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特集 さいたま市内
半日観光ルートのご紹介！

「 文化芸術ルート」編

Winter Sports

沼影アイススケート場
花だより

ウメ
産業観光

ダルマ製造 田口物産
冬のイベント紹介

大宮第二公園梅林

〒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！

〒330-0062
さいたま市浦和区仲町2-5-1
浦和センチュリーシティ 3F
☎048-827-3215
http://www.uam.urawa.saitama.jp/
■開館時間：10時〜17時
（土日は20時迄）
■休館日：月曜日（祝日の場合は
翌平日）、年末年始（12/27〜1/4）
■観覧料：内容により異なる

開館10周年記念

オブジェの方へ −変貌する「本」の世界−
「地域ゆかりの作家」と「本をめぐるアート」をコレク
ションの二本柱にしている同美術館の開館10周年記念に
相応しい展覧会です。
古今東西、美しい挿絵や凝った装丁の本、豪華な造り
の様々な本が作られてきました。現代においてもアーティ
ストたちの多くが美しい本を作り、あるいは本をテーマに
して作品を制作しています。
本展では、アーティストたちを、そして私たちをも惹き
つけて止まない変貌してゆく「本」
の魅力とその広がりの一端を、現
在1000点を超えている同館のコレ
クションの中から、未来派から現
代の若手作家の「本」を通して紹
脇田愛二郎
介しています。
「信号機」1979年
■開催期間
■会
場
■料
金

〜2010年1月24日（日）
ギャラリーA・B・C
一般500円、高大生300円、小中生150円
※団体、リピーター割引有り

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

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お品を
ご紹介します。

狭山茶 中山道宿場銘茶 大宮宿・浦和宿
Nakasendou shukuba-meicha Omiya-zyuku Urawa-zyuku
狭山茶の一服からゆるやかな
時の流れを感じ取られるように
思いを込めて製造し、渋みの少
ない甘みのある口あたりの良い
飲み口が特徴のお茶です。
パッケージには、大宮宿・浦
和宿の浮世絵チックなデザイン
が描かれています。
『信濃屋』は、昭和13年12月
大宮銀座通りに、海苔・茶・鰹節の専門店としてはじまった
地元大宮の老舗です。
「伝統の味と香りをひとすじに」… 伝統を誇る信濃屋が選
んだ、国内の茶産地から優れたお茶をお好みで選べますよ！

製造元：㈱信濃屋
さいたま市北区吉野町1-384
TEL.048-661-5555
内容量：85g×2本
☆写真はルミネ大宮店
価 格：3,150円
主な販売場所：髙島屋大宮店
（地下１階）
ルミネ大宮店
（大宮駅ビル・ルミネ大宮1）
イトーヨーカドー大宮店
（さいたま新都心駅東口）
浦和観光案内所
（浦和駅西口）
HP：http://www.sinanoya.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
寒い季節には、ついお家にこもりがちになりますが、寒くなければ出来ないスポーツもあります。
氷上をツーッと滑れば、体は暖か！気分は爽快！
ご家族、ご友人、カップルで、アイススケートを楽しみましょう！！

沼影アイススケート場

■ 利用場の注意
・ 滑走中は手袋を要着用
・ 幼児には保護者の付き添いが必要
（保護者１人につき幼児２人まで）
・ スピードスケート靴は使用不可
■ 問合せ
☎０４８−８６１−９９５５
（沼影公園管理事務所）

夏はプール営業の市営屋外アイススケート場です。
リンクの大きさは ３０m ×６０m（ 面積１，
８００㎡）あります。
屋外なので、外の景色と空気を感じながらスケートを
楽しめますよ。
■ 営業期間（2009-2010シーズン）
平成21年12月19日（土）〜平成22年２月21日（日）
※12月31日〜１月１日は休場
※その他天候等・リンクコンディションにより休場・閉鎖する場合もあります。
■ 利用時間
９時〜18時（土日祝日は20時50分まで）
■料 金
一般630円・小中高生310円
※貸し靴有料（１足350円）
16cm〜
■ 所在地
さいたま市南区沼影２−７
■ 交通
JR埼京線・武蔵野線「武蔵浦和駅」から徒歩10分
※無料駐車場あり

