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武蔵一宮氷川神社

〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-1
大宮区役所東館2F
TEL 048-647-8338 FAX 048-647-0116
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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

ミュージアムカレンダー
（2007年12月〜2008年2月）美術館・博物館などからのおすすめ情報です。

浦和くらしの博物館民家園
J R浦和駅西口1番バス乗場から
「東川口
駅北口」行き等「念仏橋」下車すぐ
048-878-5025
休館日：月（祝休日の場合翌平日）
、
年末年始

●開催日時：12/9（日）13時30分〜15時30分

うらわ美術館

市立浦和博物館

物作り講座「親子で和凧をつくろう」

●料金：500円（材料費） ●定員：親子10組

市立博物館

旧坂東家住宅見沼くらしっく館

県立近代美術館

昔の暮らしの様子や伝統行事などの
写真や生活道具を展示します。
また期間中には昔の遊びや生活を体
験する講座が開催されます。

●開催期間：12/8（土）〜08年3/2日（日） ●料金：入館無料（講座は材料費がかかります）

企画展示「藍と白の造形」「布の造形」「遊びの造形」

市立漫画会館

さいたま市民漫画展２００７ 〜入賞・入選作品集〜

東武野田線大宮公園駅徒歩５分
048-663-1541
休館日：月（祝休日の場合は翌平日）、
年末年始

企画展示では、様々な国の様々な作品を
展示紹介をします。その他にも、期間中、
20を超える講座や行事を実施しておりま
すので、
どうぞお気軽にお尋ねください。期
間中の毎水曜日は民俗服の試着体験あり

●開催期間：12/4（火）〜12/20（木）1/16
（水）〜2/11（祝）2/13
（水）〜3/2（日） ●料金：無料

さいたま市民漫画展2007の入賞・入
選作品89点を展示します。

彩の国さいたま芸術劇場

埼玉県ゆかりの芸術家の中から､埼玉
県立近代美術館の学芸員が最も注目
する､現在活躍中のアーティスト7名を
選び､その制作活動や作品を通じて､
埼玉のアート力を紹介します｡

冨井大裕
「ball sheet ball」
2006年
個人蔵

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

清水直子 ヴィオラ・リサイタル
現在ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の
首席ヴィオラ奏者として、
またソリストや室内
楽奏者としても幅広く活躍中の清水直子が、
芸術劇場に初登場。その緻密にして豊潤な
る響きに包まれる幸福をお楽しみください。

●開催期間：12/26（水）〜08年1/27（日）●料金：観覧料一般800円、高大生640円、中学生以下・65歳以上・障害手帳をお持ちの方は無料

●開催日時：2/2（土）14時〜

県立歴史と民俗の博物館

さいたま市青少年宇宙科学館

特別展「日本の色彩〜藍・紅・紫〜」

埼玉にゆかりの深い藍・紅・紫の三つの
色を中心に、衣装・屏風・甲冑・浮世絵
など色彩にまつわる様々な作品や伝
統技術・歴史などを紹介し、日本人の
美意識を探ります。

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

さいたま市宇宙劇場開館20周年記念番組

「銀河鉄道999 〜星空はタイムマシーン〜 太陽系・恐竜絶滅編」

J R大宮駅西口徒歩3分
048-647-0011
休館日：水（祝休日の場合は開館）
、
年末年始
※障害者及び団体割引あり

大人気アニメ「銀河鉄道999」が超大型映像で登場。
また、12月1日（土）から1月7日（月・祝）まで、
「銀
河鉄道999」の上映に関連し、3階ロビーにてキャラ
クター人形、シナリオ、絵コンテ等を展示します。上
映時間：平日15時〜、土・日・祝日12時〜、15時〜

