 !０４８－６４５－９６０５（大宮公園ギャラリー）

「久伊豆神社」
久伊豆参道の脇にある境内梅林です。約５０本が植え
られており、参拝客らを楽しませています。
所在地 さいたま市岩槻区宮町２－６－５５
交　　通 東武野田線「岩槻駅」から徒歩１５分
駐車場 有り
電　　話 !０４８－７５６－０５０３（神社）

「玉蔵院の枝垂れ桜」
樹齢１００年。手入れの行き届いた庭園との相性が抜群です。
所在地　さいたま市浦和区仲町２－１３－２２
交　　通 ＪＲ京浜東北線「浦和駅」西口から
　　　　　徒歩５分

「円乗院の千代桜」
樹齢３００年、樹高６m。市の天然記念物に指定されて
います。
所在地 さいたま市中央区本町西１－１３－１０
交　　通 ＪＲ埼京線「与野本町駅」西口から徒歩
　　　　　５分

「浄源寺の枝垂れ桜」
まだ若い樹ですが、均整のとれた見事な枝ぶりです。
所在地 さいたま市岩槻区太田１－１０－４４
交　　通 東武野田線「岩槻駅」から徒歩１５分

「円蔵院の枝垂れ桜」
樹齢１００年、樹高１１ｍ、根廻り３.１ｍ。市の天然記念物
に指定されています。
所在地 さいたま市見沼区大字中川５４０
交　　通 ＪＲ「大宮駅」東口６番バス乗場から「中川
　　　　　循環」乗車「円蔵院下」下車徒歩１分

「美園いちごランド」
所在地  さいたま市緑区間宮大沼８０３
営業期間  直売／～６月　　摘み取り／４月～６月
営業時間  直売／９：３０～１５：００　 摘み取り／１０：００～１５：００
定休日  毎週月・木曜日
品　　種  章姫・紅ほっぺ
料　　金  時期により異なります。３０分食べ放題で、
　　　　　 大人１，２００円～８００円・２才～５才９００円～５００円。
その他  車椅子やベビーカーでもお楽しみいただけます。
問合せ  !０９０－５３３７ー０３９１（美園いちごランド）
 　　　　　!０４８－６４６－３０９４（大宮区地域経済課）

「岩槻いちご出荷組合」
所在地 さいたま市岩槻区釣上７４３付近
営業期間 摘み取り／３月末～５月
営業時間　摘み取り／１０：００～当日採れる分が無くなるまで
定休日 営業期間中無休
品　　種 女峰・とちおとめ
料　　金 時期により異なります。３０分食べ放題で、
　　　　　小学生以上１，０００円～７００円・小学生未満は
　　　　　全期間４００円。
その他 有料でお持ち帰りもできます。
　　　　　春休みやゴールデンウィークは大勢の来園
　　　　　が予想されますのでお早めに！
問合せ !０４８－７９８－４１９６（岩槻いちご出荷組合）

!０４８－６４６－３０９４（大宮区地域経済課）

※ 営業期間及び料金等は変更になる場合も有ります。
※ いちご狩りは先着順で当日採れる分がなくなり次第終了です。

機能的な立地、寛ぎの空間

PIOLAND HOTEL
〒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

さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分
　宿泊・宴会・婚礼・レストランと様な々場面でご利用ください。 
　スタッフの笑顔のおもてなしが、 
　　　　　　　　　　素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

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

ジョン・レノン・ミュージアム 企画展第３弾　ジョン・レノンの描いた理想社会と｢ハッピー・クリスマス｣

●開催期間 ～ 土)　●料金 大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円

年間テーマとして行ってきた企画展の最後を飾る今
回は、１９７３年の｢ヌートピア宣言｣を中心に、アメリカ
永住権を獲得する１９７６年までの活動に焦点をあてて
いきます。ヌートピア大使館のスタンプのほか、１９７１
年に発表されたクリスマス・ソング｢ハッピー・クリスマ
ス(戦争は終った)｣の直筆作詞原稿(草稿)を特別展示
します。

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

PHOTO:     Yoko Ono Lennonホームページ http://www.ucyugekijo.jp/

　 　　

CHAGALL Marc "Daphnis et Chloe"1961年リトグラフ
うらわ美術館　蔵
　  ADAGP, Paris & SPDA, Tokyo, 2006

アメデオ・モディリアーニ「ルニア・チェホフスカの肖像」1917年
ポーラ美術館　蔵

東松山・上岡観音の絵馬市（いち）の絵馬［絵馬師：小板徳治］

PHOTO 岩上陸郎氏

大宮駅西口で一番近いホテル

TEL 048-648-8886（代）

OMMIYA
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〒330-0846さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館2Ｆ
TEL 048-647-8338   FAX 048-647-0116
URL  http://www.scvb.or.jp   
E-mail  scvb@scvb.or.jp
大宮駅観光案内所  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
浦和観光案内所  TEL 048-824-0333

（2007年1月～3月） 美術館・博物館からのおすすめ情報です。

冬と早春のおすすめ情報です。ぜひお出かけください。

エリアで、ご予算で、いろいろ選べる市内の宿泊施設のご案内です。

　　宿泊施設名

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

東横インさいたま新都心

ときわ会館

パークプラザ大宮

パイオランドホテル

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

　 電話番号

048-650-1111

048-825-4711

048-827-1111

048-825-4001

048-657-1045

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

048-797-2359

048-758-0035

048-644-1515

048-829-2881

部屋数

108

103

196

140

227

15

108

122

204

16

12

115

5

10

108

65

54

62

251

117

187

18

18

12

13

8

10

10

8

19

　　　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～

カプセル3,465　ビジネス4,935

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～

S8,800～　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11,025～

団体長期2食付6,800～

S6,000　2食付6,000～

S2食付6,825～

2食付6,825～　食無5,250～　

2食付9,450～　朝食付8,400～

　　　　アクセス

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さいたま新都心駅東口徒歩2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

JR大宮駅徒歩10分

JR浦和駅西口徒歩5分

　　　　　　　　　　　セールスポイント

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。

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。

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。

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。

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

氷川神社は正式には『武蔵一氷川神 一宮氷川神社』といいますがが、
地元の人たちは親しみを込地元の 込めて『おひかわさま』と呼び
ます。ます。

北におよそ２キロ真っ直ぐに伸おひかわさまの参道は南北おひか
わさまにお参りするときにはびています。正式におひかわびてい 、
から入り、この参道の昔の尺吉敷町にある「一の鳥居」か吉敷町

度で十八丁（一丁は約１０９度で十 m）の道のりを歩きます。今で
使は、皇居を出てからこの道も皇室のお使いである勅使も皇室
幣を持ってご参向されます。を通って毎年八月一日に御通っ
いると、今自分がどの辺を歩この参道の右側をよく見てこの参
ように丁石という小さな石標いているのか、見当が付くよいてい
丁目」と書いてあります かに朱色の字で「氷川参道何丁目」と書いてあります。かに朱色の字で「氷川参道何

つては一の鳥居から一丁ごつては ごとに丁石が建てられていま
した。今ある丁石は地元のした。今 の崇敬者により復興建立され
たものです。みなさんもゆっっくりと丁石を探しながら昔
の人々の足跡をたどってみの人々 てはいかがでしょうか。
アクセスアクセ
一の鳥居：JRさいたま新都心より徒歩７分
武蔵一宮氷川神社：武蔵一 JR大宮駅東口より徒歩２０分
　　　　　　　　または東　　 東武野田線大宮公園駅より

さいたまのとっておき情報をお届けけします。さいさ たまのとっておき情報をお届けまのと おき をお届けします。ます
これこれれであなたもさいたま通！であなた さいたま通！
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宿泊施設 宿泊施設 ミュージアムカレンダー ミュージアムカレンダー

トピックストピックス

浦和くらしの博物館民家園小正月のまゆ玉だんごつくり

●開催期日 1/13（土） 10：00～11：30　●料金  参加費無料

小正月に神棚に飾る「まゆ玉だ
んご」を作ります。

対象：親子10組 
※事前申込が必要ですので詳
細は民家園まで。

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
!０４８-８７８-５０２５
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

さいたま市立浦和博物館「ちょっと昔のくらしの道具展」

●開催期間  ～4/15(日)　●料金  無料

小学校3年生の教材にあわせ
て、昭和の時代に使用された暮
らしの道具の変化を資料、写真
等で展示します。

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1～3月の休館日。1月1日～4日、9
日、15日、22日、29日、2月5日、13日、14日、19
日、26日、3月5日,12日～15日、19日、26日

さいたま市立博物館新収蔵品展「いろいろあるんだぁ、郷土玩具」

●開催期間  2/17（土）～3/31（日）　●料金  入館無料

当館に寄贈された郷土玩具コ
レクションの中から、切手にな
った郷土玩具をはじめ、全国各
地の土人形や張り子など約
400点を紹介します。

JR大宮駅東口徒歩15分
!０４８-６４４-２３２２
休館日：月（祝日を除く）、年末年始
1/31まで改修工事のため休館

さいたま市立漫画会館収蔵品展

●開催期間  3/10（土）～5/13（日）　●料金  入館無料

漫画会館所蔵の楽天の作品や
資料を紹介します。

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

彩の国さいたま芸術劇場彩の国シェイクスピア・シリーズ第17弾「恋の骨折り損」

●開催期間  3/16（金）～3/31（土）　●料金  Ｓ席9,000円、Ａ席7,000円、Ｂ席5,000円、学生席2,000円

「お気に召すまま」「間違いの
喜劇」に続く男性俳優のみのシ
ェイクスピア喜劇！！

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
※団体割引あり

さいたま市宇宙劇場アロマテラピーｉｎプラネタリウム ～癒しの空間でリラクゼーション～

●開催期日 2/3（土）18：00～19：00　●料金  大人1,000円、子供（小・中学生）500円＊入場券は当日の16：40

ユーカリの香りに包まれながら、満
天の星でリラックス♪ 
冬の星座紹介もあり！

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

県立歴史と民俗の博物館 関東地区博物館協会共同企画展　「祈りの風景─埼玉の絵馬─」

「ピカソ、マティス、シャガール…巨匠が彩る物語」

●開催期間 3/17（土）～5/6（日）　●料金  一般400円、高大生200円（予定）　※中学生以下・65歳以上・障害手帳をお持ちの方は無料

健康や幸福を願って社寺に奉納され
た絵馬には、馬の他に牛や大根、天神
様など様々な動植物・神仏が描かれ
ています。本展示では、埼玉県の祈願
絵馬と絵馬職人の用具、絵馬市を紹
介し、人々の祈りの風景を探ります。

東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０４８-６４５-８１７１
休館日：月（祝日の場合は開館）
※団体割引あり　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 炉端ばなし「見沼の民話」

●開催期日 1/20（土）　10：00～12：00　●料金  無料

本物の囲炉裏の火を囲んで、
見沼の民話を聞きましょう。

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

うらわ美術館

●開催期間  1/5～2/18を後期として、作品の展示替えを行います。●料金  一般500円、大高生300円、中小生150円＊団体・リピーター割引あり

収蔵作品の中から代表的な挿絵本9作
品をピックアップ。展示替えを挟みなが
ら版画による挿絵を約250点展示。

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

企画展「宇宙（そら）へ・・・展」 さいたま市青少年宇宙科学館

●開催期間  2/10日（土）～4/10（日）　●料金  入館無料

宇宙や地球を知ることによって生命
の大切さを考えます。また、さいた
ま市出身の若田光一さんなど宇宙
飛行士の活躍を通して、科学技術や
宇宙への夢をひろげます。

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

県立近代美術館企画展『巴里憧憬－エコール・ド・パリと日本の画家たち』

●開催期間  1/6(土)～2/12(月・祝)　10:00～17:30　●料金  観覧料・一般1,000円、大高生 800円

20世紀初頭、花の都パリには世界各国の画家たちが集
い、多彩な個性の輝きを放っていました。モディリアー
ニ、シャガール、キスリング、パスキンから、日本の藤田
嗣治、佐伯祐三、荻須高徳、長谷川潔、岡鹿之助、そして
埼玉県ゆかりの斎藤豊作まで、エコール・ド・パリの画家
たちの幅広い交流と活躍のようすを紹介します。

JR北浦和駅西口徒歩３分
!０４８-８２４-０１１１
休館日：月（祝日の場合は開館）、臨
時休館日：3月22日(木)、年末年始
※団体割引あり

★花便り　「梅」2月中旬～3月中旬

★花便り　「枝垂れ桜」3月下旬～4月上旬

★味覚狩り　「いちご」

おみやげおみやげ
第２回さいたま推奨土産品のご紹介、最終回です！
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9品をご紹介します。

和菓子「福々詰め合わせ」　　
福々まんじゅうは、幸福の意味を込めて名付けた店
名の「福」から、そして大島ようかんは黒糖の産地
である「奄美大島」にちなんで命名されました。
福々まんじゅう3個、大島ようかん1本入900円（税込）
製造元　御菓子司 福泉
　　　　緑区原山1-27-25　
            !048-882-2972
販売先　同店
　　　　 ＵＲＬ：http://www.colorland.co.jp/fukufuku.htm

和菓子「花さくら」
胡桃入り饅頭に、二弁の花びらに見立てた薄いお煎
餅を重ね合わせたお菓子です。日本桜の名所１００
選にも選ばれている大宮公園の桜にちなんで命名さ
れました。
10枚入1,550円（税込）
製造元　風土菓房 福呂屋
　　　　大宮区大門町2-94　!048-641-1295
販売先　同店

和菓子「岩槻菓紗里詰合わせ」
人形のまち岩槻にちなんだお菓子の詰め合わせです。
15個入（ひなの里５、雛小町５、お城最中５）
2,100円（税込）
製造元　（有）藤宮製菓
　　　　岩槻区本町1-18-11　!048-756-1569
販売先　同店

