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さいたまの観光情報
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特集 さいたま市内
半日観光ルートのご紹介！

「浦和レッドダイヤモンズルート」編

B級グルメ

岩槻ねぎの塩焼きそば
花だより

コスモスまつり
産業観光

人形の東玉 体験学習
秋のイベント紹介

岩槻区鹿室のコスモス

〒330-0853
埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2JACK大宮3F
TEL 048-647-8338 FAX 048-647-0116
ホームページ http://www.scvb.or.jp
E-mail scvb@scvb.or.jp
大宮駅観光案内所
さいたま新都心観光案内所
浦和観光案内所

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

ミュージアム
毎回、美術館・博物館の情報やオススメの企画展などをご紹介！

〒330-9109
さいたま市中央区新都心８番地
さいたまスーパーアリーナ内
☎048-601-0009
http://www.taisei.co.jp/museum/
■開館時間：11時〜18時
■休 館 日：火曜日
■入 館 料：大人1,500円、高大生
1,000円、小中生500円
2009年特別展｢ジョンとヨーコが創りだした"LOVE"の世界｣
今年2009年は、ジョン・レノンとオノ・ヨーコが愛と平和
を訴え、世界中が注目した｢ベッド・イン｣パフォーマンス・イ
ベントから40年、また、2人の結婚40周年にもあたります。
ジョン・レノンの生涯の中で｢愛｣は大変重要なキーワー
ドです。愛に飢えていた少年時代、ヨーコと出会い生まれた
激しく燃え上がるような愛、家庭のなかで育み続けた穏や
かな愛。ジョンが体験したさまざまな｢愛の世界｣を歌った曲
の中から、数多くが本邦初公開となる直筆作詞原稿の展示・
解説をするとともに、ジョンとヨーコ
の｢ベッド・イン｣パフォーマンス・イベ
ントの雰囲気を感じていただけます。
なお、特別展にちなみ開催期間中
はカップル優待価格が設けられてい
ますので、ご夫婦・カップルで、ぜひ来
館ください！
■開催期間
■会
場
■料
金

〜12月28日（月）
5Fイベントルーム他
入館料のみで見学可

Photo：©Yoko Ono Lennon.
提供：ジョン・レノン・ミュージアム

各種会議室を用意・視聴覚機器完備

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

おみやげ
このマークが
目印！

第4回さいたま推奨土産品の中から金賞を受賞した逸品を
ご紹介します。

かやの木ロール

Kaya no ki Roll

かやの木ロールはさいたま市
中央区にある国指定記念物「与
野の大カヤ」をモチーフに作ら
れています。卵黄をたっぷり使
用した風味豊かなバタークリー
ム、じっくり煮込んだラムレーズ
ン、香ばしく焼いたくるみをしっ
とりと焼いたココア生地とシュー生地で包んであります。口の中で
ふわっと柔らかな口当たりが広がります。ラムレーズンはお子さん
でも美味しく食べられるようにと、弱火でコトコト煮込み柔らかく
してから温かいうちにラム酒をかけ、アルコールを飛ばす工夫がさ
れています。店主の細やかな心遣いが感じられる逸品をぜひお試
しください。ハーフサイズのご用意もあります。

製造元：㈲イケダベーカリー
（パティスリー レタン本店）
さいたま市中央区下落合1018
TEL.048-832-7635
内容量：1本
（要冷蔵）
価 格：1,350円
主な販売場所：同店・東口駅前店
（浦和区上木崎1-2-7）
TEL.048-831-3017
HP：http://letan.hp.infoseek.co.jp/

さ・楽しさ・
ほっ
・・
味し
と する・
美
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://w w w.yono.co.jp/

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
料金（円）

／

サービス料込（又は無）
・消費税込

／

※サービス料別

アクセス

048-650-1111

S6,700〜 T13,000

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。

浦和ロイヤルパインズホテル

048-827-1111

S17,000 D/T30,000

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。

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。

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〜

14

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3,300 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〜 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※ T18,900※

