せ い が ん

f 9月上旬〜は豊水や
新高のナシも登場

旬の作物

白子果樹園

露天と内湯は全10種類
多彩なお風呂で体ホカホカ

ナシのもぎ取りとブルーベリーの摘み採りが
楽しめる果樹園。ナシ狩りはキッズも楽しい。
iさいたま市見沼区山240 1048•684•2326
69：00〜15：00 d不定 P20台
（無料）
eJ浦和駅東口より南台行バスで約25分、
0南台から徒歩5分
味覚狩りDATA
開園時期 ナシ＝ 8 月下旬〜 10月上旬

竹林に囲まれ、清々しい雰囲気漂う露天
風呂が自慢。敷地内から湧き出る天然温
泉をかけ流しし、入浴後は肌スベスベ。
iさいたま市西区清河寺683-4
1048•625•7373 610：00〜翌1：00、㊏㊐㊗
9：00〜（最終受付24：30）
d不定
P200台 eJ西大宮駅北口より徒歩18分
3seiganji-onsen.com/

料金 ナシは入園無料
持ち帰り ナシもぎ取り￥700 ／ 1kg（9月上旬）

お風呂 DATA

f露天風呂は、女性
は奇数日が木の湯、
偶数日が石の湯だ
ddさわやかな木の
香りに包まれる、落
ち着いた風情の木の
湯d石の湯にあるス
チームサウナも評判

中村農園
トウモロコシなど、新鮮な旬の野菜を直売。
週に5日オープンしているのもうれしい。
iさいたま市見沼区春岡2-28-3
1048•684•4421
610：00〜16：00

料金／大人700、小人350、
㊏㊐㊗大人800、小人400
アメニティ／シャンプー ･
ボディソープ※無料、レン
タ ル フ ェ イ ス タ オ ル80、
レンタルバスタオル100

d㊋㊎ Pなし
ee七里駅より徒歩20分

fさまざまな秋の採れ
たて味覚がズラリ！

サツマイモ

販売品目DATA
トマト、トウモロコシ、シイタケほか季節ご
との旬の野菜をフルシーズン取りそろえる

秋はサツマイモやサトイモなどが掘れる。直
売は栗、柿、野菜など季節によりさまざま。
iさいたま市見沼区御蔵937
1048•685•0446 69：00〜17：00 d不定
Pなし eJ北浦和駅より宮下行バスで約20
分、0御蔵騎西屋前から徒歩5分
味覚狩りDATA
開園時期 サツマイモ＝10/1〜11/10、サトイ
モ10/5〜11/15

f秋はイモ2種類が収
穫できる。楽しみ！

「木の湯と石の湯は
それぞれ趣が違って
いて個性的。ドライ
サウナもオススメ」

小さな旅 むさしの湯

尾島農園

料金 入園無料
持ち帰り サトイモ￥300 ／株
￥130 ／株

サツマイモ

ご近所 de 味覚狩り & 採れたて !
サツマイモ

木と石の2つのテーマでプチ温泉旅行気分

「天然温泉のお風呂は
湯冷めしにくいので、
肌寒くなってきた秋の
強い味方です」

ff開放的な露天風呂は、高級温泉地にいる
ようf館内には露天風呂6つと内湯が4つ。
食事処やボディケアも充実 h露天のつぼ湯

テーマの異なる
「木の湯」
と
「石の湯」
があり、男女日替
り制で楽しめる。露天風呂はすべて天然温泉で、貴重
な天然鉱石の岩盤浴
（有料）
は完全予約入替制だ。

ナシ

吉田農園
三橋総合公園のすぐ隣で車の交通量も少なく、
小さな子供でも安全に遊べる。サツマイモの
品種は
「紅あずま」
で、初夏はジャガイモ堀りも。
iさいたま市西区三橋5-246-1 1048･625･
6746 69：00 〜 17：00 d不定 Pなし

iさいたま市見沼区南中野422-1 1048•680•7634
69：00〜24：00（最終受付23：00） d不定 P150台
eJ大宮駅東口より浦和美園駅行バスで約10分、
0南中野から徒歩すぐ 3www.musashinoyu.com/

JR西大宮駅から徒歩5分とアクセスの便利さ
が魅力。ナシの直売のほか、時期によっては
ブルーベリー摘みを楽しむことができる。
iさいたま市西区清河寺13
1048•624•7973 69：00〜17：00 d不定
P10台
（無料） eJ西大宮駅北口より徒歩5分
味覚狩りDATA
開園時期 ナシ（直売のみ）＝ 8 月上旬〜 9 月

eJ大宮駅西口から東武バス三橋総合公園行
き0終点より徒歩2分または車で20分

お風呂 DATA
料金／大人700、小人350、㊏㊐㊗大人800、小人400※岩
盤浴350 アメニティ／シャンプー ･ボディソープ※無料、
フェイスタオル100、貸タオルセット200、館内着200

f手洗い用の水も用意
され清潔に収穫が可能

味覚狩りDATA
開園時期 10月下旬〜 11月上旬
料金 入園料込み￥500より追加別途

fナシは幸水や豊水
などの種類がそろう

「女湯の岩風呂はホワ
イトイオンバス。イオン
の力で美肌効果も!?」

スーパー銭湯

大宮やまとの湯
天然温泉×スーパー銭湯で

お風呂 DATA
料金／大人700、小学生350、幼児（ 4 歳以上未就学児童）150、㊏㊐㊗大人750、小学生400、3 歳以下無料。
岩盤浴700、㊏㊐㊗大人750 アメニティ／シャンプー・リンス・ボディソープ※無料、フェイスタオル120