さ・楽しさ・
ほっ
・・
味し
と する・
美

イベント情報

期日／１２月２４日・２５日
時間／１回目１０時３０分、
２回目１３時、３回目１５時３０分

小学生までのお子様へ
サンタクロ ース から
お菓子のプレゼントが
もらえるよ
（両日とも先着200名）
※天候により時間は変更する
場合もあります。

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。

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/

クリスマスに
サンタがやってくる！

(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

イベントカレンダー
けやきひろばイルミネーション 〜Fairy

（2009年12月〜2010年2月）さいたま市内で行われる観光イベント情報です。

Forest〜

日 時 〜10年2/14
（日）17時〜28時
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

2009-2010イルミス大宮
（木）
〜10年2/14
（日）17時〜23時
12/3
大 宮 駅 西 口2Fペ デ ス ト リ ア ン
デッキ（大宮区）
問合せ 同実行委員会 大宮西口商店街連絡協議会
☎048-645-5130

日
会

時
場

さいたま太鼓エキスパート2009

秋葉神社秋季例大祭
日

時

12/18（金）9時〜18時

会

場

秋葉神社及びその周辺（西区）

問合せ

秋葉神社
☎048-624-6656

一山神社冬至祭【市指定無形民俗文化財】
日

時

12/22（火）14時〜

会

場

一山神社（中央区）

問合せ

市文化財保護課
☎048-829-1723

日進餅つき踊り【市指定無形民俗文化財】

日

時

12/6（日）13時〜17時

日

時

10年1/1（木）0時〜

会

場

市民会館おおみや（大宮区）

会

場

日進神社（北区）

㈳さいたま観光コンベンションビューロー

問合せ

問合せ

☎048-647-8339

十日市（酉の市）

市文化財保護課
☎048-829-1723

与野七福神行列

日 時 12/10(木) 10時〜22時
会 場 武蔵一宮氷川神社及びその周辺
（大宮区）
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

10年1/3（土）11時30分〜14時

会

場

与野本町通り周辺ほか（中央区）

問合せ

㈳さいたま観光コンベンションビューロー
☎048-647-8339

十二日まち（大歳の市）
日

時

12/12(土) 11時〜22時

会

場

調神社及びその周辺（浦和区）

問合せ

㈳さいたま観光コンベンションビューロー
☎048-647-8339

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
h t t p://www.parkplazahotel.net/

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

さいたま市

おすすめ半日観光ル−ト

花だより

ア

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。健康的に歩いて、ぜひさいたま市の魅力をお楽しみください！

ー

START
与野本町駅

ト

徒歩1分

な
まち を

文化芸術ルート
現代アートをたどりながら、
歴史から未来へとイメージ
しつつ歩けます。ルート以外にも、本町通りの南に足を伸
ばすと、国の天然記念物であり、高さ21.5m、
樹齢1000年と
伝わる関東随一のカヤの木「与野の大カヤ」や、街路樹とし
ては日本一長い約17kmのケヤキ並木がある「埼大通り」も
オススメです。その埼大通りでつながる北浦和駅前には、
椅子のコレクションでも有名な「埼玉県立近代美術館」、彫
刻広場、音楽噴水や童謡『七夕さま』で有名な下總皖一の
碑がある「北浦和公園」、お茶室などの伝統文化施設「恭慶
館」などもあります。
芸術も文化も、ぎゅっと詰まったエリアです。また、さい
たま市ゆかりのアートは、浦和駅西口の「うらわ美術館」で
ご堪能ください。