食品　「岩槻城下町名物 牛肉しぐれ煮」
無添加・無着色で、原料に脂身の少ない牛ヒレ肉を
使用しています。
1箱（70g）2,100円（税込）
製造元　（有）まつもと
　　　　岩槻区本町3-8-15　!048-757-0602
販売先 同店

食品　「鶴の子・盆栽納豆」
国産大豆と国産黒豆大豆を使用しています。鶴の子
納豆は全国納豆連合会主催の第２回納豆鑑評会品質
コンクールで１位に選ばれました。
50g×4個入（鶴の子２、盆栽２）304円（税込）
製造元　松葉納豆 鶴の子本舗
　　　　北区東大成町1-657-6　!048-663-3992
販売先　同店、デパート、百貨店、スーパー

和菓子　「竜神伝説 竜眼」
昔、日光の中禅寺湖にも匹敵するほどの大きな沼で
あった見沼田んぼには、数々の竜神の伝説がありま
す。その竜神様にちなんで製造・命名されました。
6個入924円（税込）
製造元　和生菓子 豆の木
　　　　北区日進町2-810　!048-651-5233
販売先　同店

食品　「味祖南京」
厳選された南京豆と秘伝の味噌、それに蜂蜜をふんだんに
使ってあります。お茶うけにも、お酒のおつまみにも最適
です。
280g 735円（税込）
製造元　味祖南京本舗鳩屋（鳩屋販売（株））
　　　　見沼区大和田町2-1248　!048-683-5111
販売先　同店、大宮店（大宮区宮町2-119　!048-644-2828）、
　　　　高島屋大宮店、岩槻サティ
　　　　ＵＲＬ：http://www.hato-ya.co.jp/

和菓子　「見沼のかおり詰合せ」
見沼田んぼとともに育まれてきた郷土の歴史とその
面影を３つのお菓子で表現しています。
11個入（見沼のかおり４、初陣５、梅２）
1,780円（税込）
製造元　御菓子司 洋清堂
　　　　緑区中尾1528　!048-873-2703
販売先　同店

煎餅　「江戸前煎餅」　　
浦和に近い宿場の名を取り「江戸前」煎餅となりま
した。歯ごたえのある堅焼きです。
14枚入1,050円（税込）
製造元　（有）渡辺せんべい
　　　　浦和区前地2-7-17　!048-882-5208
販売先　同店

このマークのある商品は　　　浦和観光案内所　!０４８-８２４-０３３３においても取り扱っております。　

さいたま生まれ・彩の国育ち

TOMIZEN FOODS

さいたま推奨土産品
コルソ店 TEL048-831-6333

1-12-1 コルソ1Ｆ
株式会社 ンフーヅ
お問い合 0120-858-103

「Sai's」vol.15  2007  平成19年1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

　　　　　　　とは？　　　 　
「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気持ちを込めて「ポケットサイズ」の意を
合わせたものです。「さいたまの」観光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。

ジョン・レノン・ミュージアム
ミュージアムは、パートナーであったオノ・ヨーコの正式な許諾を受けた、世界で初めての
公認ミュージアムです。このミュージアムは、彼の生涯や、作品を２１世紀に正しく伝えた
いという願いから、オノ・ヨーコ秘蔵のゆかりの品約１３０点を展示した９つのゾーンならび
にミュージアム・シアターと、メッセージ空間で構成しています。また、ジョンのスピリットに
共感した余韻に浸れる場としてのミュージアム・ラウンジも設けられています。

料金　大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円
JRさいたま新都心駅徒歩3分、北与野駅徒歩7分
/TEL: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

さいず

昔の十（拾）丁石（市立博物館保管昔の十 丁石 物館 管）（ ） （ 博 ）

現在の十（拾現在の十 拾）丁石丁石
（参道交番脇（参道交番脇））

一の鳥居の一の鳥居のススタート
地点

ちよう　　いし

「大宮第二公園の梅林」
紅梅１５０本、白梅３５０本、枝垂れ梅２０本の計５２０本の梅が植えられており、毎年梅の
開花時期には「梅まつり」が開催され、たくさんの人で賑わいます。
所 在 地 さいたま市大宮区寿能町２－４０５
交　　通 ＪＲ「大宮駅」東口から徒歩３０分
　　　　　東武野田線「大宮公園駅」から徒歩１５分
駐 車 場 有り
電　　話 !０４８－６４５－９６０５（大宮公園ギャラリー）

「久伊豆神社」
久伊豆参道の脇にある境内梅林です。約５０本が植え
られており、参拝客らを楽しませています。
所 在 地 さいたま市岩槻区宮町２－６－５５
交　　通 東武野田線「岩槻駅」から徒歩１５分
駐 車 場 有り
電　　話 !０４８－７５６－０５０３（神社）

「玉蔵院の枝垂れ桜」
樹齢１００年。手入れの行き届いた庭園との相性が抜群です。
所 在 地　さいたま市浦和区仲町２－１３－２２
交　　通 ＪＲ京浜東北線「浦和駅」西口から
　　　　　徒歩５分

「円乗院の千代桜」
樹齢３００年、樹高６m。市の天然記念物に指定されて
います。
所 在 地 さいたま市中央区本町西１－１３－１０
交　　通 ＪＲ埼京線「与野本町駅」西口から徒歩
　　　　　５分

「浄源寺の枝垂れ桜」
まだ若い樹ですが、均整のとれた見事な枝ぶりです。
所 在 地 さいたま市岩槻区太田１－１０－４４
交　　通 東武野田線「岩槻駅」から徒歩１５分

「円蔵院の枝垂れ桜」
樹齢１００年、樹高１１ｍ、根廻り３.１ｍ。市の天然記念物
に指定されています。
所 在 地 さいたま市見沼区大字中川５４０
交　　通 ＪＲ「大宮駅」東口６番バス乗場から「中川
　　　　　循環」乗車「円蔵院下」下車徒歩１分

「美園いちごランド」
所 在 地  さいたま市緑区間宮大沼８０３
営業期間  直売／～６月　　摘み取り／４月～６月
営業時間  直売／９：３０～１５：００　 摘み取り／１０：００～１５：００
定 休 日  毎週月・木曜日
品　　種  章姫・紅ほっぺ
料　　金  時期により異なります。３０分食べ放題で、
　　　　　 大人１，２００円～８００円・２才～５才９００円～５００円。
そ の 他  車椅子やベビーカーでもお楽しみいただけます。
問 合 せ  !０９０－５３３７ー０３９１（美園いちごランド）
 　　　　　!０４８－６４６－３０９４（大宮区地域経済課）

「岩槻いちご出荷組合」
所 在 地 さいたま市岩槻区釣上７４３付近
営業期間 摘み取り／３月末～５月
営業時間　摘み取り／１０：００～当日採れる分が無くなるまで
定 休 日 営業期間中無休
品　　種 女峰・とちおとめ
料　　金 時期により異なります。３０分食べ放題で、
　　　　　小学生以上１，０００円～７００円・小学生未満は
　　　　　全期間４００円。
そ の 他 有料でお持ち帰りもできます。
　　　　　春休みやゴールデンウィークは大勢の来園
　　　　　が予想されますのでお早めに！
問 合 せ !０４８－７９８－４１９６（岩槻いちご出荷組合）

!０４８－６４６－３０９４（大宮区地域経済課）

※ 営業期間及び料金等は変更になる場合も有ります。
※ いちご狩りは先着順で当日採れる分がなくなり次第終了です。

機能的な立地、寛ぎの空間

PIOLAND HOTEL 〒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

さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分
　宿泊・宴会・婚礼・レストランと様 な々場面でご利用ください。 
　スタッフの笑顔のおもてなしが、 
　　　　　　　　　　素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

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

ジョン・レノン・ミュージアム企画展第３弾　ジョン・レノンの描いた理想社会と｢ハッピー・クリスマス｣

●開催期間～土)　●料金大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円

年間テーマとして行ってきた企画展の最後を飾る今
回は、１９７３年の｢ヌートピア宣言｣を中心に、アメリカ
永住権を獲得する１９７６年までの活動に焦点をあてて
いきます。ヌートピア大使館のスタンプのほか、１９７１
年に発表されたクリスマス・ソング｢ハッピー・クリスマ
ス(戦争は終った)｣の直筆作詞原稿(草稿)を特別展示
します。

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

PHOTO:     Yoko Ono Lennon ホームページ http://www.ucyugekijo.jp/

　　　

CHAGALL Marc "Daphnis et Chloe"1961年リトグラフ
うらわ美術館　蔵
　  ADAGP, Paris & SPDA, Tokyo, 2006

アメデオ・モディリアーニ「ルニア・チェホフスカの肖像」1917年
ポーラ美術館　蔵

東松山・上岡観音の絵馬市（いち）の絵馬［絵馬師：小板徳治］

PHOTO 岩上陸郎氏

大宮駅西口で一番近いホテル

TEL 048-648-8886（代）
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さいたまの観光情報 さいたまの観光情報 さいたまの観光情報 さたま観光情報

〒330-0846さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館2Ｆ
TEL 048-647-8338   FAX 048-647-0116
URL  http://www.scvb.or.jp   
E-mail  scvb@scvb.or.jp
大宮駅観光案内所  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
浦和観光案内所  TEL 048-824-0333

（2007年1月～3月） 美術館・博物館からのおすすめ情報です。

冬と早春のおすすめ情報です。ぜひお出かけください。

エリアで、ご予算で、いろいろ選べる市内の宿泊施設のご案内です。

　　宿泊施設名

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

東横インさいたま新都心

ときわ会館

パークプラザ大宮

パイオランドホテル

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

　 電話番号

048-650-1111

048-825-4711

048-827-1111

048-825-4001

048-657-1045

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

048-797-2359

048-758-0035

048-644-1515

048-829-2881

部屋数

108

103

196

140

227

15

108

122

204

16

12

115

5

10

108

65

54

62

251

117

187

18

18

12

13

8

10

10

8

19

　　　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～

カプセル3,465　ビジネス4,935

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～

S8,800～　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11,025～

団体長期2食付6,800～

S6,000　2食付6,000～

S2食付6,825～

2食付6,825～　食無5,250～　

2食付9,450～　朝食付8,400～

　　　　アクセス

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さいたま新都心駅東口徒歩2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

JR大宮駅徒歩10分

JR浦和駅西口徒歩5分

　　　　　　　　　　　セールスポイント

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。

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。

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。

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。

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

氷川神社は正式には『武蔵一氷川神 一宮氷川神社』といいますがが、
地元の人たちは親しみを込地元の 込めて『おひかわさま』と呼び
ます。ます。

北におよそ２キロ真っ直ぐに伸おひかわさまの参道は南北おひか
わさまにお参りするときにはびています。正式におひかわびてい 、
から入り、この参道の昔の尺吉敷町にある「一の鳥居」か吉敷町

度で十八丁（一丁は約１０９度で十 m）の道のりを歩きます。今で
使は、皇居を出てからこの道も皇室のお使いである勅使も皇室
幣を持ってご参向されます。を通って毎年八月一日に御通っ
いると、今自分がどの辺を歩この参道の右側をよく見てこの参
ように丁石という小さな石標いているのか、見当が付くよいてい
丁目」と書いてあります かに朱色の字で「氷川参道何丁目」と書いてあります。かに朱色の字で「氷川参道何

つては一の鳥居から一丁ごつては ごとに丁石が建てられていま
した。今ある丁石は地元のした。今 の崇敬者により復興建立され
たものです。みなさんもゆっっくりと丁石を探しながら昔
の人々の足跡をたどってみの人々 てはいかがでしょうか。
アクセスアクセ
一の鳥居：JRさいたま新都心より徒歩７分
武蔵一宮氷川神社：武蔵一 JR大宮駅東口より徒歩２０分
　　　　　　　　または東　　 東武野田線大宮公園駅より

さいたまのとっておき情報をお届けけします。さいさ たまのとっておき情報をお届けまのと おき をお届けします。ます
これこれれであなたもさいたま通！であなた さいたま通！

ホ
　
テ
　
ル

旅
　
　
館

宿泊施設 宿泊施設 ミュージアムカレンダー ミュージアムカレンダー

トピックストピックス

浦和くらしの博物館民家園小正月のまゆ玉だんごつくり

●開催期日 1/13（土） 10：00～11：30　●料金  参加費無料

小正月に神棚に飾る「まゆ玉だ
んご」を作ります。

対象：親子10組 
※事前申込が必要ですので詳
細は民家園まで。

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
!０４８-８７８-５０２５
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

さいたま市立浦和博物館「ちょっと昔のくらしの道具展」

●開催期間  ～4/15(日)　●料金  無料

小学校3年生の教材にあわせ
て、昭和の時代に使用された暮
らしの道具の変化を資料、写真
等で展示します。

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1～3月の休館日。1月1日～4日、9
日、15日、22日、29日、2月5日、13日、14日、19
日、26日、3月5日,12日～15日、19日、26日

さいたま市立博物館新収蔵品展「いろいろあるんだぁ、郷土玩具」

●開催期間  2/17（土）～3/31（日）　●料金  入館無料

当館に寄贈された郷土玩具コ
レクションの中から、切手にな
った郷土玩具をはじめ、全国各
地の土人形や張り子など約
400点を紹介します。

JR大宮駅東口徒歩15分
!０４８-６４４-２３２２
休館日：月（祝日を除く）、年末年始
1/31まで改修工事のため休館

さいたま市立漫画会館収蔵品展

●開催期間  3/10（土）～5/13（日）　●料金  入館無料

漫画会館所蔵の楽天の作品や
資料を紹介します。

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

彩の国さいたま芸術劇場彩の国シェイクスピア・シリーズ第17弾「恋の骨折り損」

●開催期間  3/16（金）～3/31（土）　●料金  Ｓ席9,000円、Ａ席7,000円、Ｂ席5,000円、学生席2,000円

「お気に召すまま」「間違いの
喜劇」に続く男性俳優のみのシ
ェイクスピア喜劇！！

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
※団体割引あり

さいたま市宇宙劇場アロマテラピーｉｎプラネタリウム ～癒しの空間でリラクゼーション～

●開催期日 2/3（土）18：00～19：00　●料金  大人1,000円、子供（小・中学生）500円＊入場券は当日の16：40

ユーカリの香りに包まれながら、満
天の星でリラックス♪ 
冬の星座紹介もあり！

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

県立歴史と民俗の博物館 関東地区博物館協会共同企画展　「祈りの風景─埼玉の絵馬─」

「ピカソ、マティス、シャガール…巨匠が彩る物語」

●開催期間 3/17（土）～5/6（日）　●料金  一般400円、高大生200円（予定）　※中学生以下・65歳以上・障害手帳をお持ちの方は無料

健康や幸福を願って社寺に奉納され
た絵馬には、馬の他に牛や大根、天神
様など様々な動植物・神仏が描かれ
ています。本展示では、埼玉県の祈願
絵馬と絵馬職人の用具、絵馬市を紹
介し、人々の祈りの風景を探ります。

