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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

　大宮薪能は、能・狂言の当代一流の演者
が一堂に会し、二千年の歴史を誇ると伝わ
る武蔵一宮氷川神社の景観と相俟って、国
内でも指折りの薪能として高い評価を得て
きました。そして本年、昭和57年の東北・
上越新幹線の開業を記念して始まったこの
薪能も、記念すべき節目の30回目を迎え、
記念大会として初の土・日曜日に開催する
とともに、金春、観世、
宝生の３流派の宗家格者
が揃い踏みいたします。
　未だ薪能を体験されて
いない方は、ぜひこの機
会にご鑑能ください。

開催日時◦平成23年5月28日（土）・29日（日）
　　　　　17時45分開演　18時35分演能開始　21時30分終演予定
会　　場◦武蔵一宮氷川神社境内
　　　　　（雨天の場合は市民会館おおみや大ホ−ル）
交　　通◦JR大宮駅東口から徒歩20分（晴天・雨天会場とも）
　　　　　東武野田線北大宮駅又は大宮公園駅から徒歩15分（晴天会場）
演　　目◦

鑑 能 券◦Ｓ席7,000円、Ａ席6,000円、Ｂ席5,000円
販売方法◦
　先�行電話予約▶３月12日（土）～16日（水）各日10時～15時まで専用電話
（皿0120-400-106）にて先行予約の受付を実施。

　窓�口販売▶４月７日（木）午前10時より、大宮駅観光案内所（完売まで）・
浦和観光案内所（４/７～４/17まで）にて販売。その他代金引換販売も
承ります。

　三河国の八
やつ

橋
はし

にやってきた僧が、沢
辺に咲き誇る杜若に見とれていると、
里の女が現れ、ここは杜若の名所で、

在
ありわらのなりひら

原業平が「かきつはた」の五文字を句の頭にそえた哀愁歌を
詠んだ場所だと教え、僧を自分の庵へ招く。やがて、女は業平
の冠と、業平と恋仲だった二条の后

きさき

・高
たか

子
いこ

の唐衣を身につけて
現れ、自分は杜若の精だと告げる。歌舞の菩薩である業平に和
歌を詠んでもらい、非情の草木でも恵みを受け成仏されたと語
り、優美に舞い始める。

杜若
かきつばた

　諸国を旅する僧が、大和国の在原
寺に立寄り、在原業平とその妻（紀

きの

有
あり

常
つね

の娘）の供養をしていると、里
の女が現れる。僧が声をかければ、女は業平の恋物語を語り
出し、実は自分が業平の妻だと告げ姿を消す。その夜、僧の
夢に業平の形見の直衣を身につけた紀有常の娘の霊が現れ、
業平との思い出である井戸を覗き、映し出される業平の面影
を偲ぶ。夜明けとともに女の霊の姿は消え、僧は夢から覚め
る。

　中国の清
しょう

涼
りょう

山
せん

に文殊菩薩の浄土にかか
る石橋があった。橋は深い谷をまたぎ、細
く長く、滑りやすい。仏力を得たものだけ
が渡れるこの石橋を、旅を続ける寂

じゃく

昭
しょう

法
ほう

師
し

は命をかけて渡ろうとする。
　すると、文殊の使者である獅子が現れ、
石橋の傍らに咲き誇る牡丹の花に戯れて、
豪華・勇壮に舞う。世の泰平を祝い、舞い
納める。

井筒
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石橋
しゃっきょう

　鞍馬寺の僧が大勢の稚
ち

児
ご

を連
れて花見に行くが、山

やま

伏
ぶし

がやっ
て来たため、僧と稚児たちは立

ち去り、牛
うし

若
わか

ひとりが残る。山伏と牛若は、花見などし
ながらうちとけて、山伏は、自分は鞍馬山の大天狗であ
ることを明かし、兵法伝授のため再会を約束して姿を消
す。牛若の前に再び大天狗が現れ、中国の故事を語って
牛若に兵法を授け、後の戦での守護を約束する。