いて みよう

❶ 与野本町駅前公園

5分

石畳やバラ園が整えられ、新宮晋氏に
よる動く彫刻「太陽の神話」などのオブ
ジェもあります。
■バラの見頃／5月上旬〜6月上旬、
9月上旬〜10月上旬
■開園時間／24時間可能
■問 合 せ／☎048-852-2518
（下落合プール管理事務所）

徒歩5分

ウメ
（見頃２月中旬〜３月中旬）

GOAL
さいたま新都心駅

徒歩3分

❾ さいたまスーパーアリーナ

20分

世界最大級の可動システムを持つ多目的
施設。音楽・スポーツ・産業・文化などの大規
模なイベントが開催されます。施設内を見学
できるアリーナツアーもあります（月２回程
度、有料）

● 大宮第二公園の梅林

● 久伊豆神社の梅林

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
■アクセス：東武野田線「大宮公園駅」から徒歩２０分
■駐 車 場：有り
■問 合 せ：☎０４８−６４５−９６０５（大宮第二公園事務所）

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
■駐 車 場：有り
■問 合 せ：☎０４８−７５６−０５０３
（久伊豆神社社務所）

■問合せ／☎048-601-1122

産業観光施設紹介

徒歩1分

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！
●田口物産

お正月に願掛けの縁起物として「だるま」を購入されている方も多いかと思いますが、さいたま市岩槻区には、大正15年創業以来、生
地から一貫生産の張子だるま製造とだるま生地製造卸業を営んでいる会社があります。達磨生地では全国展開しており、北は仙台から南
は出雲地方11都府県へ出荷されています。みなさんが購入された「だるま」も生地は岩槻産かもしれませんね！
名
所

❽ ジョン・レノン・ミュージアム 60分
ジョン・レノン生誕60年の節目に誕生した、
オノ・ヨーコ氏が公認した世界唯一のミュー
ジアム。写真や映像、音楽を駆使して、愛用の
品や秘蔵の遺品などを展示しています。
■開館時間／ 11時〜18時
■休 館 日／火曜日
（祝日の場合は翌平日）
、
年末年始
■入 場 料／大人1,500円／高校・大学生
1,000円／小中学生500円
■問 合 せ／☎048-601-0009
※

20分

駐

田口物産株式会社

地

さいたま市岩槻区末田2004

通

東武野田線岩槻駅から越谷方面行き
バス17分大戸下車徒歩2分
埼玉高速鉄道浦和美園駅から車で
15分（路線バス無し）

場

普通車5台・大型車2台

施 設 の 概 要

張子だるま、だるま生地の製造

見 学 可 能 時 間

10時〜12時、
13時〜14時30分

見学内容
（コース等） 工場見学

休

土・日・祝祭日

代表的な土産物

張子だるま300円〜

見学受入対象・人数

10歳程度から、グループ5名程度まで

予 約 の 必 要 性

要予約。お電話でお申し込みください。

問 合 せ・ 連 絡 先

☎048-798-0329

業

日

見学・体験の内容や
特
徴

真空成型行程によるだるま製造の見学

金
（入場料等） 見学無料

約60分

徒歩5分

2010年3月28日
オープン

■開館時間／9時〜22時、
不定休（月３日程度）
■問 合 せ／☎048-858-5500

❺ 蔵造り住宅

徒歩10分

★印に点在

❼ まちなみアート

30分

徒歩２ 分

■サクラの見頃／3月下旬〜4月上旬
■バラの見頃／5月上旬〜6月上旬、
9月上旬〜10月上旬
■開園時間／24時間入園可能
■問 合 せ／☎048-852-2518
（下落合プール管理事務所）

さいたま市北区土呂町2-24-3
常設展示室、企画展示室、講座室、盆栽庭園（屋外展示場）
■ 観 覧 料 一般300円、高大生・65歳以上150円、
小・中学生100円
※団体割引やお得な年間チケットも発売予定！
■交
通 ＪＲ宇都宮線土呂駅より徒歩５分、東武野田線大宮公園駅より徒歩10分、駐車場有
■ 問 合 せ TEL 048-829-1221
（さいたま市 文化施設建設準備室）
■所