東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０４８-６４５-８１７１
休館日：月（祝日の場合は開館）
※団体割引あり　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 炉端ばなし「見沼の民話」

●開催期日 1/20（土）　10：00～12：00　●料金  無料

本物の囲炉裏の火を囲んで、
見沼の民話を聞きましょう。

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

うらわ美術館

●開催期間  1/5～2/18を後期として、作品の展示替えを行います。●料金  一般500円、大高生300円、中小生150円＊団体・リピーター割引あり

収蔵作品の中から代表的な挿絵本9作
品をピックアップ。展示替えを挟みなが
ら版画による挿絵を約250点展示。

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

企画展「宇宙（そら）へ・・・展」 さいたま市青少年宇宙科学館

●開催期間  2/10日（土）～4/10（日）　●料金  入館無料

宇宙や地球を知ることによって生命
の大切さを考えます。また、さいた
ま市出身の若田光一さんなど宇宙
飛行士の活躍を通して、科学技術や
宇宙への夢をひろげます。

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

県立近代美術館企画展『巴里憧憬－エコール・ド・パリと日本の画家たち』

●開催期間  1/6(土)～2/12(月・祝)　10:00～17:30　●料金  観覧料・一般1,000円、大高生 800円

20世紀初頭、花の都パリには世界各国の画家たちが集
い、多彩な個性の輝きを放っていました。モディリアー
ニ、シャガール、キスリング、パスキンから、日本の藤田
嗣治、佐伯祐三、荻須高徳、長谷川潔、岡鹿之助、そして
埼玉県ゆかりの斎藤豊作まで、エコール・ド・パリの画家
たちの幅広い交流と活躍のようすを紹介します。

JR北浦和駅西口徒歩３分
!０４８-８２４-０１１１
休館日：月（祝日の場合は開館）、臨
時休館日：3月22日(木)、年末年始
※団体割引あり

★花便り　「梅」2月中旬～3月中旬

★花便り　「枝垂れ桜」3月下旬～4月上旬

★味覚狩り　「いちご」

おみやげおみやげ
第２回さいたま推奨土産品のご紹介、最終回です！
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9品をご紹介します。

和菓子「福々詰め合わせ」　　
福々まんじゅうは、幸福の意味を込めて名付けた店
名の「福」から、そして大島ようかんは黒糖の産地
である「奄美大島」にちなんで命名されました。
福々まんじゅう3個、大島ようかん1本入900円（税込）
製造元　御菓子司 福泉
　　　　緑区原山1-27-25　
            !048-882-2972
販売先　同店
　　　　 ＵＲＬ：http://www.colorland.co.jp/fukufuku.htm

和菓子「花さくら」
胡桃入り饅頭に、二弁の花びらに見立てた薄いお煎
餅を重ね合わせたお菓子です。日本桜の名所１００
選にも選ばれている大宮公園の桜にちなんで命名さ
れました。
10枚入1,550円（税込）
製造元　風土菓房 福呂屋
　　　　大宮区大門町2-94　!048-641-1295
販売先　同店

和菓子「岩槻菓紗里詰合わせ」
人形のまち岩槻にちなんだお菓子の詰め合わせです。
15個入（ひなの里５、雛小町５、お城最中５）
2,100円（税込）
製造元　（有）藤宮製菓
　　　　岩槻区本町1-18-11　!048-756-1569
販売先　同店

食品　「岩槻城下町名物 牛肉しぐれ煮」
無添加・無着色で、原料に脂身の少ない牛ヒレ肉を
使用しています。
1箱（70g）2,100円（税込）
製造元　（有）まつもと
　　　　岩槻区本町3-8-15　!048-757-0602
販売先 同店

食品　「鶴の子・盆栽納豆」
国産大豆と国産黒豆大豆を使用しています。鶴の子
納豆は全国納豆連合会主催の第２回納豆鑑評会品質
コンクールで１位に選ばれました。
50g×4個入（鶴の子２、盆栽２）304円（税込）
製造元　松葉納豆 鶴の子本舗
　　　　北区東大成町1-657-6　!048-663-3992
販売先　同店、デパート、百貨店、スーパー

和菓子　「竜神伝説 竜眼」
昔、日光の中禅寺湖にも匹敵するほどの大きな沼で
あった見沼田んぼには、数々の竜神の伝説がありま
す。その竜神様にちなんで製造・命名されました。
6個入924円（税込）
製造元　和生菓子 豆の木
　　　　北区日進町2-810　!048-651-5233
販売先　同店

食品　「味祖南京」
厳選された南京豆と秘伝の味噌、それに蜂蜜をふんだんに
使ってあります。お茶うけにも、お酒のおつまみにも最適
です。
280g 735円（税込）
製造元　味祖南京本舗鳩屋（鳩屋販売（株））
　　　　見沼区大和田町2-1248　!048-683-5111
販売先　同店、大宮店（大宮区宮町2-119　!048-644-2828）、
　　　　高島屋大宮店、岩槻サティ
　　　　ＵＲＬ：http://www.hato-ya.co.jp/

和菓子　「見沼のかおり詰合せ」
見沼田んぼとともに育まれてきた郷土の歴史とその
面影を３つのお菓子で表現しています。
11個入（見沼のかおり４、初陣５、梅２）
1,780円（税込）
製造元　御菓子司 洋清堂
　　　　緑区中尾1528　!048-873-2703
販売先　同店

煎餅　「江戸前煎餅」　　
浦和に近い宿場の名を取り「江戸前」煎餅となりま
した。歯ごたえのある堅焼きです。
14枚入1,050円（税込）
製造元　（有）渡辺せんべい
　　　　浦和区前地2-7-17　!048-882-5208
販売先　同店

このマークのある商品は　　　浦和観光案内所　!０４８-８２４-０３３３においても取り扱っております。　

さいたま生まれ・彩の国育ち

TOMIZEN FOODS

さいたま推奨土産品
コルソ店 TEL048-831-6333

1-12-1 コルソ1Ｆ
株式会社 ンフーヅ
お問い合 0120-858-103

「Sai's」vol.15  2007  平成19年1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

　　　　　　　とは？　　　 　
「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気持ちを込めて「ポケットサイズ」の意を
合わせたものです。「さいたまの」観光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。

ジョン・レノン・ミュージアム
ミュージアムは、パートナーであったオノ・ヨーコの正式な許諾を受けた、世界で初めての
公認ミュージアムです。このミュージアムは、彼の生涯や、作品を２１世紀に正しく伝えた
いという願いから、オノ・ヨーコ秘蔵のゆかりの品約１３０点を展示した９つのゾーンならび
にミュージアム・シアターと、メッセージ空間で構成しています。また、ジョンのスピリットに
共感した余韻に浸れる場としてのミュージアム・ラウンジも設けられています。

料金　大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円
JRさいたま新都心駅徒歩3分、北与野駅徒歩7分
/TEL: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

さいず

昔の十（拾）丁石（市立博物館保管昔の十 丁石 物館 管）（ ） （ 博 ）

現在の十（拾現在の十 拾）丁石丁石
（参道交番脇（参道交番脇））

一の鳥居の一の鳥居のススタート
地点

ちよう　　いし

「大宮第二公園の梅林」
紅梅１５０本、白梅３５０本、枝垂れ梅２０本の計５２０本の梅が植えられており、毎年梅の
開花時期には「梅まつり」が開催され、たくさんの人で賑わいます。
所 在 地 さいたま市大宮区寿能町２－４０５
交　　通 ＪＲ「大宮駅」東口から徒歩３０分
　　　　　東武野田線「大宮公園駅」から徒歩１５分
駐 車 場 有り
電　　話 !０４８－６４５－９６０５（大宮公園ギャラリー）

「久伊豆神社」
久伊豆参道の脇にある境内梅林です。約５０本が植え
られており、参拝客らを楽しませています。
所 在 地 さいたま市岩槻区宮町２－６－５５
交　　通 東武野田線「岩槻駅」から徒歩１５分
駐 車 場 有り
電　　話 !０４８－７５６－０５０３（神社）

「玉蔵院の枝垂れ桜」
樹齢１００年。手入れの行き届いた庭園との相性が抜群です。
所 在 地　さいたま市浦和区仲町２－１３－２２
交　　通 ＪＲ京浜東北線「浦和駅」西口から
　　　　　徒歩５分

「円乗院の千代桜」
樹齢３００年、樹高６m。市の天然記念物に指定されて
います。
所 在 地 さいたま市中央区本町西１－１３－１０
交　　通 ＪＲ埼京線「与野本町駅」西口から徒歩
　　　　　５分

「浄源寺の枝垂れ桜」
まだ若い樹ですが、均整のとれた見事な枝ぶりです。
所 在 地 さいたま市岩槻区太田１－１０－４４
交　　通 東武野田線「岩槻駅」から徒歩１５分

「円蔵院の枝垂れ桜」
樹齢１００年、樹高１１ｍ、根廻り３.１ｍ。市の天然記念物
に指定されています。
所 在 地 さいたま市見沼区大字中川５４０
交　　通 ＪＲ「大宮駅」東口６番バス乗場から「中川
　　　　　循環」乗車「円蔵院下」下車徒歩１分

「美園いちごランド」
所 在 地  さいたま市緑区間宮大沼８０３
営業期間  直売／～６月　　摘み取り／４月～６月
営業時間  直売／９：３０～１５：００　 摘み取り／１０：００～１５：００
定 休 日  毎週月・木曜日
品　　種  章姫・紅ほっぺ
料　　金  時期により異なります。３０分食べ放題で、
　　　　　 大人１，２００円～８００円・２才～５才９００円～５００円。
そ の 他  車椅子やベビーカーでもお楽しみいただけます。
問 合 せ  !０９０－５３３７ー０３９１（美園いちごランド）
 　　　　　!０４８－６４６－３０９４（大宮区地域経済課）

「岩槻いちご出荷組合」
所 在 地 さいたま市岩槻区釣上７４３付近
営業期間 摘み取り／３月末～５月
営業時間　摘み取り／１０：００～当日採れる分が無くなるまで
定 休 日 営業期間中無休
品　　種 女峰・とちおとめ
料　　金 時期により異なります。３０分食べ放題で、
　　　　　小学生以上１，０００円～７００円・小学生未満は
　　　　　全期間４００円。
そ の 他 有料でお持ち帰りもできます。
　　　　　春休みやゴールデンウィークは大勢の来園
　　　　　が予想されますのでお早めに！
問 合 せ !０４８－７９８－４１９６（岩槻いちご出荷組合）

!０４８－６４６－３０９４（大宮区地域経済課）

※ 営業期間及び料金等は変更になる場合も有ります。
※ いちご狩りは先着順で当日採れる分がなくなり次第終了です。

機能的な立地、寛ぎの空間

PIOLAND HOTEL 〒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

さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分
　宿泊・宴会・婚礼・レストランと様 な々場面でご利用ください。 
　スタッフの笑顔のおもてなしが、 
　　　　　　　　　　素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

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

ジョン・レノン・ミュージアム企画展第３弾　ジョン・レノンの描いた理想社会と｢ハッピー・クリスマス｣

●開催期間～土)　●料金大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円

年間テーマとして行ってきた企画展の最後を飾る今
回は、１９７３年の｢ヌートピア宣言｣を中心に、アメリカ
永住権を獲得する１９７６年までの活動に焦点をあてて
いきます。ヌートピア大使館のスタンプのほか、１９７１
年に発表されたクリスマス・ソング｢ハッピー・クリスマ
ス(戦争は終った)｣の直筆作詞原稿(草稿)を特別展示
します。

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

PHOTO:     Yoko Ono Lennon ホームページ http://www.ucyugekijo.jp/

　　　

CHAGALL Marc "Daphnis et Chloe"1961年リトグラフ
うらわ美術館　蔵
　  ADAGP, Paris & SPDA, Tokyo, 2006

アメデオ・モディリアーニ「ルニア・チェホフスカの肖像」1917年
ポーラ美術館　蔵

東松山・上岡観音の絵馬市（いち）の絵馬［絵馬師：小板徳治］

PHOTO 岩上陸郎氏

大宮駅西口で一番近いホテル

TEL 048-648-8886（代）

OMMIYA
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さいたまの観光情報さいたまの観光情報さいたまの観光情報さ たま 観光情報

〒330-0846さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館2Ｆ
TEL 048-647-8338   FAX 048-647-0116
URL  http://www.scvb.or.jp   
E-mail  scvb@scvb.or.jp
大宮駅観光案内所  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
浦和観光案内所  TEL 048-824-0333