●開催期間：12/1（土）〜08年5/25（日） ●料金：観覧料大人600円、
小人300円

県立文書館

©原
東作
映・
ア松
ニ本
メ零
ー士
シ
ョ
ン

●定員280名

テーマ展「公文書館法20年」

JR浦和駅西口徒歩12分
048-865-0112
休館日：月、国民の祝休日、年末年始、
特別整理期間

公文書館法20年を記念して、文書館
の歩みと公文書館法の成立関係資料
を紹介します。

●開催期間：開催中〜08年1/20（日） ●料金：無料

048-601-0009

●料金：S席4,000円、
A席3,000円、
学生A席1,000円

サイエンスショー
（12、
1、2月）

科学のおもしろさ、
ふしぎさを紹介する
J R浦和駅東口9番バス乗場から
「北浦和駅
約20分の実験ショー。12月のテーマ
「音
東口」行き「宇宙科学館入口」下車徒歩3分
と光のふしぎ実験」。1月のテーマ
「パチ
048-881-1515
「酸ア
休館日：月（祝休日の場合は翌平日）、 パチ！静電気実験」。2月のテーマ
ルカリ色水実験」
年末年始

●開催期間：2/9（土）〜3/23（日）●料金：入館一般600円、高大生300円、中学生以下・65歳以上・障害手帳をお持ちの方は無料

さいたま市宇宙劇場
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●開催期間：12/8（土）〜08年2/17（日） ●料金：無料

企画展「ニュー・ヴィジョン・サイタマⅢ」

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)
※団体割引あり

昔の道具とくらし展

JR大宮駅東口徒歩15分
048-644-2322
休館日：月（祝休日の場合は翌平日）、
年末年始

本展は、笠間日動美術館の収蔵品を中心に、初期
の作品から晩年に到るまでの劉生芸術の軌跡をた
どるものです。
「劉生の首狩り」と称されるほど多く
の友人・知人を描いた肖像画や水彩画、版画を含め
た約120点の作品から、劉生の新たな魅力を探ります。

●開催期間：開催中〜08年1/27（日） ●料金：一般500円、
高大生300円、
小中生150円

J R大宮駅東口7番バス乗場から
「浦和
学院」
行き等「三崎台」下車徒歩0分
048-688-3330
休館日：月（祝休日の場合翌平日）
、
年末年始

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。

●開催期間：12/15（土）〜08年4/13（日） ●料金：無料

画家 岸田劉生の軌跡 油彩画、装丁画、水彩画などを中心に

JR浦和駅西口徒歩7分
048-827-3215
休館日：月（祝休日の場合翌平日）
、
年末年始
※障害者及び団体、
リピーター割引あり

ちょっと昔のくらしの道具展

J R 北 浦 和 駅 東 口 1 番バス乗 場から
「市立病院」行き
「終点」下車すぐ
048-874-3960
休館日：月（祝休日の場合翌平日）
、
特別休館、年末年始

和凧を作って、
園内で凧揚げを行います。
お申込みは、
12/3より、
電話で民家園へ。
へ。

●開催日時：毎週土・日曜日（いずれも14：50〜） ●料金：無料

ジョン・レノン・ミュージアム
J R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（祝休日の場合翌平日）
、
年末年始 ※障害者及び団体割引あり

わたしとジョン・レノン〜僕らの村に学校がやってきた Dream Power〜

｢Dream Power ジョン・レノン スーパー・ライヴ｣の
チャリティ活動により、アジア・アフリカに完成した学
校に通う子ども達の喜びの声や、コンサートに関わっ
た日本のアーティストたちの思いを通じて、ジョンとヨー
コのスピリットが世界に拡がっていることを紹介します。

●開催期間：開催中〜08年2/11（月） ●料金：大人1,500円、
高大生1,000円、
小中生500円

鉄道博物館

特別企画展「新幹線の挑戦〜より速く、
より快適に〜」

JR大宮駅より埼玉新都市交通ニューシャトル
「鉄道博物館駅（大成駅）」下車徒歩1分
048-651-0088
休館日：火（07年は開館）
、年末年始
※団体割引あり

東海道新幹線の開業以来43年を経て、
各地に路線を伸ばし日本経済を支える
大動脈に成長した新幹線のあゆみと社
会の変化、今後の高速化や路線延伸、
安全への取り組み等を紹介していきます

●開催期間：開催中〜08年2/25（月） ●料金：大人1,000円、高中小生500円、幼児（3歳以上未就学児）200円

http://www.taisei.co.jp/museum

ふるさとを描く大宮・秋山静子展

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
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2008年２月５日(火)〜17日(日)