30分

❻ 時の道

在 地

■ 主な施設

さいたま新都心の合同庁舎１号館から日
本郵政グループさいたまビルまでのエリアに
は、アーティストや地域の子どもたちによるた
くさんの彫刻が展示されています。

ソメイヨシノ約300本のほか、109種約
3000株あるバラの名所です。園内には与
野七福神の一つの天祖神社（寿老人）もあ
ります。

大宮盆栽美術館

Omiya Bonsai
Art Museum

世界のBonsai のメッカとして知られる「大宮盆栽村」を擁するさいたま市が、盆栽文化の拠点施設として整備中の
「大宮盆栽美術館」が、いよいよ2010年3月28日
（日）にオープンします。
世界初の公設盆栽美術館として、盆栽の名品の数々を展示するほか、多くの人が盆栽の世界観や美しさにふれる
ことができる事業を行なってまいります。

幕末〜明治、
大正時代に建
てられた住宅が現存しています。

❹ 与野公園

★印

過去・現在・未来をイメージした
門のオブジェが建てられています。

徒歩36分

5分

ひな人形
大ご奉仕会
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）

さいたま市岩槻区本町3-2
（岩槻駅前）

048 - 756 - 1111

カタログのご請求は

ひな人形
五月人形

鎌倉時代の武将・畠山重忠が創建したも
のを移建。境内にある枝垂れの彼岸桜は
「円乗院の千代桜」
（樹齢300年）と呼ばれ、
市の天然記念物に指定されています。
■サクラの見頃／3月下旬
■拝観時間／7時〜17時

車

称

はさいたま市指定の伝統産業事業所です。

演劇、ダンス、クラシックなど著名な
アーティストの公演が多く、海外からも
評判の劇場。敷地内には、新宮晋氏によ
る動く彫刻「月の翼」があるほか、吹き
抜けの円形広場や回廊など、建物も見ご
たえあります。

❸ 円乗院

在

交

料

❷ 彩の国さいたま芸術劇場

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？

タッチ＆ゴーでスピーディ。首都圏は

で。

彩の国

優良ブランド品

皆様の開運を願い職人が心を込め焼き上げた煎餅です

〒338-0014 さいたま市中央区上峰2-3-9
TEL.048 - 852 - 3753 FＡX.048 - 856 - 0320

http://www.nanakoshi.co.jp
めでたい

く わ い

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！

皆さんは
「くわい」
をご存知ですが？オモダカ科の水生植物で、
地下に
できる塊茎
（芋）
という部分を食用にします。
収穫期は、
１１月末から１２
月中に限定されている冬野菜で、
大きな芽の出ることから
「めでたい」
と
され、
お正月料理や祝い事に欠かせないものとなっています。
埼玉県は全国屈指の
「くわい」
の産地で、
産出額では平成１８年度全国
１位です。
その歴史は古く、
明治時代には東京向けに出荷が行われていま
した。
現在も、
さいたま市
（とくに岩槻区や緑区）
を中心に県東南部、
綾瀬
川流域で栽培され、
東京、
大阪、
京都を中心に全国に出荷されています。
食べ方には、
煮物や揚物など色々ありますので、
ぜひお正月のおめでた
い席で、
さいたま市産の
「くわい」
を食べてみませんか？
また、
「くわい」
を使ったアイスや焼酎なども販売されていますので、
こ
ちらもぜひご賞味ください。
かいけい

くわいの直売所
JA南彩岩槻農産物直売所「あさつゆの里」
さいたま市岩槻区城南4-1-40
TEL 048-798-8311
JAさいたま大宮ぐるめ米ランド
さいたま市北区日進町2-999-2
TEL 048-666-6438
（取扱時期）
11月下旬〜12月末
くわいについてのお問い合わせは
さいたま市経済局経済部農業政策課 TEL ０
４
８-８
２
９-１
３
７
８
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。

「Sai's」
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