鞍馬天狗
くらまてんぐ

素謡 能 狂言 能
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おいでよ  さいたま  新発見！！

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

さいたま市の観光標語
（観光キャッチフレーズ）が
決まりました！

　さいたま市が昨年12月から募集していた本市の観光の魅力
を全国にPRする観光標語（観光キャッチフレーズ）に、192
作品の応募があり、選考の結果、見沼区在住の熊

くま

倉
くら

桃
もも

花
か

さんの
作品が選ばれました。
　今後、さいたま市の観光パンフレットをはじめ幅広く活用し
ていきます。

観光標語に関する問合せ◦さいたま市観光政策課☎048-829-1365



ミュージアム 美術館・博物館の情報や
オススメの企画展などをご紹介！

2008

　園芸文化が花ひらいた江戸時代以降、たくさんの盆栽が浮世絵版
画にあらわされるようになりました。この展覧会では、そのなかで
も明治時代の浮世絵版画に注目しています。明治の美人たちの部屋
のインテリアや、話題の観光スポットとなった植木屋、盆栽づくし
のおもちゃ絵など、新時代の風俗を伝える浮世絵には、派手で、巨
大で、時にかわいい盆栽があらわされています。
　また、今回の展覧会は３期に分けて展示され、これまでにない初
めての試みとして、個人コレクション等から借用する名品、逸品、
ときには珍品の浮世絵
版画を一堂に会して、明
治の盆栽で会場を埋め
つくします。名づけて、
ウキヨヱ盆栽園。描かれ
た明治の盆栽文化に遊
んでみませんか。

開館１周年記念 特別展 「ウキヨヱ盆栽園ー盆栽デ明治ヲアソブ」

〒331-0804
埼玉県さいたま市北区土呂町2-24-3
☎048-780-2091
http://www.bonsai-art-museum.jp
開館時間■９時～16時30分
休 館 日■ 木曜日（国民の祝日をのぞく）、

年末年始、展示替え期間
観 覧 料■ 一般300円、高大生・65歳
　　　　　以上150円、小中学生100円
※障害者手帳をお持ちの方と、付き添いの方1名は半額。
※団体割引あり。

開催期間■平成23年３月26日（土）～５月 5 日（祝）
　　　　　  ＜1期＞３月26日（土）～４月 6 日（水）
　　　　　  ＜2期＞４月 8 日（金）～４月20日（水）
　　　　　  ＜3期＞４月22日（金）～５月 5 日（祝）
会場■大宮盆栽美術館１階　企画展示室　　料金■無料（入館料のみ）

楊洲周延
《婦人諸礼式之図　盆栽》

個人コレクション



イベントカレンダー

〒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

41年

2011年３月～５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30分～16時30分
会　場　岩槻駅東口周辺商店街（岩槻区）
問合せ　同実行委員会
　　　　☎048-756-2822

第8回人形のまち岩槻まちかど雛めぐり2/26㈯～3/27㈰

時　間　10時～15時30分（開会式は9時45分～）※売切れ次第終了
会　場　埼玉スタジアム2002公園（緑区）
問合せ　埼玉県観光課　☎048-830-3955
※駐車場は閉鎖されますので、公共交通機関をご利用ください。

５/１㈰ 埼玉スタジアム2002・埼玉高速鉄道 10周年記念 第8回埼玉B級ご当地グルメ王決定戦

時　間　16時～16時30分
会　場　田島氷川社（桜区）
問合せ　さいたま市教育委員会文化財保護課
　　　　☎048-829-1723

３/13㈰ 田島の獅子舞
時　間　9時～16時（4日は15時まで）
会　場　市民の森・見沼グリーンセンター（北区）
問合せ　 春の園芸まつり：見沼グリーンセンター☎048-664-5915／シビックグリーンさいたま：市み

どり推進課☎048-829-1423／国際友好フェア：さいたま市国際交流協会☎048-813-8500

5/3㈷・4㈷ 花と緑の祭典2011 春の園芸まつり・シビックグリーンさいたま・国際友好フェア

時　間　10時～17時（竹灯籠は17時～20時30分）
　　　　※雨天一部中止
会　場　大宮駅周辺13会場（大宮区）
問合せ　同実行委員会　☎048-783-6327

３/27㈰ アートフルゆめまつり2011
時　間　９時～17時（５日は16時まで）
会　場　大宮盆栽村（北区）
問合せ　さいたま市大宮区総務課地域商工室
　　　　☎048-646-3093

5/3㈷～5㈷ 第28回大盆栽まつり

時　間　10時～16時
会　場　岩槻城址公園（岩槻区）
問合せ　㈳さいたま観光コンベンションビューロー
　　　　☎048-647-8339

4/2㈯・3㈰ 第35回岩槻城址公園桜まつり
時　間　10時～15時
会　場　農業者トーレニンングセンター・緑の広場（緑区）
問合せ　同実行委員会
　　　　☎048-878-2026