10：00〜17：30

と こ ろ

埼玉県立近代美術館 B1

入場無料

展示枚数

約150点（大宮区二十景をはじめ、
川越線新駅予定地など）

048-824-0111

さいたま新都心観光案内所にて図録販売いたします。
（会期中は現地会場でも販売します。
）

宿泊施設

エリアで、御予算で、
いろいろ選べる市内の宿泊施設のご案内です。
Ｓ＝シングル Ｄ＝ダブル Ｔ＝ツイン

宿泊施設名

ホ

電話番号

／

サービス料込（又は無）
・消費税込

／

※サービス料別

料金（円）

部屋数

アクセス

T13,000

108

JRさいたま新都心駅東口徒歩6分

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。

S20,000

D/T27,000

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。

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。

大宮大成鉄道村

048-665-4126

S6,000〜

T10,000〜

36

ニューシャトル鉄道博物館駅徒歩10分

鉄道博物館至近。飲食、温浴、宿泊の各施設が融合した施設です。

東横インさいたま新都心

048-657-1045

S6,510〜

D/T9,030

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。

ときわ会館

048-822-4411

1人4,980〜

15

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4,935〜

132

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

048-648-0010

S7,000〜

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。

ビジネスホテルグリーン

048-831-2830

S5,700

16

JR北浦和駅西口徒歩2分

駅から近く、静か。連泊の方はランドリー無料。

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、静かな空間で庭の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

S6,700〜6,900

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。

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

108

JR南浦和駅東口徒歩2分

駅から近く、
ビジネスにも観光にも便利。

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。

アウルホテル大宮

048-650-1111

S6,700〜

浦和東武ホテル

048-825-4711

S10,395〜

浦和ロイヤルパインズホテル

048-827-1111

浦和ワシントンホテル

D10,000
T18,900※

T9,400

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。

テ
ル

旅
館

T11,970〜

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

S7,560〜

T10,500〜

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。

与野第一ホテル

048-852-6161

S6,200〜

T12,000〜

117

JR大宮駅西口車5分

さいたま新都心に、
アクセス容易。

ラフレさいたま

048-601-1111

S7,600〜

T14,400〜

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

2名以上1人3,500

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。

三楽荘

048-644-4411

2食付6,825

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。

新道山家

048-641-0501

2食付12,600〜

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。

割烹旅館東山

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。

食無5,250
食無7,350〜

ビジネスホテルあさや

048-642-3517

団体長期2食付6,800〜

8

東武野田線大宮公園駅徒歩7分

大宮公園に隣接し、
大宮盆栽村・氷川神社は散歩コースです。
周囲にはサッカー場・野球場・テニスコートがあります。

ホテル一松

048-797-2359

S6,000

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。

ホテルミウラ

048-758-0035

S2食付6,825〜

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。

三松旅館

048-644-1515

2食付6,825〜

食無5,250〜

8

JR大宮駅東口徒歩10分

ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。

旅館いけだ

048-829-2881

2食付9,450〜

朝食付8,400

19

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。

2食付6,000〜

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
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、
素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。

TEL 048-648-8886 (代)

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

お知らせ
観光ボランティアガイドのご案内
さいたま市内には、ボランティアで地域の見どころをガイドする「観光ボランティアガイド」のグループがあります。
経験豊かなガイドが、さいたま市の魅力ある歴史と文化をご案内しますので、ぜひご利用ください！

岩槻観光ボランティアガイド会

観光ボランティア浦和ガイド会

岩槻は、岩槻城の城下町、日光御成道の宿場町、全国一の生産高・出荷
高を誇る地場産業の「人形」など、まさに歴史に彩られた伝統と文化の薫
るまちです。
当ガイド会では、おもてなしの心でご案内いたしますので、皆様のお越
しを心からお待ちしております。18年度は33団体、1,132名の方達をご案
内し、19年度は昨年以上の方達をご案内しています。

浦和には、戦国末期から続く六斎市跡、中山道の宿場街の名残り、明治
からの県都としての遺構、大正からの 浦和の画家 が通った横丁など、
時代毎の史跡が残っています。
当ガイド会には、浦和宿につながる旧家の出身者、文学・芸術・サッカー・
蒲焼きに熟知した人材もおり、皆様のご要望に応じたユニークな地域案内
も可能です。