販売品目DATA
サトイモ、ヤツガシラ、
サツマイモ、クリ、カ
キ、タケノコなど季節
の採れたて野菜を中心
に、花や米も販売
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ココでもポカポカ

土呂直売所
北区の土呂町、本郷町、今羽町の3地区
の生産者による直売所。㊋㊍㊏の営業で、
50品目の野菜や果物がズラリと並ぶ。
iさ い た ま 市 北 区 土 呂 町1-12 1048•
663•4276（JAさ い た ま 大 砂 土 支 店 ）
613：30〜17：30（10月〜4月は〜17：00
d㊊㊌㊎㊐㊗ eJ土呂駅西口よりすぐ

や

し き

こ う ら く

f広々とした浴槽がうれしい孝楽の湯。ほかに電気の湯などもあり
f露天はすべて天
然温泉。広々とし
たオープンエアの
湯船から、夜は星
空も眺められるd
内湯の「簸王（ひお
う）の湯」も天然温
泉。天候を気にせ
ず入れるのが魅力
だ d岩盤浴「やま
と洞夢」
。マイナ
スイオンを発生す
るトルマリンを室
内に配置し、遠赤
外線効果もアップ

「17種類あるお風呂は
全制覇必須！ 一日た
っぷり楽しめます」

大宮健康センター ゆの郷 7大人1400、中学生945、4歳〜小学生525、4歳未満無料 iさいたま市見沼区丸ヶ崎2919-1 1048・686・2683
624時間※8：00 〜 10：00は浴室清掃のため入浴不可 dなし P100台 eJ東大宮駅より無料送迎バスで10分 3www.yunosato.co.jp/

米、 野菜
s新鮮な野菜を量も
種類もたっぷり用意。
生花なども販売する

販売品目DATA
米、野菜、フルーツ、
シイタケ、花、加工品
など多数

ココでもポカポカ

料 金 ／ 大 人 550、小 学 生
300、幼児（3歳以上）200、
㊏ ㊐ ㊗ 大 人 650、小 学 生
350、幼児250
アメニティ／リンスインシ
ャンプー・ボディソープ※
無料、バスタオル&フェイ
スタオル200、館内着200

北浦和駅から徒歩7分のスーパー銭湯。
内湯は9種類、露天は4種類の浴槽があ
る。ヒーリングサウナ
（有料）
も評判。
iさいたま市浦和区元町2-18-12
1048•678•1126
610：00〜翌1：00（最終受付24：00）
d第3㊌
P100台
（無料）
eJ北浦和駅東口より徒歩7分
3www.yuyashiki.com/

ご近所 de 採れたて !

JAさいたま木崎ぐるめ
米ランド
農薬と化学肥料を減らして作った特別栽
培米を、玄米から店頭精米して販売してい
る。旬の野菜類も豊富に取りそろえている。
iさいたま市浦和区領家4-24-16
1048•834•2890 68：30〜17：00
d㊐㊗ P12台
（無料）
eJ北浦和駅より徒歩20分
大宮大成鉄道村 7大人平日500、㊏㊐㊗600、小学生平日300、㊏㊐㊗400、乳幼児200 iさいたま市北区大成町4-179-3 1048・665・4126
610：30 〜 23：30（最終受付23：00） dなし P140台 eニューシャトル鉄道博物館駅より徒歩10分 3oo-tdmura.com/

※天候により作物の状況が変わる可能性があります︒事前にお問い合わせください

お風呂DATA

iさいたま市北区植竹町1-816-8
1048•662•4126
610：00〜翌1：00（最終受付24：00） dなし
P143台 eJ土呂駅より徒歩15分
3www.yamatonoyu.co.jp/all/omiya/

ご近所 de 採れたて !

ゆ

湯屋敷 孝楽
13種のお湯でリラックス〜

敷地内で湧出する天然温泉をふんだんに使用し
た露天風呂が人気。ほかに足湯やジェットバス
など、種類豊富なお風呂に入りつくそう！

旬の作物

末
料金 入園￥500、持ち帰り￥150 ／ 100g

駅チカスーパー銭湯

17種類のお風呂を満喫

s地域の新鮮野菜が
週に3日並ぶ。クリや
カキなど秋の味覚も！

野原観光農園

そろそろ温泉が恋しくなる季節。
市内には天然温泉などの
日帰りで行ける施設がいっぱい。
味覚狩りと一緒に秋を満喫して

天然温泉

ふらり旅気分♪
日帰り入浴&
秋の味覚狩りに行こう!

ナシ

じ

さいたま清河寺温泉

ご近所 de 味覚狩り & 採れたて !

私たちが行きました

さいたま観光大使･
＂ Delight
Style＂
（P7）の横木かつえさん
（右）
・高橋美沙子さん（左）が
温泉＆うどんでポカポカに！
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