5/4㈷・5㈷ アグリフェスタ '11

時　間　10時～11時
会　場　武蔵一宮氷川神社（大宮区）
問合せ　同神社
　　　　☎048-641-0137

4/5㈫～7㈭ 鎮 花 祭
時　間　13時～
会　場　氷川女體神社（緑区）
問合せ　同神社
　　　　☎048-874-6054

５/４㈷ 祇園磐船龍神祭

時　間　市役所会場：9時～16時　桜草公園会場：10時～15時
会　場　さいたま市役所（浦和区）・桜草公園（桜区）
問合せ　㈳さいたま観光コンベンションビューロー
　　　　☎048-647-8339

4/16㈯・17㈰ さくら草まつり '11
時　間　10時～17時　※雨天22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（鈴木）

５/15㈰ 第49回大宮フリーマーケット

時　間　10時～16時　※雨天一部中止
会　場　さいたま新都心駅東口
　　　　　高沼遊歩道公園広場（大宮区）
問合せ　同実行委員会　☎048-643-1318（長島）

４/24㈰ 第5回さいたま新都心お地蔵祭り
時　間　9時～17時
会　場　与野公園（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

5/21㈯・22㈰ ばらまつり2011

時　間　10時～14時
会　場　岩槻城址公園（岩槻区）
問合せ　岩槻人形協同組合
　　　　☎048-757-8881

４/29㈷ 2011人形のまち岩槻流しびな

時　間　17時30分～19時30分
会　場　久伊豆神社（岩槻区）
問合せ　同神社
　　　　☎048-756-0503

５/３㈷ 久伊豆雅楽演奏会

時　間　10時～15時　※荒天29日㈰
会　場　さいたま市役所（浦和区）
問合せ　同実行委員会
　　　　☎048-829-6179

５/28㈯ 第10回さいたま市浦和うなぎまつり



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。

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/

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



釣れ　連れ なるまま…

　前回までは屋外でのフィシングエリアを紹介してきました
が、今回は趣向を変えて荒天時などの悪条件にも左右されず
に屋内で気軽に釣りが楽しめる中央区新中里にある「せきね
養魚場 フィッシングセンターせきね」を紹介します。
　同所はJR与野本町駅から南東へ歩くこと10分程の閑静な
住宅街（中央公園に隣接）にあり、30名ぐらいは収容可能
な屋内型の釣り堀です。
　ここでの特徴として、入場料さえ支払えば、釣り道具を一
切持参しなくても竿、仕掛け、エサ全てを貸与してくれます。
また、ナイター設備も整っていますので、日中忙しい人でも
ゆっくりと夜釣りを楽しむことができ、魚も釣った分だけ持
ち帰ることができますので、観賞用としても最適です。

　池の広さは縦15メートル、横５メートルの長方形で
深さは１メートル位あります。
　ここの魚は養魚場でもあるため、きれいな地下水を利
用してしっかりと管理されているので、魚のコンディ
ションは常にベストです。特に春から秋口にかけては水
温が15度を下回らないため、誰でも簡単に釣れます。
　放流魚はコイの他、春と秋に1回、約1,500匹の金魚
を放流しています。魚の活性がにぶるのは、12月～２
月の厳寒期で、水温も急激に下がるので、活発にエサを
追うことはしません。釣る場所も水面のおだやかなとこ
ろを狙って、エサを繰り返し打つことが、釣果にもつな
がります。中層または低層には15センチ～40センチほ
どのコイがいますが、どうしても釣れない場合は、表層
を泳いでいる小魚をターゲットに切り替えて、魚の口元
へエサを送り込み、喰わせたところを釣り上げる方法（見
釣り）をお勧めします。
　この釣法なら必ず１匹はキャッチすることができるで
しょう。

#３ せきね養魚場フィシングセンターせきね（中央区新中里）

さいたま市内の遊べる釣り場紹介

釣場環境

釣り方

住 所 さいたま市中央区新中里4-6-1　☎048-834-7631
アクセス JR埼京線与野本町駅より徒歩１０分
入 場 料 １時間600円（釣具一式貸与）／水曜定休日
営業時間 平日11時～20時　日祭日10時～20時　（受付は19時まで）