参考コース（所要時間約３時間半）
岩槻駅前…人形会館…市宿通り…郷土資料館…八雲神社…芳林寺…酒蔵資料館…
田中保生家跡…時の鐘…浄安寺…久伊豆神社…岩槻城址公園…岩槻駅
※ この他にも希望コースを設定できますので、ご相談ください。

推薦コース「中山道・浦和宿を歩く」
（所要時間約２時間）
浦和駅西口前…旧停車場通り…門前通り…うらわ美術館…浦和宿本陣跡…
浦和の市跡…旧浦和地方裁判所跡…裏門通り…玉蔵院
「守護侍不入石杭」
…
調神社旧本殿…青山茶舗の茶蔵…浦和駅
※ この他にも希望コースを設定できますので、ご相談ください。

■対

象 原則として５人以上の個人・団体等
岩槻区内
■ 利用時間
4 月〜10月/９時〜16時、11月〜 3 月/９時30分〜15時
■費
用 お一人100円（別途、傷害保険料100円要）
■ 案内エリア

申 込・
問合せ先

ひな人形
大ご奉仕会
お宮参り衣装
無料貸し出し
048-756-1111（ 岩槻駅前）

■対

象 原則として５人以上の個人・団体等
浦和区内
■ 利用時間 担当ガイドが応相談
■費
用 お一人300円
■ 案内エリア

いずれのガイドもご利用予定日の15日前までにお申し込みください。
詳しくは、社団法人さいたま観光コンベンションビューロー観光事業担当
ホームページ http://www.scvb.or.jp/topics/volunteer̲top.shtml

五ひ
月な
人人
形形

048-647-8339

年中無休・24時間営業
サウナ&ホテル

JR大宮駅東口徒歩3分
さいたま市大宮区仲町1-119-1 パークプラザ大宮ビル
T E L 0 4 8（ 6 4 3 ）5 8 1 1 ㈹ F A X 0 4 8（ 6 4 3 ）3 1 3 7
http :// www. pa rk pla za hotel. net /

イベントカレンダー
大宮西口光の祭典「イルミス大宮」

（2007年12月〜2008年2月）
さいたま市内で行われる観光イベント情報です。

一山神社冬至祭【市指定無形民俗文化財】

日

時

〜2/14（木） 17時〜22時

日

時

12/22（土） 14時〜

会

場

大宮駅西口駅前2F

会

場

一山神社（中央区）

ペデストリアンデッキ
（大宮区）

問合せ 市文化財保護課

問合せ 大宮西口商店街連絡協議会

048-829-1723

048-645-5130

さいたま新都心イルミネーション
「Fairy Forest」
日

時

会

場 さいたま新都心けやきひろば（中央区）

さいたま太鼓エキスパート 2007

〜2/17（日） 17時〜28時

問合せ ㈱さいたまアリーナ

日

時

12/23（日） 13時〜17時

会

場

市民会館おおみや
（大宮区）

問合せ (社)さいたま観光コンベンションビューロー

048-601-1122

十日市（酉の市）

048-647-8339

日進餅つき踊り
【市指定無形民俗文化財】
日

時

12/10（月） 10時〜22時

日

時

1/1（火） 0時〜

会

場

武蔵一宮氷川神社及びその周辺（大宮区）

会

場

日進神社（北区）

問合せ (社)さいたま観光コンベンションビューロー

問合せ 市文化財保護課

048-647-8339

十二日まち
（大歳の市）

048-829-1723

与野七福神行列

日

時

12/12（水） 11時〜22時

日

時

1/3（水） 11時30分〜14時

会

場

調神社及びその周辺（浦和区）

会

場

与野本町通り周辺ほか
（中央区）

問合せ (社)さいたま観光コンベンションビューロー

問合せ (社)さいたま観光コンベンションビューロー

048-647-8339

秋葉神社秋季例大祭

048-647-8339

第24回 梅まつり

日

時

12/18（火） 9時〜18時

日

時

2/1（金）〜2/24（日）

会

場

秋葉神社及びその周辺（西区）

会

場

大宮第二公園（大宮区）

問合せ (社)さいたま観光コンベンションビューロー
048-647-8339

問合せ 大宮公園事務所
048-641-6391

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

各種会議室を用意・視聴覚機器完備

39年

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
JR浦和駅西口徒歩10分

イタリア 料 理 イル クオ ーレ ● 素 敵 屋 さん ● あ る ぴ い の 銀 花 ギ ャラリー
お菓子やさん（工房本店・高島屋大宮店）●野の花屋さん●貸しギャラリー多羅葉
菓子