（2007年1月～3月） 美術館・博物館からのおすすめ情報です。

冬と早春のおすすめ情報です。ぜひお出かけください。

エリアで、ご予算で、いろいろ選べる市内の宿泊施設のご案内です。

　　宿泊施設名

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

東横インさいたま新都心

ときわ会館

パークプラザ大宮

パイオランドホテル

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

　 電話番号

048-650-1111

048-825-4711

048-827-1111

048-825-4001

048-657-1045

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

048-797-2359

048-758-0035

048-644-1515

048-829-2881

部屋数

108

103

196

140

227

15

108

122

204

16

12

115

5

10

108

65

54

62

251

117

187

18

18

12

13

8

10

10

8

19

　　　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～

カプセル3,465　ビジネス4,935

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～

S8,800～　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11,025～

団体長期2食付6,800～

S6,000　2食付6,000～

S2食付6,825～

2食付6,825～　食無5,250～　

2食付9,450～　朝食付8,400～

　　　　アクセス

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さいたま新都心駅東口徒歩2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

JR大宮駅徒歩10分

JR浦和駅西口徒歩5分

　　　　　　　　　　　セールスポイント

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。

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。

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。

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。

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

氷川神社は正式には『武蔵一 氷川神一宮氷川神社』といいますがが、
地元の人たちは親しみを込 地元の込めて『おひかわさま』と呼び
ます。 ます。

北におよそ２キロ真っ直ぐに伸 おひかわさまの参道は南北 おひか
わさまにお参りするときには びています。正式におひかわ びてい、
から入り、この参道の昔の尺 吉敷町にある「一の鳥居」か 吉敷町

度で十八丁（一丁は約１０９ 度で十m）の道のりを歩きます。今で
使は、皇居を出てからこの道 も皇室のお使いである勅使 も皇室
幣を持ってご参向されます。 を通って毎年八月一日に御 通っ
いると、今自分がどの辺を歩 この参道の右側をよく見て この参
ように丁石という小さな石標 いているのか、見当が付くよ いてい
丁目」と書いてありますか に朱色の字で「氷川参道何丁目」と書いてあります。か に朱色の字で「氷川参道何

つては一の鳥居から一丁ご つてはごとに丁石が建てられていま
した。今ある丁石は地元の した。今の崇敬者により復興建立され
たものです。みなさんもゆっっくりと丁石を探しながら昔
の人々の足跡をたどってみ の人々てはいかがでしょうか。
アクセス アクセ
一の鳥居：JRさいたま新都心より徒歩７分
武蔵一宮氷川神社： 武蔵一JR大宮駅東口より徒歩２０分
　　　　　　　　または東 　　東武野田線大宮公園駅より

さいたまのとっておき情報をお届けけします。 さいさたまのとっておき情報をお届け まのとおきをお届けします。 ます
これこれれであなたもさいたま通！ であなたさいたま通！

ホ
　
テ
　
ル

旅
　
　
館

宿泊施設宿泊施設ミュージアムカレンダーミュージアムカレンダー

トピックス トピックス

浦和くらしの博物館民家園 小正月のまゆ玉だんごつくり

●開催期日 1/13（土） 10：00～11：30　●料金  参加費無料

小正月に神棚に飾る「まゆ玉だ
んご」を作ります。

対象：親子10組 
※事前申込が必要ですので詳
細は民家園まで。

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
!０４８-８７８-５０２５
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

さいたま市立浦和博物館 「ちょっと昔のくらしの道具展」

●開催期間  ～4/15(日)　●料金  無料

小学校3年生の教材にあわせ
て、昭和の時代に使用された暮
らしの道具の変化を資料、写真
等で展示します。

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1～3月の休館日。1月1日～4日、9
日、15日、22日、29日、2月5日、13日、14日、19
日、26日、3月5日,12日～15日、19日、26日

さいたま市立博物館 新収蔵品展「いろいろあるんだぁ、郷土玩具」

●開催期間  2/17（土）～3/31（日）　●料金  入館無料

当館に寄贈された郷土玩具コ
レクションの中から、切手にな
った郷土玩具をはじめ、全国各
地の土人形や張り子など約
400点を紹介します。

JR大宮駅東口徒歩15分
!０４８-６４４-２３２２
休館日：月（祝日を除く）、年末年始
1/31まで改修工事のため休館

さいたま市立漫画会館 収蔵品展

●開催期間  3/10（土）～5/13（日）　●料金  入館無料

漫画会館所蔵の楽天の作品や
資料を紹介します。

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

彩の国さいたま芸術劇場 彩の国シェイクスピア・シリーズ第17弾「恋の骨折り損」

●開催期間  3/16（金）～3/31（土）　●料金  Ｓ席9,000円、Ａ席7,000円、Ｂ席5,000円、学生席2,000円

「お気に召すまま」「間違いの
喜劇」に続く男性俳優のみのシ
ェイクスピア喜劇！！

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
※団体割引あり

さいたま市宇宙劇場 アロマテラピーｉｎプラネタリウム ～癒しの空間でリラクゼーション～

●開催期日 2/3（土）18：00～19：00　●料金  大人1,000円、子供（小・中学生）500円＊入場券は当日の16：40

ユーカリの香りに包まれながら、満
天の星でリラックス♪ 
冬の星座紹介もあり！

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

県立歴史と民俗の博物館 関東地区博物館協会共同企画展　「祈りの風景─埼玉の絵馬─」

「ピカソ、マティス、シャガール…巨匠が彩る物語」

●開催期間 3/17（土）～5/6（日）　●料金  一般400円、高大生200円（予定）　※中学生以下・65歳以上・障害手帳をお持ちの方は無料

健康や幸福を願って社寺に奉納され
た絵馬には、馬の他に牛や大根、天神
様など様々な動植物・神仏が描かれ
ています。本展示では、埼玉県の祈願
絵馬と絵馬職人の用具、絵馬市を紹
介し、人々の祈りの風景を探ります。

東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０４８-６４５-８１７１
休館日：月（祝日の場合は開館）
※団体割引あり　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 炉端ばなし「見沼の民話」

●開催期日 1/20（土）　10：00～12：00　●料金  無料

本物の囲炉裏の火を囲んで、
見沼の民話を聞きましょう。

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

うらわ美術館

●開催期間  1/5～2/18を後期として、作品の展示替えを行います。●料金  一般500円、大高生300円、中小生150円＊団体・リピーター割引あり

収蔵作品の中から代表的な挿絵本9作
品をピックアップ。展示替えを挟みなが
ら版画による挿絵を約250点展示。

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

企画展「宇宙（そら）へ・・・展」さいたま市青少年宇宙科学館

●開催期間  2/10日（土）～4/10（日）　●料金  入館無料

宇宙や地球を知ることによって生命
の大切さを考えます。また、さいた
ま市出身の若田光一さんなど宇宙
飛行士の活躍を通して、科学技術や
宇宙への夢をひろげます。

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

県立近代美術館 企画展『巴里憧憬－エコール・ド・パリと日本の画家たち』

●開催期間  1/6(土)～2/12(月・祝)　10:00～17:30　●料金  観覧料・一般1,000円、大高生 800円

20世紀初頭、花の都パリには世界各国の画家たちが集
い、多彩な個性の輝きを放っていました。モディリアー
ニ、シャガール、キスリング、パスキンから、日本の藤田
嗣治、佐伯祐三、荻須高徳、長谷川潔、岡鹿之助、そして
埼玉県ゆかりの斎藤豊作まで、エコール・ド・パリの画家
たちの幅広い交流と活躍のようすを紹介します。

JR北浦和駅西口徒歩３分
!０４８-８２４-０１１１
休館日：月（祝日の場合は開館）、臨
時休館日：3月22日(木)、年末年始
※団体割引あり

★花便り　「梅」2月中旬～3月中旬

★花便り　「枝垂れ桜」3月下旬～4月上旬

★味覚狩り　「いちご」

おみやげ おみやげ
第２回さいたま推奨土産品のご紹介、最終回です！
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9品をご紹介します。

和菓子「福々詰め合わせ」　　
福々まんじゅうは、幸福の意味を込めて名付けた店
名の「福」から、そして大島ようかんは黒糖の産地
である「奄美大島」にちなんで命名されました。
福々まんじゅう3個、大島ようかん1本入900円（税込）
製造元　御菓子司 福泉
　　　　緑区原山1-27-25　
            !048-882-2972
販売先　同店
　　　　ＵＲＬ：http://www.colorland.co.jp/fukufuku.htm

和菓子「花さくら」
胡桃入り饅頭に、二弁の花びらに見立てた薄いお煎
餅を重ね合わせたお菓子です。日本桜の名所１００
選にも選ばれている大宮公園の桜にちなんで命名さ
れました。
10枚入1,550円（税込）
製造元　風土菓房 福呂屋
　　　　大宮区大門町2-94　!048-641-1295
販売先　同店

和菓子「岩槻菓紗里詰合わせ」
人形のまち岩槻にちなんだお菓子の詰め合わせです。
15個入（ひなの里５、雛小町５、お城最中５）
2,100円（税込）
製造元　（有）藤宮製菓
　　　　岩槻区本町1-18-11　!048-756-1569
販売先　同店

食品　「岩槻城下町名物 牛肉しぐれ煮」
無添加・無着色で、原料に脂身の少ない牛ヒレ肉を
使用しています。
1箱（70g）2,100円（税込）
製造元　（有）まつもと
　　　　岩槻区本町3-8-15　!048-757-0602
販売先同店

食品　「鶴の子・盆栽納豆」
国産大豆と国産黒豆大豆を使用しています。鶴の子
納豆は全国納豆連合会主催の第２回納豆鑑評会品質
コンクールで１位に選ばれました。
50g×4個入（鶴の子２、盆栽２）304円（税込）
製造元　松葉納豆 鶴の子本舗
　　　　北区東大成町1-657-6　!048-663-3992
販売先　同店、デパート、百貨店、スーパー

和菓子　「竜神伝説 竜眼」
昔、日光の中禅寺湖にも匹敵するほどの大きな沼で
あった見沼田んぼには、数々の竜神の伝説がありま
す。その竜神様にちなんで製造・命名されました。
6個入924円（税込）
製造元　和生菓子 豆の木
　　　　北区日進町2-810　!048-651-5233
販売先　同店

食品　「味祖南京」
厳選された南京豆と秘伝の味噌、それに蜂蜜をふんだんに
使ってあります。お茶うけにも、お酒のおつまみにも最適
です。
280g 735円（税込）
製造元　味祖南京本舗鳩屋（鳩屋販売（株））
　　　　見沼区大和田町2-1248　!048-683-5111
販売先　同店、大宮店（大宮区宮町2-119　!048-644-2828）、
　　　　高島屋大宮店、岩槻サティ
　　　　ＵＲＬ：http://www.hato-ya.co.jp/

和菓子　「見沼のかおり詰合せ」
見沼田んぼとともに育まれてきた郷土の歴史とその
面影を３つのお菓子で表現しています。
11個入（見沼のかおり４、初陣５、梅２）
1,780円（税込）
製造元　御菓子司 洋清堂
　　　　緑区中尾1528　!048-873-2703
販売先　同店

煎餅　「江戸前煎餅」　　
浦和に近い宿場の名を取り「江戸前」煎餅となりま
した。歯ごたえのある堅焼きです。
14枚入1,050円（税込）
製造元　（有）渡辺せんべい
　　　　浦和区前地2-7-17　!048-882-5208
販売先　同店

このマークのある商品は　　　浦和観光案内所　!０４８-８２４-０３３３においても取り扱っております。　

さいたま生まれ・彩の国育ち

TOMIZEN FOODS

さいたま推奨土産品
コルソ店TEL048-831-6333

1-12-1コルソ1Ｆ
株式会社ンフーヅ
お問い合0120-858-103

「Sai's」vol.15  2007  平成19年1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

　　　　　　　とは？ 　　　　
「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気持ちを込めて「ポケットサイズ」の意を
合わせたものです。「さいたまの」観光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。

ジョン・レノン・ミュージアム
ミュージアムは、パートナーであったオノ・ヨーコの正式な許諾を受けた、世界で初めての
公認ミュージアムです。このミュージアムは、彼の生涯や、作品を２１世紀に正しく伝えた
いという願いから、オノ・ヨーコ秘蔵のゆかりの品約１３０点を展示した９つのゾーンならび
にミュージアム・シアターと、メッセージ空間で構成しています。また、ジョンのスピリットに
共感した余韻に浸れる場としてのミュージアム・ラウンジも設けられています。

料金　大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円
JRさいたま新都心駅徒歩3分、北与野駅徒歩7分
/TEL: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

さいず

昔の十（拾）丁石（市立博物館保管 昔の十丁石物館管） （）（博）

現在の十（拾 現在の十拾）丁石丁石
（参道交番脇 （参道交番脇））

一の鳥居の 一の鳥居のススタート
地点

ちよう　　いし

「大宮第二公園の梅林」
紅梅１５０本、白梅３５０本、枝垂れ梅２０本の計５２０本の梅が植えられており、毎年梅の
開花時期には「梅まつり」が開催され、たくさんの人で賑わいます。
所在地 さいたま市大宮区寿能町２－４０５
交　　通 ＪＲ「大宮駅」東口から徒歩３０分
　　　　　東武野田線「大宮公園駅」から徒歩１５分
駐車場 有り
電　　話 !０４８－６４５－９６０５（大宮公園ギャラリー）

「久伊豆神社」
久伊豆参道の脇にある境内梅林です。約５０本が植え
られており、参拝客らを楽しませています。
所在地 さいたま市岩槻区宮町２－６－５５
交　　通 東武野田線「岩槻駅」から徒歩１５分
駐車場 有り
電　　話 !０４８－７５６－０５０３（神社）

「玉蔵院の枝垂れ桜」
樹齢１００年。手入れの行き届いた庭園との相性が抜群です。
所在地　さいたま市浦和区仲町２－１３－２２
交　　通 ＪＲ京浜東北線「浦和駅」西口から
　　　　　徒歩５分

「円乗院の千代桜」
樹齢３００年、樹高６m。市の天然記念物に指定されて
います。
所在地 さいたま市中央区本町西１－１３－１０
交　　通 ＪＲ埼京線「与野本町駅」西口から徒歩
　　　　　５分