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 T9,400

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5,300 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 T11,970〜

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

4

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。

ホテルミウラ

048-758-0035

S6,000 T9,500

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。

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

部屋数

アウルホテル大宮

ル

電話番号

Ｔ＝ツイン

テ

宿泊施設名

Ｄ＝ダブル

セールスポイント

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。

旅

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。

048-601-1111

S8,100〜 T15,000〜

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 食無5,250

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〜 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。

割烹旅館東山

048-641-2615

2食付11,760〜

11

JR大宮駅東口車8分

美と味の粋を極めた本格的な懐石料理の老舗旅館。

ビジネスホテルあさや

048-642-3517

S5,800

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

048-798-2359

S2食付6,000

10

東武野田線岩槻駅徒歩10分

１名様からご家族、団体まで。当日予約も可能ですのでビジネスにおすすめ。

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。

館

与野第一ホテル
ラフレさいたま

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。

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

TOPICS
埼玉

の

埼玉B級ご当地グルメ王 第4回大会準優勝

B級

ご当地
グルメ王

江戸時代から愛されてきた甘く柔らかい伝統の「岩槻ねぎ」を美味しく食すために考案された塩味の焼きそばです。
普段はワキ役の「ねぎ」が主役のまさにB級新グルメ！

食すには？ 「岩槻ねぎ」のシーズンは秋から春頃まで。ですから「岩槻ねぎの塩焼きそば」は、
この時期しか食べられません。２００９-２０１０年シーズンは、１０月から下記店舗などで味わえま
すので、岩槻へお越しの際は、ぜひご賞味ください！

永楽食堂
特 徴
値 段
所在地
電 話
営業時間
定休日

岩槻ねぎの甘さと香りを引き立たせる炒
め方が特徴です。特製の塩だれと豚肉と
スパイスのハーモニーを堪能してください。
７５０円
さいたま市岩槻区西町１−４−７
０４８−７５６−２４９８
11時〜翌5時（日曜・祝日は翌3時まで）
無休（正月除く）

北 京 亭
岩槻ねぎ・野菜・シーフードを炒め煮にして、
こんがりと焼いた麺の上に、
あんかけにしま
した。
ねぎとシーフードが絶妙の味わいです。
値 段
７５０円
所在地
さいたま市岩槻区仲町１−４−７
電 話
０４８−７５６−８１００
営業時間 11時〜21時
定休日
火曜日
特 徴

安くて気軽に食べられるご当地料理の味と個性を、有料試食をした
来場者の投票によっ
て競うイベントです。本年５月に開催された第４回
埼玉B級ご当地
大会で、
初出場の
「岩槻ねぎの塩焼きそば」
は準優勝！
グルメ王とは？
ちなみに優勝は、
これまた本市代表の
「豆腐ラーメン」
（２回目）
でした！
岩槻でB級グルメのハシゴもおすすめです。

ACCESS…大宮駅東口より徒歩3分
住 所…さいたま市大宮区大門町2-73
ＴＥＬ…048-643-2121（代）

豆腐ラーメン
レストラン大手門
さいたま市岩槻区太田3-1-1
市民会館いわつき内
048-758-1122 月曜定休

イベントカレンダー
第32回北浦和阿波踊り大会

第45回人形のまち岩槻人形供養祭

日 時 9/5(土) 16時〜21時 ※小雨決行
会 場 北浦和駅西口・ハッピーロードほか(浦和区)
問合せ 同実行委員会
☎048-831-4875

来て見て見沼たんぼ

−見沼たんぼを歩いてクイズに答えよう！−

日 時 10/1(木)〜12/20(日)
会 場 市民の森周辺区域
問合せ 見沼たんぼ市民ネット事務局
（さいたま市みどり推進課）
☎048-829-1413

第8回クリーンさいたま釣りの祭典
日 時 10/18(日) 7時〜14時 ※雨天決行
会 場 びん沼川・三本木橋〜びん沼橋（西区）
問合せ さいたま観光コンベンションビューロー
☎048-647-8339