和

与野七福神めぐり

初詣＆節分

〈ご朱印の集め方〉
最初に参拝した寺社で専用の色紙（そこのご朱
印は押印済）を購入すれば、あとは残りの六寺
社を順次参拝する毎に押印（有料）するのみ！
ご朱印を集めるのが面倒という方のために、七
寺社分押印済の色紙もありますよ。
七寺社押印色紙 2,000円
一寺社押印色紙 1,000円
押 印
１回100円
※各料金は予定

武蔵一宮氷川神社

調

①福禄寿 上町氷川神社

さいたま市大宮区高鼻町1-407
J R大宮駅東口から徒歩20分、
東武野田線大宮公園駅から徒歩15分
■ 問合せ
048-641-0137

②恵比須神 一山神社

さいたま市中央区本町東6-7

さいたま市中央区本町4-10-14

与野の氏神様。樹齢500年のけやきの大木がそ
びえ立つ樹緑地帯です。境内は、鳥居から拝殿、
本殿へと北に向かって扇子を開いたような末広
がりで「扇の宮」
とも呼ばれていました。

【ご利益】商売繁盛の福の神
（日本の神）

【ご利益】幸福（福）
と高給（禄）
と長寿（寿）
の神
（中国の神）

1

⑤布袋尊 円福寺

至大宮

さいたま市中央区本町西1-13

さいたま市中央区上峰4-7-28
室町時代からの古刹。本堂には江戸中期の
木造阿弥陀如来像や毘沙門天、不動明王
を安置しています。

2
中
央
通
り

【ご利益】未来予知ができる福徳の神（中国
の神）

中央区役所
与野本町
小学校

国
道
17
号

与
野
本
町
駅

④大黒天 円乗院
さいたま市本町西4-13-10
倉幕府の武将・畠山重忠が創建した名刹。
山門右にある高さ30mの多宝塔は見応え
充分です。
【ご利益】右手に小づち、左肩に袋を下げた
蓄財の神
（インドの神）

芸彩
術の
劇国
場さ
い
た
ま

社

【節分行事】
2月3日
10時〜神事「鳴弦の儀」
13時〜撒豆（如月講社）
14時〜撒豆（一般）
15時〜撒豆（氏子青年会）
16時〜撒豆（一般）
年男・年女
（裃着用にて撒豆・
直会付き）
または節分祈祷
（福
豆・福升授与）
は、1月30日ま
でにお申し込みください。
ご
家庭用の福豆は、1月15日よ
り社頭にてお頒ちします。2月
3日当日のみ福引き付き！

与野西
中学校

■ 所在地
■交

通
■ 問合せ

さいたま市岩槻区宮町2-6-55
東武野田線岩槻駅から徒歩15分
048-756-0503

【新年行事】
1月1日 神事「元旦祭」
10時〜神楽
1月2日 10時〜琴
1月3日 11時〜和太鼓

☆オススメの神社授与品
信楽焼の神卯
【節分行事】
2月3日 17時〜撒豆
ご家庭用の福豆は、
2月1日
より社頭にてお頒ちします

☆オススメの神社授与品
境内の孔雀をデザインしたお守り
【節分行事】
2月3日 16時〜撒豆
年男・年女（裃着用にて撒豆・直会付き）
のお申し込みは元
日より受け付けています。
ご家庭用の福豆は、当日の撒豆の際
に小袋に入って撒かれます。

男
特別年
門力士
一
屋
陸奥部
袁治
家
柳 小
落語家
定
参加予

落語家
里う馬
土橋亭
定
参加予

花だより

6
鴻
沼
川
り
通
里見

今から約1300年前に建立されたと伝わる岩槻の総鎮守です。
「埼玉のふるさとの森」
や
「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、境内には県の天然記念物の大
榊（樹齢約300年）
もあります。平成19年の正月三が日は約7万
人の人出で賑わいました。

