グ!

岩槻観光レンタサイクル

沼影公園アイススケートリンク場
沼影公園内にある冬期限定の屋外アイススケ
ート場。クリスマスイベントも開催予定。

iさいたま市岩槻区本町3-1-1 1048･794･7161（NPO岩槻まちづく
り市民協議会） 69:00 〜 17:00（最終受付15:00） d12/28㊌〜 12年
1/3㊋、雨天時 7200/120分、以降100/60分※利用時に要預かり金
1000、返却時に精算 ee岩槻駅東口より徒歩すぐWATSU西館入口

iさいたま市南区沼影2-7-35 1048･861･9955（沼影公
園管理事務所） 612/17㊏〜 12年2/19㊐9:00 〜 18:00、㊏
㊐㊗〜 20:50 d12/31㊏、1/1㊗ 7大人630、小中高生
310、幼児（未就学児童※保護者の付添が必要）無料※貸
し靴350 eJ武 蔵 浦 和 駅より徒 歩10分 P130台
3www.numakage-park.com/

f冬限定スポーツを手軽に楽しもう。滑走中は手袋の
着用が必須なので、忘れずに持って行って

冬の定番料理・
鍋を食べ尽くす

寒い冬の日は、
体があたたまる
鍋料理を！

12年2/12㊐まで「和
けやき
食堂 欅」では鍋料
理6300円
（1名、予約
は2名〜）を堪能でき
る。鍋は3種から選
べるのも楽しい。
料理長の鏑木さん

ホテルブリランテ武蔵野
お得に楽しめる
コースが登場！
「ル・ソレイユ・ルヴァ
ン」
のクリスマスディ
ナーは12/16㊎〜 22
㊍3675円 〜。12/23
㊗〜 25㊐は10,000円
のコースあり。

聖夜はシェフ
特製のクリスマス
限定コースを

シェフの榊原正人さん

浦和ロイヤルパインズホテル
冬だけの肉料理
存分に味わって
館内のレストラン
「RPR」は、フレンチ
のテイストを生かし
たオリジナリティあ
ふれる料理が多彩。
ワインも充実！

ジューシーな
オージービーフ
をたっぷり

料理長の小野寺 修さん

2/22は猫の日ですよ!

いつでも癒されに来てにゃ
?

猫カフェ 猫家
猫雑貨の展示販売もあり

2

鍵を受け取り、自転車を借り
る。周辺の地図などが入った
ファイルを渡してくれる

1

受付で用紙に名前などを書き
込む。係員の方にオススメス
ポットを聞いてみるのも◎

行ってき
ま〜す♪

気をつけ
て〜〜

マッサージチェアやボックスシートがあり、
リラックスして過ごせる。iPadの無料利用も。

猫スタッフの
熊五郎さん

iさいたま市大宮区大門町2-11 プロスバーワンビ
ル 5F 1048･644･0660 611:00 〜 22:00（ 最 終
受付21:00） d㊍（㊗の場合は営業） 71000/60分、
以降延長200/15分。3時間パック2000 eJ大宮
駅東口より徒歩4分 3www.nekoyacafe.com/

s広々とした店
内では、にゃんこ
もリラックスして
過ごしている

f鍋は豆乳、あんこう、しゃぶしゃぶの3種

来てくれるのを待ってるニ
ャ

ねこカフェ猫の部屋

iさい たま 市 見 沼 区 東 大 宮5-43-14 1048･682･
2209 611:00 〜 19:00（受付終了18:00） d㊊（㊗の
場合は営業） 7500/30分、800/60分、以降500/60
分※延長100/10分。平日フリータイム2000 eJ東
大宮駅東口より徒歩2分 3www.nekonoheya.com/

3

秋葉神社秋季例大祭

12/22㊍

一山神社冬至祭
【市指定無形民俗文化財】

12/31㊏

お菓子の製造現場へ突入！

2012昇天竜Happy竜Yearカウントダウン

12年1/1㊗

日進餅つき踊り
【市指定無形民俗文化財】

12年1/3㊋

与野七福神仮装パレード

食育の一環として、お菓子
「パイの実」
を中心と
した製造工程の一部を見学できる。完全予約制。

g秋葉神社及びその周辺
（西区） 4秋葉神社 1048・624・6656
g一山神社
（中央区） 4市文化財保護課 1048・829・1723

g武蔵一宮氷川女體神社
（緑区） 4さいたま商工会議所 1048・838・7716
g日進神社
（北区） 4市文化財保護課 1048・829・1723

g与野本町通り周辺ほか
（中央区）
4（社）
さいたま観光コンベンションビューロー 1048・647・8339

さいたま市立浦和博物館
地元の歴史はここで知ろう
浦和エリアの歴史や民俗資料等の展示
が充実。特別展は12/11㊐まで「日光
御成道」
、12/20㊋〜 4/15㊐まで
「ちょ
っと昔のくらしの道具展」
を開催する。

f赤い看板が目印。全55種のお菓子を製造fパイの
実の生産ラインには、親子で釘付けになること確実！
※小学生、中学生、幼稚園年長クラス以上の親子の団
体等（10人〜 60人程度）が対象。要予約。見学希望の
時期によって、実施日や申し込み方法が異なるので必
ずホームページで確認

iさいたま市南区沼影3-1-1
1048・837・0337（工場見学係：㊊〜㊎ 10：00〜
16：00（㊏㊐、会社休日、年末年始は休み）
6実施時間 ㊊〜㊍10：00 ／ 13：00 ／ 15：00
㊎10：00 d㊏㊐、会社休日、年末年始 7無料
eJ武蔵浦和駅より徒歩5分
3www.lotte.co.jp/