「浄源寺の枝垂れ桜」
まだ若い樹ですが、均整のとれた見事な枝ぶりです。
所在地 さいたま市岩槻区太田１－１０－４４
交　　通 東武野田線「岩槻駅」から徒歩１５分

「円蔵院の枝垂れ桜」
樹齢１００年、樹高１１ｍ、根廻り３.１ｍ。市の天然記念物
に指定されています。
所在地 さいたま市見沼区大字中川５４０
交　　通 ＪＲ「大宮駅」東口６番バス乗場から「中川
　　　　　循環」乗車「円蔵院下」下車徒歩１分

「美園いちごランド」
所在地  さいたま市緑区間宮大沼８０３
営業期間  直売／～６月　　摘み取り／４月～６月
営業時間  直売／９：３０～１５：００　 摘み取り／１０：００～１５：００
定休日  毎週月・木曜日
品　　種  章姫・紅ほっぺ
料　　金  時期により異なります。３０分食べ放題で、
　　　　　 大人１，２００円～８００円・２才～５才９００円～５００円。
その他  車椅子やベビーカーでもお楽しみいただけます。
問合せ  !０９０－５３３７ー０３９１（美園いちごランド）
 　　　　　!０４８－６４６－３０９４（大宮区地域経済課）

「岩槻いちご出荷組合」
所在地 さいたま市岩槻区釣上７４３付近
営業期間 摘み取り／３月末～５月
営業時間　摘み取り／１０：００～当日採れる分が無くなるまで
定休日 営業期間中無休
品　　種 女峰・とちおとめ
料　　金 時期により異なります。３０分食べ放題で、
　　　　　小学生以上１，０００円～７００円・小学生未満は
　　　　　全期間４００円。
その他 有料でお持ち帰りもできます。
　　　　　春休みやゴールデンウィークは大勢の来園
　　　　　が予想されますのでお早めに！
問合せ !０４８－７９８－４１９６（岩槻いちご出荷組合）

!０４８－６４６－３０９４（大宮区地域経済課）

※ 営業期間及び料金等は変更になる場合も有ります。
※ いちご狩りは先着順で当日採れる分がなくなり次第終了です。

機能的な立地、寛ぎの空間

PIOLAND HOTEL
〒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

さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分
　宿泊・宴会・婚礼・レストランと様な々場面でご利用ください。 
　スタッフの笑顔のおもてなしが、 
　　　　　　　　　　素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

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

ジョン・レノン・ミュージアム 企画展第３弾　ジョン・レノンの描いた理想社会と｢ハッピー・クリスマス｣

●開催期間 ～ 土)　●料金 大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円

年間テーマとして行ってきた企画展の最後を飾る今
回は、１９７３年の｢ヌートピア宣言｣を中心に、アメリカ
永住権を獲得する１９７６年までの活動に焦点をあてて
いきます。ヌートピア大使館のスタンプのほか、１９７１
年に発表されたクリスマス・ソング｢ハッピー・クリスマ
ス(戦争は終った)｣の直筆作詞原稿(草稿)を特別展示
します。

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

PHOTO:     Yoko Ono Lennonホームページ http://www.ucyugekijo.jp/

　 　　

CHAGALL Marc "Daphnis et Chloe"1961年リトグラフ
うらわ美術館　蔵
　  ADAGP, Paris & SPDA, Tokyo, 2006

アメデオ・モディリアーニ「ルニア・チェホフスカの肖像」1917年
ポーラ美術館　蔵

東松山・上岡観音の絵馬市（いち）の絵馬［絵馬師：小板徳治］

PHOTO 岩上陸郎氏

大宮駅西口で一番近いホテル

TEL 048-648-8886（代）
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さいたまの観光情報さいたまの観光情報さいたまの観光情報さ たま 観光情報

〒330-0846さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館2Ｆ
TEL 048-647-8338   FAX 048-647-0116
URL  http://www.scvb.or.jp   
E-mail  scvb@scvb.or.jp
大宮駅観光案内所  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
浦和観光案内所  TEL 048-824-0333

（2007年1月～3月） 美術館・博物館からのおすすめ情報です。

冬と早春のおすすめ情報です。ぜひお出かけください。

エリアで、ご予算で、いろいろ選べる市内の宿泊施設のご案内です。

　　宿泊施設名

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

東横インさいたま新都心

ときわ会館

パークプラザ大宮

パイオランドホテル

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

　 電話番号

048-650-1111

048-825-4711

048-827-1111

048-825-4001

048-657-1045

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

048-797-2359

048-758-0035

048-644-1515

048-829-2881

部屋数

108

103

196

140

227

15

108

122

204

16

12

115

5

10

108

65

54

62

251

117

187

18

18

12

13

8

10

10

8

19

　　　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～

カプセル3,465　ビジネス4,935

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～

S8,800～　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11,025～

団体長期2食付6,800～

S6,000　2食付6,000～

S2食付6,825～

2食付6,825～　食無5,250～　

2食付9,450～　朝食付8,400～

　　　　アクセス

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さいたま新都心駅東口徒歩2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

JR大宮駅徒歩10分

JR浦和駅西口徒歩5分

　　　　　　　　　　　セールスポイント

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。

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。

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。

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。

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

氷川神社は正式には『武蔵一 氷川神一宮氷川神社』といいますがが、
地元の人たちは親しみを込 地元の込めて『おひかわさま』と呼び
ます。 ます。

北におよそ２キロ真っ直ぐに伸 おひかわさまの参道は南北 おひか
わさまにお参りするときには びています。正式におひかわ びてい、
から入り、この参道の昔の尺 吉敷町にある「一の鳥居」か 吉敷町

度で十八丁（一丁は約１０９ 度で十m）の道のりを歩きます。今で
使は、皇居を出てからこの道 も皇室のお使いである勅使 も皇室
幣を持ってご参向されます。 を通って毎年八月一日に御 通っ
いると、今自分がどの辺を歩 この参道の右側をよく見て この参
ように丁石という小さな石標 いているのか、見当が付くよ いてい
丁目」と書いてありますか に朱色の字で「氷川参道何丁目」と書いてあります。か に朱色の字で「氷川参道何

つては一の鳥居から一丁ご つてはごとに丁石が建てられていま
した。今ある丁石は地元の した。今の崇敬者により復興建立され
たものです。みなさんもゆっっくりと丁石を探しながら昔
の人々の足跡をたどってみ の人々てはいかがでしょうか。
アクセス アクセ
一の鳥居：JRさいたま新都心より徒歩７分
武蔵一宮氷川神社： 武蔵一JR大宮駅東口より徒歩２０分
　　　　　　　　または東 　　東武野田線大宮公園駅より

さいたまのとっておき情報をお届けけします。 さいさたまのとっておき情報をお届け まのとおきをお届けします。 ます
これこれれであなたもさいたま通！ であなたさいたま通！

ホ
　
テ
　
ル

旅
　
　
館

宿泊施設宿泊施設ミュージアムカレンダーミュージアムカレンダー

トピックス トピックス

浦和くらしの博物館民家園 小正月のまゆ玉だんごつくり

●開催期日 1/13（土） 10：00～11：30　●料金  参加費無料

小正月に神棚に飾る「まゆ玉だ
んご」を作ります。

対象：親子10組 
※事前申込が必要ですので詳
細は民家園まで。

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
!０４８-８７８-５０２５
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

さいたま市立浦和博物館 「ちょっと昔のくらしの道具展」

●開催期間  ～4/15(日)　●料金  無料

小学校3年生の教材にあわせ
て、昭和の時代に使用された暮
らしの道具の変化を資料、写真
等で展示します。

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1～3月の休館日。1月1日～4日、9
日、15日、22日、29日、2月5日、13日、14日、19
日、26日、3月5日,12日～15日、19日、26日

さいたま市立博物館 新収蔵品展「いろいろあるんだぁ、郷土玩具」

●開催期間  2/17（土）～3/31（日）　●料金  入館無料

当館に寄贈された郷土玩具コ
レクションの中から、切手にな
った郷土玩具をはじめ、全国各
地の土人形や張り子など約
400点を紹介します。

JR大宮駅東口徒歩15分
!０４８-６４４-２３２２
休館日：月（祝日を除く）、年末年始
1/31まで改修工事のため休館

さいたま市立漫画会館 収蔵品展

●開催期間  3/10（土）～5/13（日）　●料金  入館無料

漫画会館所蔵の楽天の作品や
資料を紹介します。

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

彩の国さいたま芸術劇場 彩の国シェイクスピア・シリーズ第17弾「恋の骨折り損」

●開催期間  3/16（金）～3/31（土）　●料金  Ｓ席9,000円、Ａ席7,000円、Ｂ席5,000円、学生席2,000円

「お気に召すまま」「間違いの
喜劇」に続く男性俳優のみのシ
ェイクスピア喜劇！！

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
※団体割引あり

さいたま市宇宙劇場 アロマテラピーｉｎプラネタリウム ～癒しの空間でリラクゼーション～

●開催期日 2/3（土）18：00～19：00　●料金  大人1,000円、子供（小・中学生）500円＊入場券は当日の16：40

ユーカリの香りに包まれながら、満
天の星でリラックス♪ 
冬の星座紹介もあり！

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

県立歴史と民俗の博物館 関東地区博物館協会共同企画展　「祈りの風景─埼玉の絵馬─」

「ピカソ、マティス、シャガール…巨匠が彩る物語」

●開催期間 3/17（土）～5/6（日）　●料金  一般400円、高大生200円（予定）　※中学生以下・65歳以上・障害手帳をお持ちの方は無料

健康や幸福を願って社寺に奉納され
た絵馬には、馬の他に牛や大根、天神
様など様々な動植物・神仏が描かれ
ています。本展示では、埼玉県の祈願
絵馬と絵馬職人の用具、絵馬市を紹
介し、人々の祈りの風景を探ります。

東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０４８-６４５-８１７１
休館日：月（祝日の場合は開館）
※団体割引あり　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 炉端ばなし「見沼の民話」

●開催期日 1/20（土）　10：00～12：00　●料金  無料

本物の囲炉裏の火を囲んで、
見沼の民話を聞きましょう。

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

うらわ美術館

●開催期間  1/5～2/18を後期として、作品の展示替えを行います。●料金  一般500円、大高生300円、中小生150円＊団体・リピーター割引あり

収蔵作品の中から代表的な挿絵本9作
品をピックアップ。展示替えを挟みなが
ら版画による挿絵を約250点展示。

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

企画展「宇宙（そら）へ・・・展」さいたま市青少年宇宙科学館

●開催期間  2/10日（土）～4/10（日）　●料金  入館無料

宇宙や地球を知ることによって生命
の大切さを考えます。また、さいた
ま市出身の若田光一さんなど宇宙
飛行士の活躍を通して、科学技術や
宇宙への夢をひろげます。

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

県立近代美術館 企画展『巴里憧憬－エコール・ド・パリと日本の画家たち』

●開催期間  1/6(土)～2/12(月・祝)　10:00～17:30　●料金  観覧料・一般1,000円、大高生 800円

20世紀初頭、花の都パリには世界各国の画家たちが集
い、多彩な個性の輝きを放っていました。モディリアー
ニ、シャガール、キスリング、パスキンから、日本の藤田
嗣治、佐伯祐三、荻須高徳、長谷川潔、岡鹿之助、そして
埼玉県ゆかりの斎藤豊作まで、エコール・ド・パリの画家
たちの幅広い交流と活躍のようすを紹介します。

JR北浦和駅西口徒歩３分
!０４８-８２４-０１１１
休館日：月（祝日の場合は開館）、臨
時休館日：3月22日(木)、年末年始
※団体割引あり

★花便り　「梅」2月中旬～3月中旬

★花便り　「枝垂れ桜」3月下旬～4月上旬

★味覚狩り　「いちご」

おみやげ おみやげ
第２回さいたま推奨土産品のご紹介、最終回です！
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9品をご紹介します。

和菓子「福々詰め合わせ」　　
福々まんじゅうは、幸福の意味を込めて名付けた店
名の「福」から、そして大島ようかんは黒糖の産地
である「奄美大島」にちなんで命名されました。
福々まんじゅう3個、大島ようかん1本入900円（税込）
製造元　御菓子司 福泉
　　　　緑区原山1-27-25　
            !048-882-2972
販売先　同店
　　　　ＵＲＬ：http://www.colorland.co.jp/fukufuku.htm

和菓子「花さくら」
胡桃入り饅頭に、二弁の花びらに見立てた薄いお煎
餅を重ね合わせたお菓子です。日本桜の名所１００
選にも選ばれている大宮公園の桜にちなんで命名さ
れました。
10枚入1,550円（税込）
製造元　風土菓房 福呂屋
　　　　大宮区大門町2-94　!048-641-1295
販売先　同店

和菓子「岩槻菓紗里詰合わせ」
人形のまち岩槻にちなんだお菓子の詰め合わせです。
15個入（ひなの里５、雛小町５、お城最中５）
2,100円（税込）
製造元　（有）藤宮製菓
　　　　岩槻区本町1-18-11　!048-756-1569
販売先　同店

食品　「岩槻城下町名物 牛肉しぐれ煮」
無添加・無着色で、原料に脂身の少ない牛ヒレ肉を
使用しています。
1箱（70g）2,100円（税込）
製造元　（有）まつもと
　　　　岩槻区本町3-8-15　!048-757-0602
販売先同店

食品　「鶴の子・盆栽納豆」
国産大豆と国産黒豆大豆を使用しています。鶴の子
納豆は全国納豆連合会主催の第２回納豆鑑評会品質
コンクールで１位に選ばれました。
50g×4個入（鶴の子２、盆栽２）304円（税込）
製造元　松葉納豆 鶴の子本舗
　　　　北区東大成町1-657-6　!048-663-3992
販売先　同店、デパート、百貨店、スーパー

