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TOPICS

※�さぎ山記念公園には駐車場があります。浦和駅
や大宮駅から路線バスで来ることもできます。
※�農作業を行います。汚れても良い服装や着替え、
飲み物は各自ご持参ください。

交通機関◦なし・徒歩にてご案内
添 乗 員◦同行します
募集人員◦40名
最少催行人員◦10名

TEL.048-642-8650または「埼玉体験旅くらぶ」で
ネット検索（http://taiken.sainokuni-kanko.jp/）
JTB首都圏法人営業埼玉支店チーム埼玉事務局
営業時間◦9：30〜17：30（土日祝休業）

申込み
問合せ

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/

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

各種会議室を用意・視聴覚機器完備

　埼玉の隠れた魅力を紹介するため、埼玉県とJTB首都圏チーム埼玉
がとっておきのツアーを企画する「埼玉体験旅くらぶ」。農業体験や
サブカルチャー、歴史探訪、芸術鑑賞など様々なジャンルの体験型旅
行商品をご用意しています。
　今回その中から、さいたま市緑区にある「ファームインさぎ山」で
の農業体験ツアーをご紹介します！　県外の方はもちろん地元の方で
も新しい発見がきっと見つかりますよ！！

主宰の萩原知美さんが「農業の
大切さ、農村生活の豊かさ」を
発信するため、自宅を開放して
開講した田舎暮らし体験塾です。
年間を通して四季折々の農作物
の作付け体験と、農村生活体験
が出来ます。また、敷地内には
農家レストラン「諏訪野」も有り、
有機農産物を使った料理も楽し
めます。（要予約）

埼玉体験旅くらぶで

　日帰り旅行はいかが
！

ファームインさぎ山とは

シリーズ第10弾

みんなで落ち葉掃き！
お昼はやっぱり！わら炊きご飯と

けんちん汁づくり
日�2010年12月23日（木・祝）日帰り
時�さぎ山記念公園駐車場�9時30分
地�さぎ山記念公園（さいたま市緑区上野田）
食�昼食１回（ファームインさぎ山）
￥�お一人様3,500円（小学生以下2,800円）

ぺったん！ぺったん！
新春！自然のなかで

餅
も ち

つき体験
日�2011年１月８日（土）日帰り
時�さぎ山記念公園駐車場�9時30分
地�さぎ山記念公園（さいたま市緑区上野田）
食�昼食１回（ファームインさぎ山）
￥�お一人様3,500円（小学生以下2,800円）

ラストチャンス？
心温かツアー

味噌つくって友づくり
日�2011年２月13日（日）日帰り
時�さぎ山記念公園駐車場�9時30分
地�さぎ山記念公園（さいたま市緑区上野田）
食�昼食１回（ファームインさぎ山）
￥�お一人様4,800円（小学生以下3,800円）

シリーズ第11弾 シリーズ第12弾



おみやげ

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）

多彩なテナントが魅力

Sekitan Arare

石炭あられ

　鉄道博物館ミュージアムショップで人気のお土産品です。昔なが
らの鉄道を思い浮かべる石炭をイメージし、味付は醤油ベースに食
用竹炭・青のり・食塩などを使用したあっさり味です。見た目の黒
さと味のギャップが楽しめます。
　また、姉妹品として、赤々と燃えている石炭をイメージした唐辛
子味の「燃える石炭あられ」もおすすめです。

製造元◦�株式会社金時米菓
　越谷市新川町2-298
　☎048-966-3535
販売先◦鉄道博物館ミュージアムショップ
　さいたま市大宮区大成町3-47
　　鉄道博物館内
営 業時間・定休日等◦10時～18時
　火曜休、年末年始休
　☎048-654-6281 
内容量◦80g（40g×2）
価　格◦630円

第４回さいたま推奨土産品に
選出された中から、
金賞を受賞したお品をご紹介します。

＜食用竹炭使用＞
 合成着色料は使用しておりません。



ミュージアム

41年

美術館・博物館の情報や
オススメの企画展などをご紹介！

　御料車は、天皇・皇后両陛下や皇
太子殿下が御乗用される車両の総称
で、「走る美術品」とも称されてい
ます。明治、大正、昭和の時代にお
ける最も信頼性の高い車両製造技術
と最高レベルの工芸美術の粋を結集
して製造されており、当時の美術工
芸品を知る上で大変貴重な資料と
なっています。 
　今回の展示では、 ３期に分けて展
示されており、現在展示中の第２期
が12/13まで、第３期が12/15か
ら2011年１/16まで開催されます
ので、ぜひ、この機会に、貴重な装
飾美術品をご観覧ください！