日 時 11/3(火・祝) 10時〜14時
会 場 岩槻城址公園人形塚前(岩槻区)
問合せ 岩槻人形協同組合
☎048-757-8881

コラボさいたま2009 さいたま市商工見本市
日 時 11/6(金)〜8(日) 10時〜18時 (8日のみ16時まで)
会 場 さいたまスーパーアリーナ(中央区)
問合せ 同実行委員会
☎048-829-1364

第15回骨董アンティークフェア
日 時 11/10(火)・11(水) 11時〜17時
会 場 さいたまスーパーアリーナ(中央区)
問合せ 同事務局(五十嵐)
☎090-8814-5101

2009-2010イルミス大宮

第46回大宮フリーマーケット
日 時 10/18(日) 10時〜16時30分 ※雨天25日(日)
会 場 大宮駅東口・銀座通りほか（大宮区）
問合せ 同実行委員会
☎048-641-2190

与野停車場通り第18回大正時代まつり
日 時 10/24(土) 10時〜17時 ※雨天25日(日)
会 場 与野駅西口駅前通り(中央区)
問合せ 同実行委員会 ☎048-855-8011
当日の開催可否案内(テレドーム)
☎0180-99-3045 (通話期間10/23〜10/25)

けやきひろばイルミネーション 〜FairyForest〜
日

（2009年9月〜11月）さいたま市内で行われる観光イベント情報です。

時

10/24(土)〜10年2/14(日) 17時〜28時
※雨天実施
会 場 さいたま新都心けやきひろば(中央区)
問合せ さいたまスーパーアリーナ
☎048-601-1122

40年

村
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

日 時 11/11(水)〜10年2/14(日) 17時〜23時
会 場 大宮駅西口２Fペデストリアンデッキ
問合せ 同実行委員会 大宮西口商店街連絡協議会
☎048-645-5130

第22回コルソ骨董市
日 時 11/12(木)・13(金) 10時〜20時 (13日は17時まで)
会 場 コルソ７Fコルソホール(浦和区)
問合せ 拓也コレクション ☎048-875-5156
当日用(石内) ☎090-8846-5800

さいたま市農業祭
日 時 11/21(土)・22(日) 9時〜15時
会 場 市民の森(北区)
問合せ さいたま市農業政策課
☎048-829-1378

タッチ＆ゴーでスピーディ。首都圏は

で。

市

さいたま

産業観光施設紹介

おすすめ半日観光ル−ト

この地域の産業文化や「ものづくり」の楽しさ・素晴らしさを、見て・学んで・体験できちゃう施設をご紹介します。
みんなで「ものづくり」の現場に出かけてみよう！

さいたま市では、市内の観光資源を徒歩と公共交通機関を利用して４時間ほどで巡るルートを、それぞれのテーマ別に８ルート策定しました。
そこで、毎号その季節おすすめの観光ルートをご紹介していきます。半日観光ルートの問合せは、さいたま市経済局観光政策課☎048-829-1365まで。

●人形の東玉・人形の博物館

浦和レッドダイヤモンズルート

嘉永5年（1852）創業の老舗人形製造・販売メーカーです。人形の心や文化などを
じかに触れながら、人形のすべてを体験するコミュニケーションスペースとして、外国
からのお客様をはじめ多くの見学者でにぎわっています。

日本屈指のサッカーが盛んなまちとして全国的に
知られている「サッカーのまちさいたま」とそのシン
ボルである「浦和レッズ」との歴史をめぐるルートで
す。また、大原サッカー場で見学ができない時は、北
浦和駅から、浦和レッズのエンブレムに描かれてい
る建物の一部を復元した浦和博物館（市立病院行き
バス20分）へ足を伸ばしてみるのもいかが。レッズ
のホームスタジアムである埼玉スタジアム2002（埼
玉高速鉄道浦和美園駅から徒歩15分）では、定期的
にスタジアムツアーを実施しています。