■ 所在地

埼
京
線

7

⑥毘沙門天

鈴谷大堂

さいたま市中央区鈴谷8-4
入口にある六地蔵は1667年造立。仏堂に
は阿弥陀如来像（江戸時代中期）
や聖観音
坐像（室町時代）
などが安置されています。

至武蔵浦和

〈マメ知識〉
七福神は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。

⑦弁財天 二度栗山弘法尊院

【ご利益】鎧・兜を身につけた知恵と勇気の
守り神（インドの神）

● 大宮第二公園の梅林

さいたま市には、名所として多くの人が訪れ
る人気のスポットから、知る人ぞ知るスポットま
で、
たくさんの花の見どころがあります。
そんな花の見どころのなかから、
この季節お
すすめのスポットをご紹介しますので、訪ねて
みてはいかがでしょうか？

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

又は東武野田線「大宮公園駅」
から徒歩20分
車 場：有り
■ 問 合 せ： 048-645-9605
（大宮公園ギャラリー）

ウメ
（見頃2月中旬〜3月中旬）

二度栗山とはその昔、1年に2度栗の実を結ばせ
たと伝えられた山(丘)との伝説から呼ばれおり、
明治36年に北足立八十八箇所弘法大師霊場の
三番として創建されました。現在、境内は改築中
です。

在 地：さいたま市大宮区寿能町2-405

■ アクセス：Ｊ
Ｒ
「大宮駅」東口6番バス乗場から
「導守循環」乗車「大宮公園入口」下車徒歩3分

■駐

さいたま市中央区新中里3-5-29

● 久伊豆神社の梅林

久伊豆参道の脇にある境内梅林です。
約30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

■ アクセス：東武野田線
「岩槻駅」東口から徒歩15分

【ご利益】七福神唯一の女神で、学問・芸術・財
運の神（インドの神）

■駐
■問

車 場：有り
合 せ： 048-756-0503
（神社）

さいたま市に行ってみたくなる！

・楽しさ・
・
しさ
・
ほっ
とする・
美味

広告募集のお知らせ

写真コンクール応募作品を募集中！
題

豊富な食材を取り揃えてお待ちしております。

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

www.shimizuen.co.jp

久伊豆神社

■交

与野中央公園

5

神

【新年行事】
1月1日 8時〜神事
「歳旦祭」

☆オススメの神社授与品
2008年の干支
「子」
の土鈴

4

TEL048ー643ー1234

はさいたまの ！
神社に行こう

さいたま市浦和区岸町3
通 JR浦和駅西口から徒歩7分
■ 問合せ
048-822-2254
（9時〜16時）

通

【新年行事】
1月1日 7時〜 神事
「歳旦祭」
午前中 鳶職組合梯子乗り
1月2日 8時30分〜神事「日供始祭」
1月3日 8時30分〜神事「元始祭」

木曽御嶽講の四大講祖のひとり、一山行者ゆか
りの神社。毎年冬至には
「ゆず祭り」
が行われ、炊
き上げや火渡りの行事が有名です。

新
大
宮
3
バ
イ 与野公園
パ
ス

さいたま市大宮区東町2ー204

社名を調（つき）神社と云い、地元では
「つきのみや」
と愛称さ
れています。狛犬ならぬ狛兎が置かれている全国的に珍しい神
社です。鳥居がないことも有名で、古代に調物の倉庫があった
とき、搬入の妨げになるため取り払ったと伝わっています。平成
19年の正月三が日は約17万人の人出で賑わいました。

■ 所在地
■交

本
町
通
り

ラフォーレ

さいたま市には由緒ある神社・仏閣が数多くありますが、新年の初詣におすすめの神社をご紹介します。新年のお参りをして、新しい年を気持ちよく迎えてくださ
い。また、２月になれば３日は節分。節分といえば豆撒きですね。今年は日曜日にあたりますので、ぜひ神社の節分祭に出かけてみませんか？ ご家庭での豆まきで
も神社の「福豆」を使えば、福もたくさん舞い込んできそう！

さいたまでの初詣といえばやっぱりはずせないのがここ大宮
氷川神社。2000年以上の歴史をもつといわれ、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。武蔵
国の一宮として関東一円の信仰を集め、平成19年の正月三が
日は約187万人の人出で賑わいました。

〈オススメの寺社授与品〉
福神が描かれた「絵馬」７つ集めたくなります!?