鉄道博物館開館三周年特別企画展
「御料車～知られざる美術品～」

〒330-0852
埼玉県さいたま市大宮区大成町３－47
☎048－651—0088
http://www.railway-museum.jp/
開館時間■10時～18時
休 館 日■ 火曜日、年末年始
入 館 料■ 大人　　1,000円
　　　　　小中高生　500円
　　　　　幼児（3歳以上未就学時）
　　　　　　　　　　200円

開催期間■～2011年１月16日（日）
会　　場■鉄道博物館２F スペシャルギャラリー
料　　金■ 無料（入館料のみ）



イベントカレンダー 2010年12月～2011年２月
さいたま市内で行われる観光イベント情報です。

時　間　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

12/10㈮ 十日市（酉の市）

時　間　17時～24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

～11年２/14㈪ さいたま新都心けやきひろばイルミネーション

時　間　13時～17時
会　場　市民会館おおみや（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

12/５㈰ さいたま太鼓エキスパート2010

時　間　0時～
会　場　日進神社（北区）
問合せ　市文化財保護課
　　　　☎048-829-1723

11年１/１（土・祝） 日進餅つき踊り【市指定無形民俗文化財】

時　間　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

11年１/３㈪ 与野七福神行列

時　間　10時～16時
会　場　石井実生園・ミズキの森（見沼区）
問合せ　石井実生園
　　　　☎048-684-2781

11年１/８㈯～10㈪ 第3回ロウバイ・ミニまつり

時　間　14時～
会　場　一山神社（中央区）
問合せ　市文化財保護課
　　　　☎048-829-1723

12/22㈬ 一山神社冬至祭【市指定無形民俗文化財】

時　間　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

12/18㈯ 秋葉神社秋季例大祭

時　間　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

12/12㈰ 十二日まち（大歳の市）

　冬の遊びといえばウィンタースポーツ。といえばスキー・
スケート！ しかし、関東平野のど真ん中に位置するさいた
ま市には、残念ながらスキー場がありませんが、スケート場

ならあります。寒い季節には、ついお家にこもりがちになりますが、氷上
をツーッと滑れば、体はポカポカ！気分も爽快！

沼影公園アイススケート場

TOPICS

■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
■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（2010-2011シーズン）
平成22年12月18日（土）〜

平成23年２月20日（日）
※12月31日〜１月１日は休場
※�その他天候等により休場・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・幼児無料
※貸し靴有料（１足350円）16cm〜
■所在地
さいたま市南区沼影2-7-35



宿泊施設 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 電話番号 料金（円） 部屋数 アクセス セールスポイント

ホ
　
　
テ
　
　
ル

アウルホテル大宮 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名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3,300　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 S5,500　T9,000 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名5,100　1室1名5,800 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名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1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～ 58 JRさいたま新都心駅西口徒歩5分 ホテル内レストランは埼玉県「特別栽培農産物利用店」です。

ホテルミウラ 048-758-0035 S5,000　T9,000 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。

ホテルメッツ浦和 048-826-0011 S8,800～　T13,000～ 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 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。

旅
　
　
　
館

大宮国体記念会館 048-643-1515 1名4,500 16 東武野田線大宮公園駅徒歩3分 10名様以上の団体専用宿泊施設（要予約、７日前まで）

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 S5,000 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。