和菓子　「竜神伝説 竜眼」
昔、日光の中禅寺湖にも匹敵するほどの大きな沼で
あった見沼田んぼには、数々の竜神の伝説がありま
す。その竜神様にちなんで製造・命名されました。
6個入924円（税込）
製造元　和生菓子 豆の木
　　　　北区日進町2-810　!048-651-5233
販売先　同店

食品　「味祖南京」
厳選された南京豆と秘伝の味噌、それに蜂蜜をふんだんに
使ってあります。お茶うけにも、お酒のおつまみにも最適
です。
280g 735円（税込）
製造元　味祖南京本舗鳩屋（鳩屋販売（株））
　　　　見沼区大和田町2-1248　!048-683-5111
販売先　同店、大宮店（大宮区宮町2-119　!048-644-2828）、
　　　　高島屋大宮店、岩槻サティ
　　　　ＵＲＬ：http://www.hato-ya.co.jp/

和菓子　「見沼のかおり詰合せ」
見沼田んぼとともに育まれてきた郷土の歴史とその
面影を３つのお菓子で表現しています。
11個入（見沼のかおり４、初陣５、梅２）
1,780円（税込）
製造元　御菓子司 洋清堂
　　　　緑区中尾1528　!048-873-2703
販売先　同店

煎餅　「江戸前煎餅」　　
浦和に近い宿場の名を取り「江戸前」煎餅となりま
した。歯ごたえのある堅焼きです。
14枚入1,050円（税込）
製造元　（有）渡辺せんべい
　　　　浦和区前地2-7-17　!048-882-5208
販売先　同店

このマークのある商品は　　　浦和観光案内所　!０４８-８２４-０３３３においても取り扱っております。　

さいたま生まれ・彩の国育ち

TOMIZEN FOODS

さいたま推奨土産品
コルソ店TEL048-831-6333

1-12-1コルソ1Ｆ
株式会社ンフーヅ
お問い合0120-858-103

「Sai's」vol.15  2007  平成19年1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

　　　　　　　とは？ 　　　　
「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気持ちを込めて「ポケットサイズ」の意を
合わせたものです。「さいたまの」観光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。

ジョン・レノン・ミュージアム
ミュージアムは、パートナーであったオノ・ヨーコの正式な許諾を受けた、世界で初めての
公認ミュージアムです。このミュージアムは、彼の生涯や、作品を２１世紀に正しく伝えた
いという願いから、オノ・ヨーコ秘蔵のゆかりの品約１３０点を展示した９つのゾーンならび
にミュージアム・シアターと、メッセージ空間で構成しています。また、ジョンのスピリットに
共感した余韻に浸れる場としてのミュージアム・ラウンジも設けられています。

料金　大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円
JRさいたま新都心駅徒歩3分、北与野駅徒歩7分
/TEL: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

さいず

昔の十（拾）丁石（市立博物館保管 昔の十丁石物館管） （）（博）

現在の十（拾 現在の十拾）丁石丁石
（参道交番脇 （参道交番脇））

一の鳥居の 一の鳥居のススタート
地点

ちよう　　いし

「大宮第二公園の梅林」
紅梅１５０本、白梅３５０本、枝垂れ梅２０本の計５２０本の梅が植えられており、毎年梅の
開花時期には「梅まつり」が開催され、たくさんの人で賑わいます。
所在地 さいたま市大宮区寿能町２－４０５
交　　通 ＪＲ「大宮駅」東口から徒歩３０分
　　　　　東武野田線「大宮公園駅」から徒歩１５分
駐車場 有り
電　　話 !０４８－６４５－９６０５（大宮公園ギャラリー）

「久伊豆神社」
久伊豆参道の脇にある境内梅林です。約５０本が植え
られており、参拝客らを楽しませています。
所在地 さいたま市岩槻区宮町２－６－５５
交　　通 東武野田線「岩槻駅」から徒歩１５分
駐車場 有り
電　　話 !０４８－７５６－０５０３（神社）

「玉蔵院の枝垂れ桜」
樹齢１００年。手入れの行き届いた庭園との相性が抜群です。
所在地　さいたま市浦和区仲町２－１３－２２
交　　通 ＪＲ京浜東北線「浦和駅」西口から
　　　　　徒歩５分

「円乗院の千代桜」
樹齢３００年、樹高６m。市の天然記念物に指定されて
います。
所在地 さいたま市中央区本町西１－１３－１０
交　　通 ＪＲ埼京線「与野本町駅」西口から徒歩
　　　　　５分

「浄源寺の枝垂れ桜」
まだ若い樹ですが、均整のとれた見事な枝ぶりです。
所在地 さいたま市岩槻区太田１－１０－４４
交　　通 東武野田線「岩槻駅」から徒歩１５分

「円蔵院の枝垂れ桜」
樹齢１００年、樹高１１ｍ、根廻り３.１ｍ。市の天然記念物
に指定されています。
所在地 さいたま市見沼区大字中川５４０
交　　通 ＪＲ「大宮駅」東口６番バス乗場から「中川
　　　　　循環」乗車「円蔵院下」下車徒歩１分

「美園いちごランド」
所在地  さいたま市緑区間宮大沼８０３
営業期間  直売／～６月　　摘み取り／４月～６月
営業時間  直売／９：３０～１５：００　 摘み取り／１０：００～１５：００
定休日  毎週月・木曜日
品　　種  章姫・紅ほっぺ
料　　金  時期により異なります。３０分食べ放題で、
　　　　　 大人１，２００円～８００円・２才～５才９００円～５００円。
その他  車椅子やベビーカーでもお楽しみいただけます。
問合せ  !０９０－５３３７ー０３９１（美園いちごランド）
 　　　　　!０４８－６４６－３０９４（大宮区地域経済課）

「岩槻いちご出荷組合」
所在地 さいたま市岩槻区釣上７４３付近
営業期間 摘み取り／３月末～５月
営業時間　摘み取り／１０：００～当日採れる分が無くなるまで
定休日 営業期間中無休
品　　種 女峰・とちおとめ
料　　金 時期により異なります。３０分食べ放題で、
　　　　　小学生以上１，０００円～７００円・小学生未満は
　　　　　全期間４００円。
その他 有料でお持ち帰りもできます。
　　　　　春休みやゴールデンウィークは大勢の来園
　　　　　が予想されますのでお早めに！
問合せ !０４８－７９８－４１９６（岩槻いちご出荷組合）

!０４８－６４６－３０９４（大宮区地域経済課）

※ 営業期間及び料金等は変更になる場合も有ります。
※ いちご狩りは先着順で当日採れる分がなくなり次第終了です。

機能的な立地、寛ぎの空間

PIOLAND HOTEL
〒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

さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分
　宿泊・宴会・婚礼・レストランと様な々場面でご利用ください。 
　スタッフの笑顔のおもてなしが、 
　　　　　　　　　　素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

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

ジョン・レノン・ミュージアム 企画展第３弾　ジョン・レノンの描いた理想社会と｢ハッピー・クリスマス｣

●開催期間 ～ 土)　●料金 大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円

年間テーマとして行ってきた企画展の最後を飾る今
回は、１９７３年の｢ヌートピア宣言｣を中心に、アメリカ
永住権を獲得する１９７６年までの活動に焦点をあてて
いきます。ヌートピア大使館のスタンプのほか、１９７１
年に発表されたクリスマス・ソング｢ハッピー・クリスマ
ス(戦争は終った)｣の直筆作詞原稿(草稿)を特別展示
します。

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

PHOTO:     Yoko Ono Lennonホームページ http://www.ucyugekijo.jp/

　 　　

CHAGALL Marc "Daphnis et Chloe"1961年リトグラフ
うらわ美術館　蔵
　  ADAGP, Paris & SPDA, Tokyo, 2006

アメデオ・モディリアーニ「ルニア・チェホフスカの肖像」1917年
ポーラ美術館　蔵

東松山・上岡観音の絵馬市（いち）の絵馬［絵馬師：小板徳治］

PHOTO 岩上陸郎氏

大宮駅西口で一番近いホテル

TEL 048-648-8886（代）

OMMIYA



広告募集のお知らせ

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

埼 玉 教 育 会 館
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-12-24
TEL 048－832－2551
FAX 048－832－2401

会議室のご用命は（最大180名～最小10名）

リサイクル運動市民の会

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! 

〒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！→

開催/企画/運営フリーマーケット ひ
な
人
形

五
月
人
形

ひな人形
大ご奉仕会

お宮参り衣装
　　　　無料貸し出し

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

0120-889-100

http://www.114154.com

ハ　ヤ　ク　　ヒャクテン

イイヨイ コーヨ

【受付】月～金曜　9:00～17:00（祝休日を除く）　
※フリーダイヤルは最寄りの事務局につながります。

詳しくは

学研教室の詳細や説明会情報は、ホームページでもご覧いただけます。
【学研教室】北関東支局

全国13,000教室　36万会員

〒３３０-０８０２  埼玉県さいたま市大宮区宮町3-1
明治安田生命大宮ビル4Ｆ

学研教室
女性の先生募集中

JR大宮駅東口徒歩3分

http://www.parkplazahotel .net/

さいたまのさまざまな観光情報をお届けしている『さいたまのさまざまな観さ Sai's』に

を掲載されませんか？本誌は幅広い層の方にご愛読いただ広告を掲

いております。詳しくは広報宣伝事業担当までご連絡ください。い

　　　広報宣伝事業担当☎０４８－６４７－８３３８

（2007年1月～3月）・・上記以外のおすすめイベント情報です。
主な内容

展示されている150余点の標本は全て本物。特殊技術により、

「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。

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。

午前１１時３０分から、一般応募者が七福神に仮装して

各寺社をまわりながら宝銭を授けます。

子供から高齢者まで手軽に楽しめるファミリーバドミ

ントンが実施されます。

全国の古民具・骨董・アンティークの店が大集合します。

小雨決行です。

洋らん鉢物、ディスプレーの展示、洋らん鉢物・資材等の即売、洋

らんに関する園芸相談、洋らんに関する園芸講座が行われます。

バラのまち中央区アートフェスタ最終ステージは、区民の皆さ

んが中心のコンサート。ゲストは3Tomokkin（スリートモッキン）。

政府郵政民営化委員長としても活躍中の経済評論家、

田中直毅さんの講演会などが行われます。

表彰式、講演会（アグネスチャン日本ユニセフ協

会大使）が行われます。

開催場所

さいたまスーパーアリーナ1F

展示ホール

日進神社（北区）

与野本町通り周辺

記念総合体育館サブアリーナ

調公園

園芸植物園花き展示温室外

彩の国さいたま芸術劇場　

音楽ホール

埼玉会館小ホール

さいたま市文化センター

お問い合わせ先

人体の不思議展会場事務局☎048-600-2777（開催期間中）

人体の不思議展実行委員会事務局☎03-5805-1086

文化財保護課☎048-829-1723

与野七福神奉賛会事務取扱い：奥野様宅

☎048-852-6212

桜区コミュニティ課☎048-856-6130

事務局（拓也コレクション）

☎048-875-5156

農業者トレーニングセンター

☎048-878-2026

中央区コミュニティ課

☎048-840-6020

埼玉県文化振興課　

☎048-830-2887　

埼玉県総合政策部国際課

☎048-830-2707

開催日

　　～2/4　　　

（会期中無休）

1/1

1/3

1/14

1/27　2/24　3/24

2/2～4

2/4

2/5

2/9

イベント名称

人体の不思議展

日進餅つき踊り　　　　　　　　

〔市指定無形民俗文化財〕

与野七福神行列

桜区区民スポーツ大会

浦和宿ふるさと市

さいたま市洋らん展

バラのまち中央区アートフェスタ

3rd STAGE  区民コンサート

田中直毅講演会及び渋沢栄一に

ちなんだ賞の表彰式

彩の国国際貢献賞表彰式

国際協力講演会

主な内容

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。

茶会、呈茶コーナー（有料）、体験コーナー、ギャラリー

内展示など楽しい催し物が開催されます。

アジア１０カ国の第一線で活躍する１０名の漫画家の「ア

ジアの若者文化」をテーマに描いた作品が展示されます。

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・民踊などをステージで披露。

盆栽の親しみ方を講義と実技の両方で体験しま

す（有料）。

春の大祭で、３頭の獅子が優美に舞います。また、

大獅子が弓を飛び越す場面は見所のひとつです。

コンサート、サクラソウ講演会、公民館サークル作

品展示、模擬店など。

椿切花、ディスプレーの展示、椿に関する園芸相談、

椿苗木有料頒布が行われます。

まちづくり活動展示、子ども職場体験、かるた大

会など。

農産物･区内商店会など出店による販売、各種音楽シ

ョー・キャラクターショーなどが予定されています。

開催場所

割烹千代田

大宮第二公園

大宮図書館展示室

宮原コミュニティセンター

市民の森　見沼グリーンセンター

田島氷川社（桜区）

プラザウエスト及び正面広場

園芸植物園花き展示温室

南区役所内

常盤公園、市場通り　他

お問い合わせ先

端唄青柳流本部

☎048-861-0442

大宮公園事務所☎048-641-6391

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)文化振興課  ☎048-829-1226

同実行委員会事務局(北区コミュニティ課内)