浦和駅東口
徒歩2分

名

さいたま新都心駅または与野駅

木目込工房にてひな人形の制作が見学でき、普段、
あまり
触れる事の少ない日本人形を見学出来る。
体験学習4コース
（有料・予約要）※一例は下記参照

料

金（入場料等）

人形の博物館 一般300円
（団体割引10名以上250円）
・中
高生200円・小学生以下無料

称

人形の東玉・人形の博物館

体

株式会社東玉

地

さいたま市岩槻区本町3-2-32

見学内容
（コース等）

見学60分 体験学習30〜120分
（個人差・体験コースにより
異なります）

通

東武野田線岩槻駅東口から徒歩2分

代表的な土産物

新館1階におみやげの売場を常設・和風小物等200円〜

場

普通車15台・大型車1台

見学受入対象・人数

団体では80名程度

施 設 の 概 要

総本店本館 人形の博物館
総本店新館 木目込工房・人形学院

予 約 の 必 要 性

開

間

10時〜18時

必ず事前申込必要
（お問い合わせ時に店内の展示状況もお
尋ねください）※少人数での博物館見学は申込の必要はあ
りません。

日

月曜日
（ただし11/1〜5/5は無休）
・夏季休暇・年末年始

問 合 せ・ 連 絡 先

見学担当 ☎048-756-1111(代)

運

営

所

母
在

交

徒歩22分

見学・体験の内容や
特
徴

駐

休

車

館

時
館

人形の博物館10時〜17時

さいたま観光大使「さいたま小町」が特別出演！

人形のまち岩槻で「 江戸木目込人形いずめこ 」の製作体験レポート！
！
！
❶ レッズゲート REDS GATE

❼ 大原サッカー場

5分

浦和パルコ内にある浦和レッズとファ
ン・サポーターをつなぐコミュニケー
ションスペース。練習日程などの情報や
ゲームのチケットなども入手できます。

浦和レッズのトレーニンググラウンド。クラ
ブハウス２階に「サポーターズカフェ」と１階
前面に「観戦スタンド」が併設されています。
練習・見学時間の情報は事前に要チェック！