Ｓ＝シング　Ｄ＝ダブル

Ｔ＝ツイン
サービス料込（又は無）

消費税込 ※サービス料別



　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！産業観光施設紹介

釣れ　連れ なるまま…

　さぎ山記念公園は、かつては鷺（さぎ）の集団営巣・繁殖
地として、国の特別天然記念物に指定されていた「野田のさ
ぎ山」を後世に残すとともに、往時を偲ぶことができる公園
として整備され、昭和61年５月に開園しました。
　まわりを見渡せば、見沼たんぼが眼下に広がるのどかな所
にあります。最寄りの駅はありませんが、すぐ近くには路線
バスが運行していることと、同園行きの市のコミュニティバ
スが１時間置きに巡回しているので、比較的に便利です。
　公園内には広々とした「芝生ひろば」をはじめ、市内に在
住、在勤、在学のいずれかに該当する方ならバーベキューや
キャンプ体験ができる「青少年野外活動センター」などの施
設がある他、今回紹介します修景池では、ヘラブナ釣りを存
分に堪能することができます。

　同管理事務所が年に一回の割合で、ヘラブナの放流事
業を行っているので、魚影が濃く無料で利用できるとい
うことで、毎日気兼ねなく釣りを楽しむ方が多くいます。

（※特に土・日曜は混雑します）
　修景池の総面積が4,000平方メートル、外周囲が約
370メートルの広さで、水深が平均して１メートル足ら
ずの小さな人造池です。また、水源はすぐ脇を流れる見
沼代用水東縁から引いており、常に水が動いているため、
冬場でも魚の活性が高いようです。魚は生態系を乱さな
いことやヘルペスなどの病気から守るためにも、持ち出
しや移入は厳禁しています。また、釣り場が池の約半分
と限られているので、トラブルのないよう注意しながら
釣りをしてください。
　ここの対象魚であるヘラブナは「鮒に始まり鮒（また
は平鮒）に終わる」という格言があるとおり、古くから
釣り人に愛され続けている、大変奥が深い魚です。
ヘラブナ釣りはヘラ竿、竿受け、仕掛け、ヘラウキ、練
りエサがあれば、十分に釣りができます。（※他の竿を
代用してもOKです。）
　池が浅いので竿は10尺（約3.3メートル）前後がベス
トで、エサは冬場にかけては活性がにぶるためウドンな
どがよさそうです。ちなみにこちらでは、水質悪化を防
ぐため“オカメとトロロは使わない”とのモラルがあり
ます。仕掛けは人それぞれ多少違いがありますが、基本
的に左図を参考にしてください。また、一番重要な釣り
の要素であるタナ（魚の遊泳層）も水温が低くなるにつ
れ、深場に移動していくなど、時期、時間等でも刻々と
変化します。先に触れた通り、ヘラブナは警戒心が強く
奥が深い魚なので、上手な人に教わったり、専門雑誌、
インターネットなどで研究してみると数も上がり楽しさ
も倍増することでしょう。

#２ さぎ山記念公園 修景池（緑区南部領辻）

さいたま市内の遊べる釣り場紹介

釣場環境

釣期／ヘラブナの釣り方

　正式には社名を調（つき）神社と云いますが、地元
では「調宮（つきのみや）」の愛称で親しまれていま
す。ウサギが神使とされ、狛犬ではなくウサギの石
像が置かれているなど、境内の至るところに彫刻や
像が見られます！
　2011年の卯年にはピッタリのツキを呼ぶ調神社
で、初詣はもちろん厄除、初宮詣、七五三などお参
りに行ってみよう！！