g石井実生園・ハナミズキの森
（見沼区） 4石井実生園 1048・684・2781

12年2月中旬〜2月末日頃（予定） 梅まつり

g大宮第二公園
（大宮区） 4大宮第二･第三公園管理事務所 1048・642・2228

さ・楽しさ・
・・
ほっ
味し
美
と す る・
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/

藤井愛莉さん

浅香いづみさん

さいたま市には、近代化の中に
も自然や伝統工芸など、懐かし
さを感じる魅力があります。1
年間頑張ってPRしたいです

観光大使として活躍できること
を誇りに思っています。一生懸
命PRに努め、さいたま市の良
さを知ってもらいたいです！

ース

ニュ

©HiROKO WATANABe /

SAITAMA BRONCOS / bj-league

co.jp/urawa/

チケット発売中!

bjリーグ20112012シーズン

オールスターゲーム
2011-2012シーズンは、4チー
ムが加入し、大所帯となったｂｊ
リーグ。オールスターゲームは
全国19チームから選出された
スターたちのプレイを間近で見
られるチャンス。バスケを通し
て
＂絆＂
を発信！
d埼玉ブロンコスはもちろんのこ
と、全国のバスケスターが集まる。
華麗なテクニックを見逃すな！

s明治から昭和のくらしの
道具を展示

注目

冬のさいたま市をリポートしてくれた 新 さいたま観光大使

12年1/7㊏〜 9㊊ 第４回ロウバイ・ミニまつり

iさ い た ま 市 緑 区 三 室
2458 1048･874･3960
69:00 〜 16:30
d㊊
（㊗の場合は開館）
、㊗
翌日
（㊏㊐㊗を除く）
、12/27
㊋〜12年1/4㊌、特別整理期
間 7無料

brillante.com/

鉄道博物館
てっぱくの4年目をお祝い！

鉄道博物館は開館4周年を迎え、各種イベン
トを開催予定。企画展や60 〜 70年代の復刻
駅弁、なつかしのおもちゃの販売などがある。
iさいたま市大宮区大成町3-47 1048･651･0088
610:00 〜 18:00 d㊋ 7大人1000、小中高生500、
f開催中〜 12年1/9㊗ 幼児200 P280台（￥500） eニューシャトル鉄道
開催の
「時間旅行展」 博物館駅より徒歩1分 3www.railway-museum.jp/

■開催日 2012年1/15㊐ ■会場 さいたまスーパーアリーナ
■主催 株式会社日本プロバスケットボールリーグ（bjリーグ）、株式会
社埼玉ブロンコス

さいたま市大宮盆栽美術館
盆栽村の歴史を盆栽鑑賞とともに
大宮盆栽村の各盆栽園より、週替りで名品盆
栽が登場。また盆栽村の歴史が分かる昭和初
期の写真などを紹介していく。
iさいたま市北区土呂町2-24-3
1048･780･2091 69：00 〜 16：00 d ㊍ 7
f「爽秋 盆栽村の美と 大人300 P39台 eJ土呂駅東口より徒歩5
歴史2」
開催中〜12/14㊌ 分 3www.bonsai-art-museum.jp/

etc.

寒いからって家の中に閉じこもってちゃ
つまらない！ 市内には室内＆屋外で
遊べるスポットが大充実。食べても
運動しても猫に癒されてもOK ！

12/18㊐

7

d販売中の仔猫と
も遊べる！ 飼い方
なども親切に指導
してくれるので安心

ロッテ浦和工場
あり
冬はこんなイベント!

iさいたま市浦和
区仲町2-5-1
1048･827･1111
P286台
（￥200/30分）
eJ浦和駅西口よ
り徒歩7分
3www.royalpines.

博物館でお勉強！

猫スタッフの
おうじ君

バレンタインデーがやってくる
!

行ってきま〜す！ 自転車マナーに気をつけて出発。岩槻の豊かな
自然や多くの文化遺産を、レンタサイクルで手軽に観光してみよう

f写真はオージービーフ。12月は別メニューも登場

iさいたま市中央
区新都心2-2
1048･601･5557
P95台（￥200/30
分） eJさいたま
新都心駅・北与野
駅より徒歩約5〜6
分 3www.hotel-

ya.co.jp/

多種の猫がそろうブリーダー直営店
いつでも子猫と遊べる猫カフェ。猫やウサギ
のグルーミングもできる
（有料･予約制）
。

fコースの一例。12/23㊗〜 25㊐は生演奏も

iさいたま市大宮
区桜木町1-7-5
1048･647･3300
P150台（￥200/30
分）
eJ大宮駅西口よ
り徒歩3分
3www.palace-omi

インドア派？
ホテル・スケート場・
博物館 でポカポカ

照明付きなのでナイターもOK

10/1から岩槻駅で観光や散策を目的にレンタサイクルがスタ
ート。岩槻駅東口前案内所で15台分貸出しを行っている。

パレスホテル大宮

？
アクティブ派

自転車で岩槻エリアを気ままに観光してみよう

自転車を借りるまで

ホテルでグルメを満喫しよう!

冬はスケートでしょ
!

ジモトをサイク
リン

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 0 4 8 −8 3 2−2 5 5 1 FAX 0 4 8−8 3 2 −2 4 0 1
JR浦和駅西口徒歩10分

6