☎048-669-6021

（社）さいたま観光コンベンションビューロー

☎048-647-8339

文化財保護課

☎048-829-1723 

桜区コミュニティ課　　　　

☎048-856-6130

農業者トレーニングセンター

☎048-878-2026

南区ふるさとふれあいフェア実行委員会　

☎048-844-7130 （南区コミュニティ課内）

中山道浦和宿二七の市実行委員会担当:石川様

☎090-3437-6802

開催日

2/12

2/16～3/4

2/20～3/3

（月曜休館）

2/24・25

3/4

3/11（予定）

3/17

3/17・18

3/18

3/24

イベント名称

第31回新春江戸の粋“端唄”お座敷唄

と踊りを楽しむ集い

第２３回梅まつり

アジア漫画展 

～アジアの若者文化～

北区文化まつり

2007大宮Bonsai大学

田島の獅子舞　　　　　　　　　　

〔市指定無形民俗文化財〕

桜区コミュニティまつり

さいたま市椿展

第３回南区まちづくりフォーラム

第4回区民のつどい　　　　　　　　

中山道浦和宿二七(にしち)の市

けやきひろばのけやき１５０本及び駅西側通路の木々
がオレンジ、イエロー、グリーン＆ホワイトを織り
交ぜた色鮮やかな約１０万球の電飾で飾られています。
「天使のまばたき」という神話に基づき、プラザ２
にはシンボルとなる太陽のオブジェが輝き、ある時
刻になると、ここからサプライズが起こります！太
陽が輝きを増し、太陽の周りに天使が羽ばたき始め、
けやきひろばには１５の天使が姿を現します。そして、
天使たちがウインクを始めるのですが、この「エン
ジェル・ウインク」を見たものには永遠の幸福が・・・。
この冬あなたにもサプライズが起こるかもしれません。
ぜひ訪れてみてください。

イベントカレンダーイベントカレンダー

お知ら
せ

お知ら
せ

「さいたま新都心けやきひろばイルミネーション」

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

―ANGEL　WINK―

2000年以上の歴史を持つといわれ、大いなる宮居として大宮の地名の由来にも
なった日本でも指折りの古社です。毎年、初詣には多くの人が参拝に訪れます
が、昨年は約187万人の人出でにぎわいました。お正月にちなみ、干支の土鈴
・絵馬・一刀彫り、破魔矢や十二支のお守りなどが並びます。

〈御祭神〉
須佐之男命（すさのおのみこと）
稲田姫命（いなだひめのみこと）
大己貴命（おおなむちのみこと）

　点灯期間：平成19年2月14日（水）まで
　点灯時間：17：00～24：00
　開催場所：さいたま新都心けやきひろば
　アクセス：JRさいたま新都心駅西口から徒歩すぐ
　　　　　　JR北与野駅北口より徒歩7分

アクセス　JR浦和駅西口から徒歩7分
TEL 048-822-2254（9:00～16:00）

所在地　浦和区岸町３

調神社

武蔵一宮氷川神社

久伊豆神社

1/1　＜御神事＞元旦祭（がんたんさい）
　　  神楽　１０：００～１６：００
1/2　琴　　１０：００～１５：００
1/3　和太鼓１１：００～

※駐車場はございません。
公共の交通機関をご利用ください。

※駐車場は大宮公園サッカー場駐車場及び大宮第２公園駐車場が開放されますが、
　大変混雑が予想されますのでなるべく公共の交通機関をご利用ください。

1/1＜御神事＞歳旦祭（さいたんさい）８：００～

所在地　岩槻区宮町2-6-55
アクセス　東武野田線岩槻駅から徒歩15分

TEL 048-756-0503

所在地　大宮区高鼻町1-407
アクセス　JR大宮駅東口から徒歩20分
または東武野田線大宮公園駅から徒歩15分

TEL 048-641-0137

御神酒のふるまいも予定されています。

新春のお慶びを申し上げます　初詣特集２００７
さいたまにも由緒ある神社が数多くあります。新年のお参りをして新しい年を気持ちよく
迎えたいですよね。代表的な神社をご紹介します。素敵な年のスタートにしてください。

1/1＜御神事＞歳旦祭（さいたんさい）７：００～
　　午前中に鳶職組合さんによる梯子乗りも見ることが出来ます。
1/2＜御神事＞日供始祭（にっくはじめさい）８：３０～
1/3＜御神事＞元始祭（げんしさい）８：３０～ 今年の干支は猪。

可愛らしいイノシシの土鈴です。

境内のあちこちで可愛らしい兎さんを
見つけることが出来ます。

人形のまち岩槻　まちかど雛めぐり

久伊豆神社：奉納雛市宿川島家：御殿飾りのおひな様

丹過長谷川家：昔のおひなさま展 東玉人形の博物館：人形作家・職人「匠の技」展

鮒又のひなの御膳
1,000円

大手門のひいなランチ
1,000円

つるし飾り製作風景

木目込み人形製作風景

武蔵一宮氷川神社

鬼は～外！福は～内！節分祭に出かけよう

節分といえば豆撒きですが、今年は神社の節分祭に出かけて
豆撒きの行事に参加してみては？ 
ご自宅も神社の福豆で豆撒きすれば、
福もたくさん舞い込んで来そうです
よね。

2/3　10：00　節分祭（鳴弦の儀）
　　  13：00　撒豆の儀（如月講社）
　　  14：00　撒豆の儀（一般）
　　  15：00　撒豆の儀（氏子青年会）
　　  16：00　撒豆の儀（一般）
■特別年男　陸奥部屋一門　力士
　　　　　　落語家　柳家小袁治　ほか

年男（裃着用にて撒豆、直会付き）または節分祈祷の申し込みは、
1月30日までに御町内の総代または氷川神社社務所まで。
（TEL:048-641-0137）※福豆・福升が授与されます。

ご家庭用の福豆は1月15日より社頭にてお頒ちしています。
2月3日当日のみ福引きがついています！

調神社

2/3　17：00　撒豆

ご家庭用の福豆は2月1日より社頭にてお頒ちしています。

久伊豆神社

16：00～3回

2/3　撒豆
年男の申し込みは元日より受け付けています。
２月３日当日は、仮設桟敷にて入間川部屋力士
一行様による豆撒きが行われます。
おひねりやお菓子、福豆が撒かれます。
※ご家庭用の福豆は小袋に入って撒かれます。

〈御祭神〉
天照大御神（あまてらすおおみかみ）
豊宇気毘賣（とようけひめのみこと）
素戔嗚尊（すさのおのみこと）

県内屈指の古社で、境内には樹齢数百年のイチョウやケヤキ、ムクなどがう
っそうと生い茂っています。古代に調物の倉庫があったとき、調物搬入の妨
げになるので鳥居を取り払ったといわれています。鳥居のない神社としても
有名で、狛犬ではなく兎が置かれているのも全国的に珍しいものです。お正
月らしい神矢や一刀彫り、干支お守りのほか、兎をあしらった可愛らしいお
守りや絵馬も置かれています。

〈御祭神〉
大国主命（おおくにぬしのみこと）
※別名：大己貴命（おおなむちのみこと）

久伊豆神社は、今から約1300年前に建立された岩槻の総鎮守であり、御祭神
は大国主命であります。埼玉の「ふるさとの森」と「埼玉県の自然百選」に
選ばれたように、森林に囲まれた野鳥の宝庫であり、永い参道や境内には県
の天然記念物の大榊（樹齢約300年）もあります。

　　　　三月三日は雛祭り。人形のまち岩槻で「雛めぐり」を楽しみませんか？岩槻は江戸時代から
栄えた城下町、全国に名高い日本一の人形の産地です。『観る』、『創る』、『食べる』をテーマに
様々な企画が盛りだくさんです！春の訪れを感じる素敵なイベントにぜひ足を運んでみてください。

開催期間：3月3日（土）～4月1日（日）
会場：岩槻駅周辺商店街
時間：10：30～16：30

『オープニングイベント』

『観る』商家に伝わる古い人形や岩槻の人形職人達の作品を多数展示します。

日時：3月3日（土）・4日（日）
会場：岩槻駅前クレセントモール

開会セレモニー
おひな様パレード・雛市・物産市
ひな甘酒振る舞い

『創る』体験学習（材料費実費）に参加してみよう！

『食べる』   参加飲食店で、雛めぐり限定メニューを楽しめますよ♪

〈ひな人形特別展示〉
東玉人形の博物館　人形作家・職人「匠の技」展
丹過長谷川家　　　昔のおひなさま展
久伊豆神社　　　　奉納ひな人形
市民会館いわつき　江戸時代の古今雛
岩槻大正館　　　　小学生創作ひな人形展
家具のカミゼン　　ひな絵手紙展
市宿川島家　　　　御殿飾りのおひな様
東久人形歴史館　　おひな人形展

当日受付（予約受付可）
開催時間　10：00～16：00

スタンプラリーに参加しよう！
エリア内のチェックポイント６ヶ所の
スタンプを集めると記念品進呈。
さらに、アンケートに答えると抽選で
豪華賞品が当たります！
スタンプラリー用紙配布場所は・・
★岩槻駅東口改札所
★東玉エントランス
★商店会の雛めぐりののぼりのあるお店

■本町中央自治会館
3/  3（土） 木目込人形　立ち雛　2,000円（多種あり）
  /  4（日） 木目込人形　立ち雛　2,000円（多種あり）
  /10（土） おひな様桧扇絵付け　500円
  /11（日） おひな様桧扇絵付け　500円
  /17（土） 人形のお顔描き　わらべ　500円
  /18（日） 人形のお顔描き　立ち雛　500円
  /24（土）  木目込人形　鯉のぼり　1,000円（多種あり）
  /25（日） 木目込人形　むすめ　1,000円（多種あり）
  /31（土） つるし飾り　うさぎ　1,000円
4/  1（日） つるし飾り　とり　1,000円

■八雲神社
3/3（土）つるし飾り　桃　1,000円
  /4（日）つるし飾り　花　1,000円

その他参加店が目白押しです。さまざまな共催イベントもあり
街中が雛まつりの雰囲気でいっぱいですよ！

この他にも参加飲食店が盛りだくさん！詳しくは雛めぐりマップ
をご覧ください。

このイベントに関するお問い合わせ・・・
まちかど雛めぐり実行委員会事務局☎048-756-2822

睦月
1月

如月
2月

弥生
3月
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〒330-0846さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館2Ｆ
TEL 048-647-8338   FAX 048-647-0116
URL  http://www.scvb.or.jp   
E-mail  scvb@scvb.or.jp
大宮駅観光案内所  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
浦和観光案内所  TEL 048-824-0333

（2007年1月～3月） 美術館・博物館からのおすすめ情報です。

冬と早春のおすすめ情報です。ぜひお出かけください。

エリアで、ご予算で、いろいろ選べる市内の宿泊施設のご案内です。

　　宿泊施設名

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

東横インさいたま新都心

ときわ会館

パークプラザ大宮

パイオランドホテル

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

　 電話番号

048-650-1111

048-825-4711

048-827-1111

048-825-4001

048-657-1045

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

048-797-2359

048-758-0035

048-644-1515

048-829-2881

部屋数

108

103

196

140

227

15

108

122

204

16

12

115

5

10

108

65

54

62

251

117

187

18

18

12

13

8

10

10

8

19

　　　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～

カプセル3,465　ビジネス4,935

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～

S8,800～　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11,025～

団体長期2食付6,800～

S6,000　2食付6,000～

S2食付6,825～

2食付6,825～　食無5,250～　

2食付9,450～　朝食付8,400～

　　　　アクセス

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さいたま新都心駅東口徒歩2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

JR大宮駅徒歩10分

JR浦和駅西口徒歩5分

　　　　　　　　　　　セールスポイント

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。

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。

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。

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。

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

氷川神社は正式には『武蔵一氷川神 一宮氷川神社』といいますがが、
地元の人たちは親しみを込地元の 込めて『おひかわさま』と呼び
ます。ます。

北におよそ２キロ真っ直ぐに伸おひかわさまの参道は南北おひか
わさまにお参りするときにはびています。正式におひかわびてい 、
から入り、この参道の昔の尺吉敷町にある「一の鳥居」か吉敷町

度で十八丁（一丁は約１０９度で十 m）の道のりを歩きます。今で
使は、皇居を出てからこの道も皇室のお使いである勅使も皇室
幣を持ってご参向されます。を通って毎年八月一日に御通っ
いると、今自分がどの辺を歩この参道の右側をよく見てこの参
ように丁石という小さな石標いているのか、見当が付くよいてい
丁目」と書いてあります かに朱色の字で「氷川参道何丁目」と書いてあります。かに朱色の字で「氷川参道何

つては一の鳥居から一丁ごつては ごとに丁石が建てられていま
した。今ある丁石は地元のした。今 の崇敬者により復興建立され
たものです。みなさんもゆっっくりと丁石を探しながら昔
の人々の足跡をたどってみの人々 てはいかがでしょうか。
アクセスアクセ
一の鳥居：JRさいたま新都心より徒歩７分
武蔵一宮氷川神社：武蔵一 JR大宮駅東口より徒歩２０分
　　　　　　　　または東　　 東武野田線大宮公園駅より

さいたまのとっておき情報をお届けけします。さいさ たまのとっておき情報をお届けまのと おき をお届けします。ます
これこれれであなたもさいたま通！であなた さいたま通！

ホ
　
テ
　
ル

旅
　
　
館

宿泊施設 宿泊施設 ミュージアムカレンダー ミュージアムカレンダー

トピックストピックス

浦和くらしの博物館民家園小正月のまゆ玉だんごつくり

●開催期日 1/13（土） 10：00～11：30　●料金  参加費無料

小正月に神棚に飾る「まゆ玉だ
んご」を作ります。

対象：親子10組 
※事前申込が必要ですので詳
細は民家園まで。

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
!０４８-８７８-５０２５
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌
日、年末年始

さいたま市立浦和博物館「ちょっと昔のくらしの道具展」

●開催期間  ～4/15(日)　●料金  無料

小学校3年生の教材にあわせ
て、昭和の時代に使用された暮
らしの道具の変化を資料、写真
等で展示します。

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1～3月の休館日。1月1日～4日、9
日、15日、22日、29日、2月5日、13日、14日、19
日、26日、3月5日,12日～15日、19日、26日