関根オーナーより
　釣りをする時に注意してもらいたい点は、つい
夢中になり過ぎて池の中に落ちてしまうことが
多々あります。特にお子さんは池の四角を飛び超
えないよう、気をつけて遊んでください。

味覚狩り
埼玉県内には多数のイチゴ農園がありますが、首都圏から安くて近くて
楽ちんのさいたま市内でイチゴ狩りが楽しめるスポットをご紹介します！
５月のGWは混雑しますので、早めの来園がおススメです。

所 在地◦さいたま市緑区間宮803
営業期間◦�直売・いちご狩り
　　　　　▶開園中～６月
営業時間◦直売▶９時30分～15時
　　　　　いちご狩り▶10時～15時
　　　　　　（最終受付14時30分）
　　　　　※ その日に採れるいちごが

無くなりしだい終了
定休日◦毎週月・木曜日
品　種◦章姫・紅ほっぺなど
料　金◦
　30分食べ放題▶
　　６歳以上　2,000～1,000円
　　２～５歳　1,500～800円
　　※時期により異なります
その他◦�高設栽培していますので、ベ

ビーカーや車椅子でもお楽し
みいただけます。

問合せ◦美園いちごランド
　　　　☎090－5337ー0391

美園いちごランド

所 在地◦�さいたま市岩槻区裏慈恩寺
459

営業期間◦�直売・いちご狩り
　　　　　▶開園中～５月上旬
営業時間◦直売▶10時～16時
　　　　　　（平日は午後～）
　　　　　いちご狩り▶10時～16時
　　　　　　（最終受付15時30分）
定休日◦毎週月曜日（祝日は除く）
品　種◦とちおとめ・紅ほっぺなど
料　金◦
　30分食べ放題▶
　　中学生以上　1,500円～1,000円
　　４歳以上　　1,300円～1,000円
　　３歳以下　　無料
　　※時期により異なります
その他◦�高設栽培していますので、ベ

ビーカーや車椅子の方も楽に
大粒のイチゴが摘み取れます。

問合せ◦深井農園
　　　　☎090－2629－3640

深井農園

所 在地◦さいたま市岩槻区釣
かぎ

上
あげ

743付近
営業期間◦いちご狩り
　　　　　▶３月５日㈯～５月下旬
営業時間◦いちご狩り▶10時～16時
定休日◦営業期間中無休
品　種◦女峰・とちおとめ
料　金◦
　30分食べ放題▶
　　小学生以上　1,200円～800円
　　未就学児　　500円～400円
　　※時期により異なります
　　※設立50周年記念割引
　　　（全期間、表示より50円引き）
その他◦�いちごを土で栽培しています

ので、とても甘くおいしさが違
います。ぜひ食べてください。

問合せ◦岩槻いちご狩り観光農園
　　　　☎048－798－4196

岩槻いちご狩り観光農園

⃝�どの園も、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。

ダブルで楽しむ １日観光ガイド

てっぱく ＆ 盆 美
オススメ

　さいたま市のオンリーワン観光ス
ポットである「鉄道博物館」と「大宮
盆栽美術館」を、自家用車を使わずに
公共交通機関で行って、らくちんに巡
れる攻略方法をご紹介します！

● D51運転シミュレータやミニ運転列車を体
験したい場合は、開館前に並んで、体験展示
予約機で予約が必須！

●  12時と15時にヒストリーゾーン転車台に展
示してあるC57が回転し、汽笛を鳴らしま
す！（時間変更の場合有り）

　名品と呼ばれる盆
栽を堪能しよう！

　また盆栽だけでなく盆器など
盆栽に関する美術品も展示して
います。

　大宮盆栽協同組合の加盟盆栽園
が盆栽町周辺に５軒あり、それぞ
れ特色ある盆栽を手掛けていま
す。一部を除き入園見学無料！

大宮で50年以上続く老舗料亭。
室町時代以来500年余の歴史を
誇る普門院に隣接した閑静な
住宅街に立地しています。静か
でゆったり充実感があるラン
チをお楽しみください！
　隣接の普門院に思いを寄せ
ながら、ヘルシーにアレンジした精進風料理はいかが？
ランチ後に普門院を参拝するのもよし！