ⒸURAWA REDS

↑
至 J
大 R
宮 京
浜
東
北
ⒸURAWA REDS
線

徒歩5分

旧
中
山
道

皇山町
針ヶ谷

さいたま新都心駅
領家 北袋住宅

上
木
崎
北浦和
へ
︵
バ
北浦和
ターミナルビル ス
︶

レッズスクエア

北浦和駅

北浦和駅

元町

常盤小

元町

吉野畳本店

県立近代美術館

元町北

伊勢丹前に浦和レッズの活躍した選手
や歴代監督たちの足形やワールドカップ
などの記念プレートが設置されています。

常盤公園

埼玉県庁 玉蔵院
埼玉会館
中村家

法務局

徒歩21分
※

4

山崎屋

2

コルソ

菓匠花見
満寿家

本太小
和香

浜名

足立屋菓子舗

コンビニ

■見学時間／24時間可能
■問 合 せ／☎048-829-1058
（さいたま市スポーツ企画課）

鵞毛堂

高砂小

綾乃（せきね

あやの）

東玉総本店新館１階の土産品
売場で体験が出来ます

江戸木目込人形「いずめこ」
の材料がこれ！

まずは、講師の先生から作り
方のレクチャー！

4

5

6

7

8

はじめに本体底部から木目に
沿って目打ちで布に型を付け
ます

一度布を取り外し、印を付け
た型の1mmぐらい外側を切り
抜きます

大東

瀬ヶ崎

通り

本太中
浦和駒場体育館

駒場

天
王
川
遊
歩
道
駒場運動公園入口

市営浦和球場

浦和ロイヤル
浦和警察署 パインズホテル

喜久屋
琴三弦店

関根

北浦和駅から
（バス）

浦和総合運動場

463

浦和消防署

3

上木崎

市立浦和高
浦和中

常盤

10分

3

冨士屋生菓店

浦和北公園

さいたま市役所
浦和区役所

上木崎バス停下車
徒歩10分

宇美濃

市川橋

与野駅

6

北浦和公園

2

大原中
上木崎

上木崎小

北浦和駅バス停から
バス7分

市内の企業に勤務するスポーツ
ウーマン。平成20年度さいたま
市民まつりにおける、さいたま
商工会議所青年部の主催によ
るイベントで、さいたま市の産
業観光の魅力を紹介する「さい
たま小町」に選ばれました。

7

北袋町

浦和レッドダイヤモンズ
キャラクター「レディア」

17

徒歩
2分

大原

コクーン新都心

1

●リポータープロフィール●

■問合せ／ハローダイヤル☎03-5777-8600
（8時〜22時）

■営業時間／浦和パルコ営業時間
（10時〜21時）
■問 合 せ／☎048-611-8334

❷ レッズレリーフ

「人形の東玉」で体験学習コースのひとつである「江戸木目込人形いずめこ」の製作を、「さいたま観光大使」にも任命された
「関根綾乃」さんに、チャレンジしていただきました！

20分

浦和駅

宇宙科学館入口

5

駒場運動公園
藤 原山中
右
衛
門 太田窪
川
通
り

本太

東仲町

仲本小

伊勢丹

浦和駅東口

1

原山

0

9

本体の木目に、目打ちでのり
を流し込みます

最後に頭部の部品を差し込
んで

徒歩36分
500m

☆「江戸木目込人形いずめこ」
は、
目打ちとハサミで作れるとっても
愛らしい人形です！

完成です！

元町北バス停下車徒歩5分

ｏｒ

はさいたま市指定の伝統産業事業所です。

布の型をとって切り抜き、のり
を付けて木目込む！この繰り
返し

10

■見学時間／ 24時間可能

PARCO／コムナーレ
むさし乃

5分

平成5年から北浦和GINZAレッズ商店街に
改名し、レッズを応援する活動を続けている
商店街にレディア像や選手のフットレリーフ
が設置されています。また、駅前の「レッズス
クエア」にある「サッカーからくり時計」も必
見。ホイッスルに合わせて、選手やサポーター
がコミカルな動きで登場します。

青少年宇宙科学館

463

酒井甚四郎商店

❻ レディア像・レリーフ

切り抜いた布を木目込みます

宇宙科学館入口バス停から
バス5分
徒歩2分

花だより
毎年10月下旬から11月初旬にかけて、
さいたま市内各所で
「コスモスまつり」
が開催されます。各会場ではコスモスの摘み取り
（有料）
のほか、地元野菜の直売や各種模擬店なども出
店しますので、
ぜひご来場ください！

さいたま市内のコスモスまつり
岩槻区南下新井地区（コスモスの散歩道）

10月17日（土）
・18日（日）

浦和レッズのホームスタジアムのひとつ。現
在は、埼玉スタジアムでのホームゲーム開催
が多いため試合数は減りましたが、依然レッズ
サポーターからは聖地と称されています。

北区大砂土地区（市営大宮球場北側）

10月24日（土）※雨天25日（日）

見沼区膝子地区（膝子直売所西側）

10月24日（土）※雨天25日（日）

西区植水地区（加茂川団地東側）

10月24日（土）
・25日（日）

■駒場運動公園開園時間／ 8時30分〜22時
■問 合 せ／☎048-882-8149

見沼区中川地区（中川分水通り寺前住宅南側） 10月25日（日）

❺ 駒場スタジアム

2分

さいたま市役所が建つこの地は、埼玉師
範学校（現埼玉大学教育学部）の跡地であ
り、明治41年（1908年）、同校に着任した細
木志朗氏が蹴球部を創設し、生徒にサッ
カーを教えたのが「埼玉サッカー」の起源
とされています。
記念碑は市役所正面玄関前にあります！
■見学時間／24時間可能
■問 合 せ／☎048-829-1058
（さいたま市スポーツ企画課）