住 所 さいたま市緑区南部領辻ほか　☎048-878-3656

アクセス
JR浦和駅から国際興業バスさぎ山記念公園下車徒歩3分
東武野田線七里駅からコミュニティバス／さぎ山記念公園下車

問い合わせ ㈶さいたま市公園緑地協会　http://www.sgp.or.jp/

　
＜仕掛け参考例＞
◦竿：10尺
◦道糸：0.8号
◦ハリス：0.4号
◦ハリ：４号
◦ウキ：20cm前後

卯年には

ウサギが神使の「調宮」へ Go!
さいたま市浦和区岸町3 
☎ 048-822-2254（受付時間：９時〜16時）

参拝時間◦ご神前（外）での参拝は24時間可能
授与所開設時間◦9時〜16時
　　　　　　　　※15時30分頃までにお越しください

祈願については、授与所でお問い合わせください。

 調神社

竿：
８〜12尺

道糸：
１〜0.6号

ウキ：
20cm前後

丸カン

板オモリ

ハリス：0.3〜0.4号

ハリ：３〜５号

◦両ダンゴ
　上　15～25cm
　下　20～35cm
◦ウドンセット
　上　５～15cm
　下　20～40cm

取材協力：マルキュー㈱

歳 時 記
初　詣

節　分

サクラと拝殿

十二日まち

茅の輪くぐり

宮 入 り
浦和まつり

御 祭 神
天照大御神（あまてらすおおみかみ）

豊宇気毘賣神（とようけひめのかみ）

素盞嗚尊（すさのおのみこと）

鳥居がない！

御 由 緒
　「調宮縁起」によると、今からおよそ2000年前の
第10代崇神天皇の勅命により創建。伊勢神宮へ納め
る貢（調）物（みつぎもの）の初穂を納めた倉庫群の中に
造営されたため、貢物搬出入の妨げになる鳥居が無い
と伝えられています。確かな文献では、平安時代中期
の延喜５年(905)に醍醐天皇が編纂を命じた法典であ
る「延喜式神名帳」に、武藏國四十四座のうちの一社
と記載されています。
　また、調（つき）の名が、月と同じ読みであるところ
から、月の動物と云われた兎が神の使いとされ、中世
の月待信仰（月のもつ神秘に畏敬をなし、月の出を待っ
て祈る信仰）の広がりと結びつき、江戸時代には月読
社とも呼ばれていたようです。今も兎の石像や社殿に
飾られた兎の彫物、兎の絵馬など所々に兎が配されて
います。

　明治４年創業からの伝統の酒づくりを今に伝えるさまざま
な歴史的資料・道具の数々を常時展示しています。近年では
あまり見ることのできない古くから伝わる酒造りの道具の
数々は後世へ伝えるべき貴重な資料として、大切に保管、展
示されていますので、ぜひご覧ください。
　また、現代の酒造りがわかるビデオコーナーや試飲コー
ナーをはじめ、岩槻の地酒全商品を扱う直売店も併設してい
ますよ！

お参りに行ったら、

調神社のウサギを

探してみよう！

神主さんによると、実数は謎だそうです。
（参拝者が見えない所にもあるそうです！）

●石像

●手水舎

●手水舎の土台

●拝殿の絵馬

●拝殿の照明

●拝殿の灯籠

●稲荷社
　（旧本殿）
　の彫刻

●神池の噴水

●開運絵馬

●神卯絵馬守

●神卯守
　（神楽焼）

うさぎを
探そう！

番 外 編

鈴木酒造 酒蔵資料館

所 在 地 さいたま市岩槻区本町４-８-24

交 通 東武野田線岩槻駅東口から徒歩７分

駐 車 場 普通車５台・大型車１台

施 設 の 概 要 創業より使われている木造の酒蔵

見学可能時間 10時〜17時 

休 業 日 毎週月曜日、正月（1/1〜1/4）、そ
の他臨時休館有り

見 学・体 験 の
内 容 や 特 徴

酒蔵見学・資料館見学・ビデオコー
ナー

料金（入場料等） 見学無料

見 学 内 容
（ コ ー ス 等 ）

酒蔵見学→資料館→ビデオ→売店で
買い物 約50分

代表的な土産物 酒粕1袋200円・漬物1袋1,000円

見 学 受 入
対 象・ 人 数 団体（30〜50名）のみ

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 ☎048-756-0067

●鈴木酒造株式会社



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」vol.30 2010 平成22年12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

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！

景元寺のシイノキ
（さいたま市指定天然記念物）

　景元寺（けいげんじ）本堂の西
側墓地内に２本のシイノキの巨
樹があります。このシイノキは幹
周り４m以上、樹高18m、推定樹
齢約450年で、昭和34年に旧大
宮市の天然記念物に指定されま
した。
　かつて戦国の世に、上杉謙信がこの辺りで雷雨に会い、シイノキの大木の
下で雨宿りしたことから、山号を「星谷山」から「椎谷山」に改めたとの言
い伝えがあります。
　現在でも景元寺は別名「シイノキ寺」と呼ばれ、大宮台地の昔を忍ばせる
小高い丘の上に、数百年の風雪に耐えて今なおシイノキが育成しています。

（参考資料：景元寺内案内板）
■住所
　大宮区北袋町2-379
■交通
　JRさいたま新都心駅東口から東武バスで上木崎バス停下車東側へ約200m