さいたま市立博物館新収蔵品展「いろいろあるんだぁ、郷土玩具」

●開催期間  2/17（土）～3/31（日）　●料金  入館無料

当館に寄贈された郷土玩具コ
レクションの中から、切手にな
った郷土玩具をはじめ、全国各
地の土人形や張り子など約
400点を紹介します。

JR大宮駅東口徒歩15分
!０４８-６４４-２３２２
休館日：月（祝日を除く）、年末年始
1/31まで改修工事のため休館

さいたま市立漫画会館収蔵品展

●開催期間  3/10（土）～5/13（日）　●料金  入館無料

漫画会館所蔵の楽天の作品や
資料を紹介します。

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

彩の国さいたま芸術劇場彩の国シェイクスピア・シリーズ第17弾「恋の骨折り損」

●開催期間  3/16（金）～3/31（土）　●料金  Ｓ席9,000円、Ａ席7,000円、Ｂ席5,000円、学生席2,000円

「お気に召すまま」「間違いの
喜劇」に続く男性俳優のみのシ
ェイクスピア喜劇！！

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
※団体割引あり

さいたま市宇宙劇場アロマテラピーｉｎプラネタリウム ～癒しの空間でリラクゼーション～

●開催期日 2/3（土）18：00～19：00　●料金  大人1,000円、子供（小・中学生）500円＊入場券は当日の16：40

ユーカリの香りに包まれながら、満
天の星でリラックス♪ 
冬の星座紹介もあり！

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

県立歴史と民俗の博物館 関東地区博物館協会共同企画展　「祈りの風景─埼玉の絵馬─」

「ピカソ、マティス、シャガール…巨匠が彩る物語」

●開催期間 3/17（土）～5/6（日）　●料金  一般400円、高大生200円（予定）　※中学生以下・65歳以上・障害手帳をお持ちの方は無料

健康や幸福を願って社寺に奉納され
た絵馬には、馬の他に牛や大根、天神
様など様々な動植物・神仏が描かれ
ています。本展示では、埼玉県の祈願
絵馬と絵馬職人の用具、絵馬市を紹
介し、人々の祈りの風景を探ります。

東武野田線大宮公園駅徒歩５分
!０４８-６４５-８１７１
休館日：月（祝日の場合は開館）
※団体割引あり　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

旧坂東家住宅見沼くらしっく館 炉端ばなし「見沼の民話」

●開催期日 1/20（土）　10：00～12：00　●料金  無料

本物の囲炉裏の火を囲んで、
見沼の民話を聞きましょう。

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

うらわ美術館

●開催期間  1/5～2/18を後期として、作品の展示替えを行います。●料金  一般500円、大高生300円、中小生150円＊団体・リピーター割引あり

収蔵作品の中から代表的な挿絵本9作
品をピックアップ。展示替えを挟みなが
ら版画による挿絵を約250点展示。

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

企画展「宇宙（そら）へ・・・展」 さいたま市青少年宇宙科学館

●開催期間  2/10日（土）～4/10（日）　●料金  入館無料

宇宙や地球を知ることによって生命
の大切さを考えます。また、さいた
ま市出身の若田光一さんなど宇宙
飛行士の活躍を通して、科学技術や
宇宙への夢をひろげます。

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

県立近代美術館企画展『巴里憧憬－エコール・ド・パリと日本の画家たち』

●開催期間  1/6(土)～2/12(月・祝)　10:00～17:30　●料金  観覧料・一般1,000円、大高生 800円

20世紀初頭、花の都パリには世界各国の画家たちが集
い、多彩な個性の輝きを放っていました。モディリアー
ニ、シャガール、キスリング、パスキンから、日本の藤田
嗣治、佐伯祐三、荻須高徳、長谷川潔、岡鹿之助、そして
埼玉県ゆかりの斎藤豊作まで、エコール・ド・パリの画家
たちの幅広い交流と活躍のようすを紹介します。

JR北浦和駅西口徒歩３分
!０４８-８２４-０１１１
休館日：月（祝日の場合は開館）、臨
時休館日：3月22日(木)、年末年始
※団体割引あり

★花便り　「梅」2月中旬～3月中旬

★花便り　「枝垂れ桜」3月下旬～4月上旬

★味覚狩り　「いちご」

おみやげおみやげ
第２回さいたま推奨土産品のご紹介、最終回です！
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9品をご紹介します。

和菓子「福々詰め合わせ」　　
福々まんじゅうは、幸福の意味を込めて名付けた店
名の「福」から、そして大島ようかんは黒糖の産地
である「奄美大島」にちなんで命名されました。
福々まんじゅう3個、大島ようかん1本入900円（税込）
製造元　御菓子司 福泉
　　　　緑区原山1-27-25　
            !048-882-2972
販売先　同店
　　　　 ＵＲＬ：http://www.colorland.co.jp/fukufuku.htm

和菓子「花さくら」
胡桃入り饅頭に、二弁の花びらに見立てた薄いお煎
餅を重ね合わせたお菓子です。日本桜の名所１００
選にも選ばれている大宮公園の桜にちなんで命名さ
れました。
10枚入1,550円（税込）
製造元　風土菓房 福呂屋
　　　　大宮区大門町2-94　!048-641-1295
販売先　同店

和菓子「岩槻菓紗里詰合わせ」
人形のまち岩槻にちなんだお菓子の詰め合わせです。
15個入（ひなの里５、雛小町５、お城最中５）
2,100円（税込）
製造元　（有）藤宮製菓
　　　　岩槻区本町1-18-11　!048-756-1569
販売先　同店

食品　「岩槻城下町名物 牛肉しぐれ煮」
無添加・無着色で、原料に脂身の少ない牛ヒレ肉を
使用しています。
1箱（70g）2,100円（税込）
製造元　（有）まつもと
　　　　岩槻区本町3-8-15　!048-757-0602
販売先 同店

食品　「鶴の子・盆栽納豆」
国産大豆と国産黒豆大豆を使用しています。鶴の子
納豆は全国納豆連合会主催の第２回納豆鑑評会品質
コンクールで１位に選ばれました。
50g×4個入（鶴の子２、盆栽２）304円（税込）
製造元　松葉納豆 鶴の子本舗
　　　　北区東大成町1-657-6　!048-663-3992
販売先　同店、デパート、百貨店、スーパー

和菓子　「竜神伝説 竜眼」
昔、日光の中禅寺湖にも匹敵するほどの大きな沼で
あった見沼田んぼには、数々の竜神の伝説がありま
す。その竜神様にちなんで製造・命名されました。
6個入924円（税込）
製造元　和生菓子 豆の木
　　　　北区日進町2-810　!048-651-5233
販売先　同店

食品　「味祖南京」
厳選された南京豆と秘伝の味噌、それに蜂蜜をふんだんに
使ってあります。お茶うけにも、お酒のおつまみにも最適
です。
280g 735円（税込）
製造元　味祖南京本舗鳩屋（鳩屋販売（株））
　　　　見沼区大和田町2-1248　!048-683-5111
販売先　同店、大宮店（大宮区宮町2-119　!048-644-2828）、
　　　　高島屋大宮店、岩槻サティ
　　　　ＵＲＬ：http://www.hato-ya.co.jp/

和菓子　「見沼のかおり詰合せ」
見沼田んぼとともに育まれてきた郷土の歴史とその
面影を３つのお菓子で表現しています。
11個入（見沼のかおり４、初陣５、梅２）
1,780円（税込）
製造元　御菓子司 洋清堂
　　　　緑区中尾1528　!048-873-2703
販売先　同店

煎餅　「江戸前煎餅」　　
浦和に近い宿場の名を取り「江戸前」煎餅となりま
した。歯ごたえのある堅焼きです。
14枚入1,050円（税込）
製造元　（有）渡辺せんべい
　　　　浦和区前地2-7-17　!048-882-5208
販売先　同店

このマークのある商品は　　　浦和観光案内所　!０４８-８２４-０３３３においても取り扱っております。　

さいたま生まれ・彩の国育ち

TOMIZEN FOODS

さいたま推奨土産品
コルソ店 TEL048-831-6333

1-12-1 コルソ1Ｆ
株式会社 ンフーヅ
お問い合 0120-858-103

「Sai's」vol.15  2007  平成19年1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

　　　　　　　とは？　　　 　
「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気持ちを込めて「ポケットサイズ」の意を
合わせたものです。「さいたまの」観光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。

ジョン・レノン・ミュージアム
ミュージアムは、パートナーであったオノ・ヨーコの正式な許諾を受けた、世界で初めての
公認ミュージアムです。このミュージアムは、彼の生涯や、作品を２１世紀に正しく伝えた
いという願いから、オノ・ヨーコ秘蔵のゆかりの品約１３０点を展示した９つのゾーンならび
にミュージアム・シアターと、メッセージ空間で構成しています。また、ジョンのスピリットに
共感した余韻に浸れる場としてのミュージアム・ラウンジも設けられています。

料金　大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円
JRさいたま新都心駅徒歩3分、北与野駅徒歩7分
/TEL: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

さいず

昔の十（拾）丁石（市立博物館保管昔の十 丁石 物館 管）（ ） （ 博 ）

現在の十（拾現在の十 拾）丁石丁石
（参道交番脇（参道交番脇））

一の鳥居の一の鳥居のススタート
地点

ちよう　　いし

「大宮第二公園の梅林」
紅梅１５０本、白梅３５０本、枝垂れ梅２０本の計５２０本の梅が植えられており、毎年梅の
開花時期には「梅まつり」が開催され、たくさんの人で賑わいます。
所 在 地 さいたま市大宮区寿能町２－４０５
交　　通 ＪＲ「大宮駅」東口から徒歩３０分
　　　　　東武野田線「大宮公園駅」から徒歩１５分
駐 車 場 有り
電　　話 !０４８－６４５－９６０５（大宮公園ギャラリー）

「久伊豆神社」
久伊豆参道の脇にある境内梅林です。約５０本が植え
られており、参拝客らを楽しませています。
所 在 地 さいたま市岩槻区宮町２－６－５５
交　　通 東武野田線「岩槻駅」から徒歩１５分
駐 車 場 有り
電　　話 !０４８－７５６－０５０３（神社）

「玉蔵院の枝垂れ桜」
樹齢１００年。手入れの行き届いた庭園との相性が抜群です。
所 在 地　さいたま市浦和区仲町２－１３－２２
交　　通 ＪＲ京浜東北線「浦和駅」西口から
　　　　　徒歩５分

「円乗院の千代桜」
樹齢３００年、樹高６m。市の天然記念物に指定されて
います。
所 在 地 さいたま市中央区本町西１－１３－１０
交　　通 ＪＲ埼京線「与野本町駅」西口から徒歩
　　　　　５分

「浄源寺の枝垂れ桜」
まだ若い樹ですが、均整のとれた見事な枝ぶりです。
所 在 地 さいたま市岩槻区太田１－１０－４４
交　　通 東武野田線「岩槻駅」から徒歩１５分

「円蔵院の枝垂れ桜」
樹齢１００年、樹高１１ｍ、根廻り３.１ｍ。市の天然記念物
に指定されています。
所 在 地 さいたま市見沼区大字中川５４０
交　　通 ＪＲ「大宮駅」東口６番バス乗場から「中川
　　　　　循環」乗車「円蔵院下」下車徒歩１分

「美園いちごランド」
所 在 地  さいたま市緑区間宮大沼８０３
営業期間  直売／～６月　　摘み取り／４月～６月
営業時間  直売／９：３０～１５：００　 摘み取り／１０：００～１５：００
定 休 日  毎週月・木曜日
品　　種  章姫・紅ほっぺ
料　　金  時期により異なります。３０分食べ放題で、
　　　　　 大人１，２００円～８００円・２才～５才９００円～５００円。
そ の 他  車椅子やベビーカーでもお楽しみいただけます。
問 合 せ  !０９０－５３３７ー０３９１（美園いちごランド）
 　　　　　!０４８－６４６－３０９４（大宮区地域経済課）

「岩槻いちご出荷組合」
所 在 地 さいたま市岩槻区釣上７４３付近
営業期間 摘み取り／３月末～５月
営業時間　摘み取り／１０：００～当日採れる分が無くなるまで
定 休 日 営業期間中無休
品　　種 女峰・とちおとめ
料　　金 時期により異なります。３０分食べ放題で、
　　　　　小学生以上１，０００円～７００円・小学生未満は
　　　　　全期間４００円。
そ の 他 有料でお持ち帰りもできます。
　　　　　春休みやゴールデンウィークは大勢の来園
　　　　　が予想されますのでお早めに！
問 合 せ !０４８－７９８－４１９６（岩槻いちご出荷組合）

!０４８－６４６－３０９４（大宮区地域経済課）

※ 営業期間及び料金等は変更になる場合も有ります。
※ いちご狩りは先着順で当日採れる分がなくなり次第終了です。

機能的な立地、寛ぎの空間

PIOLAND HOTEL 〒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

さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分
　宿泊・宴会・婚礼・レストランと様 な々場面でご利用ください。 
　スタッフの笑顔のおもてなしが、 
　　　　　　　　　　素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

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

ジョン・レノン・ミュージアム企画展第３弾　ジョン・レノンの描いた理想社会と｢ハッピー・クリスマス｣

●開催期間～土)　●料金大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円

年間テーマとして行ってきた企画展の最後を飾る今
回は、１９７３年の｢ヌートピア宣言｣を中心に、アメリカ
永住権を獲得する１９７６年までの活動に焦点をあてて
いきます。ヌートピア大使館のスタンプのほか、１９７１
年に発表されたクリスマス・ソング｢ハッピー・クリスマ
ス(戦争は終った)｣の直筆作詞原稿(草稿)を特別展示
します。

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

PHOTO:     Yoko Ono Lennon ホームページ http://www.ucyugekijo.jp/

　　　

CHAGALL Marc "Daphnis et Chloe"1961年リトグラフ
うらわ美術館　蔵
　  ADAGP, Paris & SPDA, Tokyo, 2006

アメデオ・モディリアーニ「ルニア・チェホフスカの肖像」1917年
ポーラ美術館　蔵

東松山・上岡観音の絵馬市（いち）の絵馬［絵馬師：小板徳治］

PHOTO 岩上陸郎氏

大宮駅西口で一番近いホテル

TEL 048-648-8886（代）

OMMIYA
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