■営業時間／10時〜19時
■定 休 日／月曜日
■問 合 せ／☎048-824-0290

36

分

分

❸ 埼玉サッカー発祥の地記念碑

浦和レッズのオフィシャルショップです。他で
は手に入らないオリジナルグッズも豊富に取り揃
えています。店内にはレッズの映像を楽しめる
コーナーもあります！

徒歩

徒歩
12

❹ レッドボルテージ RED VOLTAGE 20分

ｏｒ

徒歩
9分

浦和駅東口から
バス8分

15分

大砂土地区

駒場運動公園入口バス停下車
徒歩2分

048-601-0009

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

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。

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-6-18
tel 048-831-2611 fax 048-825-6620
http://www.kanto-m.co.jp

(C)Yoko Ono Lennon. Photo:Iain Macmillan

料金 大人1,500円、高大生1,000円、小中生500円
J R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

岩槻区鹿室地区（貝塚団地北側）

11月 1日（日）

見沼区大谷地区（環境整備センター南側）

11月 3日（祝）

植水地区

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
TEL048（643）5811㈹ FAX048（643）3137
http://www.parkplazahotel.net/

観光のお問い合わせは
観光案内所でどうぞ
大宮駅観光案内所
〒330-0853
さいたま市大宮区錦町630（JR大宮駅構内）
TEL.048-644-1144 ／ FAX.048-647-8778
■営業時間 9時〜19時
SCVBスタッフ常駐時間10時〜18時30分

（ ただし13時30分〜14時30分まで休憩時間あり ）
さいたま新都心観光案内所
〒338-0001
さいたま市中央区上落合2
（JRさいたま新都心駅東西自由通路内）
TEL.048-600-0070（FAX兼用）
■営業時間 10時〜18時30分
浦和観光案内所
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂1-16-20
（JR浦和駅西口）
TEL.048-824-0333（FAX兼用）
■営業時間 10時〜18時30分

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！

太宰

皆さんは太宰治が大宮で
『人間失格』
を完成させたという
ことをご存知ですか？大宮に馴染みのあった筑摩書房社長
の古田晃氏が、
大門町で天ぷら屋を営んでいた小野沢清澄
氏に部屋と食事を提供してくれるよう相談し、
昭和２３年４月
２９日から２週間、
大宮で執筆活動を送ることになったのです。
８畳と３畳の２間を借り、
朝９時頃には起床して、
昼頃から卓袱台に向かって
ペンを走らせ、
夕方になると現在の平成ひろば付近にあった銭湯
『松の湯』
で
風呂に浸かり、
帰り道、
当時氷川参道に並ぶ闇市を見ながら散歩し、
そして夜
はゆっくりと食事を摂る、
そんなゆったりとした規則正しい生活を送っていま
した。
大宮を離れた後、
１ヶ月後に太宰は自らの命を断ってしまうのですが、
小
野沢氏には
「次の仕事もまた大宮で執筆したいのでこの部屋は空けておいて
ほしい」
と言い残していたことからもその死は未だ謎
です。
ただ太宰がこの地と出会った人に癒され、
気持
ちよく過ごして作品を完成させたことは事実であり、
戦後の食糧難の時代に出
来る限りのもてなしをした
小野沢氏の心意気や今も
当時と変わらぬ風景を残
す氷川参道など、
かつて
太宰治を癒した大宮がい
まもなお、
そこにあります。
執筆に使用した部屋。

大宮

ちゃ ぶ だい

卓袱台を拭いているのが小野沢氏。

ちゃ

ぶ

だい

氷川参道（平成ひろば）

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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