【ご利益】老子の化身で、1,500歳の超長寿
を全うした長寿の神（中国の神）

大 宮

〈イベント情報〉
１月３日11：30〜14：00には、七福神仮装行列（パ
レード）も開催されます。七福神がご宝銭を差し
上げますので、この日にあわせての参拝もおすす
め！

■ 期 間 １月１日〜７日
※この期間中は、各寺社にてご朱印（有料）が
集められます
■ 所在地 与野本町通り周辺ほか（中央区）
※最寄のJ R与野本町駅から一回りすると約７
kmくらいです！

与野公園の中にあり、正面入口から右へ少
し登ると赤い鳥居と社殿があります。境内に
は1805年に
「天下泰平、国家安全」
を祈念
した石碑や記念碑があります。

ご婚礼 ご宴会

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

！
歩いて健康 ！
拝んで開運

七福神めぐりとは、江戸時代から続く風習で、七つ幸福をもたらす七人の神様を祀っている寺社を巡ってお参りすることです。現在、日本各地に数百の七福神があ
るようですが、ここ「さいたま」の与野七福神は、徒歩約２〜３時間でめぐれるお手軽なコースが特徴。お正月期間は各寺社でご朱印を集めることができますので、
初詣を兼ねての巡拝がおすすめです。もちろん、ご朱印にこだわらなければ、いつでも七福神めぐりは可能ですので、地図を片手に風景を楽しみながらお散歩気分で
散策するのもGOOD！

③寿老神 天祖神社

社会福祉・地域社会に貢献する関東自動車グループ

関東自動車株式会社
ガリバー旅行
関東リース株式会社
平成興業株式会社

(※団体は2口以上)

材

さいたまのさまざまな観光情報をお届けしている『Sai's』に

さいたま市内の神社仏閣又は神社仏閣に関係するもので、その写真を見た
人がぜひ訪ねてみたくなるような作品。

広告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

応募規格

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。

カラー、白黒ともに四つ切（ワイド可）
、
デジタルカメラで撮影したものは、
A４サイズでも可、１人５点以内

０４８−６４７−８３３８

広報宣伝事業担当

締

切

平成19年12月28日
（金）
お問合せ 048-647-8338（広報宣伝事業担当まで）

〒330-0063
さいたま市浦和区高砂4-10-15

TEL 048-861-4122 http://www.joy.co.jp/primrose/
FAX 048-861-4135 E-mail:primrose@arion.ocn.ne.jp

木の情報発信基
き

りょく

かん

木力館
木の博物館

開館時間 AM10：00〜PM４：00 休館日：年末年始、その他はホームページにてご確認ください。
埼玉県さいたま市岩槻区新方須賀558-2 TEL：0 4 8 - 7 9 9 - 1 5 6 0
アクセス 東武野田線岩槻駅から越谷方面行きバス15分
「巻の上」
下車
ホームページ http://www.wood-power.com

さいたまめ知識

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！

埼玉サッカー発祥の地は市役所?
埼玉は静岡、広島と並びサッカーの御三家と言われ、その歴史は古く、今か
ら約100年前の明治41年６月に、埼玉師範学校（現在の埼玉大学教育学部）教
諭細木志朗氏が蹴球部をつくったことにより始められ、埼玉師範から多くの指
導者が県内の学校に教師として赴任したことにより普及・発展を遂げました。
現在のさいたま市役所は、その埼玉師範跡地に建っており、正に埼玉のサッ
カー発祥の地といえます。このため埼玉サッ
カーの歴史と伝統を末永く後世に伝えるため、
埼玉師範が全国大会で初優勝を果たしてから
60周年目の平成９年４月（当時は浦和市役
所）に、市民などからの協賛によって記念碑
が建設されました。
埼玉サッカーの歴史に思いを寄せて、お近
くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
■ さいたま市役所へのアクセス

JR浦和駅西口より徒歩15分
■ 設置場所

正面玄関前
さいず

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。
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