● バスで送迎だからアルコールも楽しめますね！
ほろ酔い気分で楽しいランチをどうぞ！！ 

● この他にも各種御膳、松花堂弁当なども。ご予
算に応じて店舗とご相談ください！

● 敷地内には別館の地中海料理レストランもあり
ます！

スタート JR大宮駅

鉄道博物館駅

ニューシャトル大宮駅

12時にヒストリーゾーン
のC57が

汽笛を鳴らすので、必見！

午前中は館内をくまなく巡って、

鉄道の歴史と役割を学んじゃおう！

料亭「道山閣」

例 精進風御膳　3,500円 
(数量限定要予約)

無
料
マ
イ
ク
ロ
バ
ス（
予
約
制
）で
送
迎
！

ド
ア
to
ド
ア
で
ら
く
ち
ん
移
動

一旦改札を出て
埼玉新都市交通

（ニューシャトル）
の乗場へ

各自

徒歩すぐ

徒歩すぐ

お散歩がてら
大宮盆栽村を散策 又は、JR土呂駅

（徒歩５分）
→JR大宮駅

大宮盆栽村

東武野田線大宮公園駅

東武野田線大宮駅

さいたま市の２大ミュージアムを楽しめて、落ち着いた雰囲気でランチも味わえる大人向けのらくらくコースです。

ご送迎付きランチ(ディナーも可)の
ご予約及びお問い合わせは…

〒330-0852
埼玉県さいたま市大宮区大成町2-397
営業時間：10時～22時
不定休

☎048-664-6780

〒330-0852
埼玉県さいたま市大宮区大成町３－47
☎048-651-0088
開館時間：10時～18時
休館日：火曜日
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
http://www.railway-museum.jp/

〒331-0804
埼玉県さいたま市北区土呂町2-24-3
☎048-780-2091
開館時間：9時～16時30分
休館日：木曜日（国民の祝日をのぞく）、
　　　　年末年始、展示替え期間
観覧料：一般300円
　　　　高大生・65歳以上150円
　　　　小中学生100円
http://www.bonsai-art-museum.jp

〒331-0805
埼玉県さいたま市北区盆栽町
開園時間：園により異なる（概ね日中）
休園日： 木曜日、年末年始、その他各園ごとに臨時休園

あり
入園料：無料（一部の園を除く）

午後はゆったり
盆栽の名品を鑑賞しよう！

花梨

普門院

徒歩すぐ

ゴール

各自

３月26日（土）～５月５日

（祝）まで、開館１周年記念特

別展を開催！詳しくはミュー

ジアムコーナー参照！

３月２日（水）～５月８日（日）まで、東北新幹線Ｅ５系「はやぶさ」（３月５日運行開始）と小惑星探査機「はやぶさ」が、夢の実現に向けた軌跡をたどるダブル公開イベント「はやぶさ～鉄道と宇宙～」展（於：2Fスペシャルギャラリー）を開催！



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.31 2011 平成23年3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！

大平公園と
　　平 将門 伝説
　さいたま市大宮区三橋１丁目
地内に「大

おお

平
だいら

公
こう

園
えん

」という軟式
野球場をはじめ、色々なスポーツ
が楽しめる多目的グラウンドを
備えた街区公園があります。（総
面積17,000㎡）
　この公園の名前に由来する“大
平”とは、桓武平氏の子孫である
平将門とのゆかりがある地とい
う伝説があります。
　将門伝説には他にも関東各地
に様々ありますが、言い伝えによ
るとかつて将門が武蔵国へ視察
に来た際に、付近の豪族たちを集
めてこの場所を自ら“坂東八ケ国
の新皇、新平家の本体 大平家”であると称して逗留した後、以来その屋形
を「大平家」と名付けて、大平の地名もこれに因んだものといわれています。
現在、裏付けとなる出土品などが発見されてないことから、おそらく土地名
とこじつけて民話を作ったものと考えられます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考文献：旧大宮市史 第５巻）
■住所　さいたま市大宮区三橋1-55
■交通　 JR大宮駅西口４番乗り場から、西遊馬、川越グリーンパーク、西武

車庫行き又は５番乗り場から、佐知川原行き「大平公園入口」バス
停下車、徒歩１分

　平成14年４月にさいたま観光コンベンションビューローが発足後、
同年７月に創刊して以来31号目を迎えたSai'sは、掲載内容の充実を図
るため、この形態での発行は今号を持って終了し、平成23年度発行号
から装いを新たにリニューアルする予定です。
　長い間ご愛顧いただきましたことを感謝申し上げるとともに、新観
光情報誌にぜひご期待ください！

観光情報誌　　　　リニューアルのお知らせ


