金賞グルメを紹介します
さいたま市推奨土産品
平成23・24年度分決定

松葉納豆
「三色三味」
B ／￥
980（各50g×12）
鶴の子納豆、盆栽納豆、小粒一
番納豆の３種類の味が楽しめる

A

秋もイベント満載！
10/16㊐

さいたま市は10歳に!

第 10 回クリーンさいたま釣りの祭典

さいたま市誕生10周年記念
駅からスタンプラリー
10/1㊏
▼
さいたま市名所を巡る
11/30㊌
10周年記念スタンプラリー

gびん沼川・三本木橋〜びん沼橋 4SCVB 1048・647・8339

第 50 回大宮フリーマーケット
10/16㊐
g大宮駅東口・銀座通りほか 4同実行委員会 1048・641・2190

10/19㊌

秋季例大祭

g久伊豆神社 4久伊豆神社 1048・756・0503

10/28㊎・29㊏ 大正 100 年記念 第 20 回大正時代まつり
g与野駅西口駅前通り 4同実行委員会 1048・855・8011

11/3㊗

第 47 回人形のまち岩槻人形供養祭

g岩槻城址公園人形塚前 4岩槻人形協同組合 1048・757・8881

11/10㊍・11㊎

d 1コース達成で「大宮盆栽だー !!」 2001年に誕生したさいたま市。市制10周年
などを抽選でプレゼントf10周年記 を記念し、鉄道博物館、盆栽村、岩槻の3コ
念のヘッドマークをつけた列車が運
ースのスタンプラリーを10/ 1㊏〜開催する。
行予定g鉄道博物館を巡るコースも
1048・829・1365 610/1㊏~11/30㊌、設置施設
の開館時間に準じる eコースはJ大宮駅、Jさ
いたま新都心駅、e岩槻駅スタート

第 28 回コルソ骨董市

gコルソ7Fコルソホール 4拓也コレクション
1048・875・5156（当日は090・8846・5800）

スタンプラリー DATA

さいたま新都心
11/12㊏〜
2012年1/15㊐ けやきひろばイルミネーション

期日／ 10/1㊏~11/30㊌ スタンプ台設置場
所／ J大宮駅及び観光スポット等に設置
スタンプ設置時間／設置施設の開館時間
ヘッドマーク付列車の運行路線／京浜東北線、
東武野田線、ニューシャトル（さいたま新都
市交通）
、埼玉高速鉄道※ただし京浜東北線
は10/1㊏〜 16㊐

gさいたま新都心けやきひろば 4さいたまスーパーアリーナ 1048・601・1122

11/11㊎〜 13㊐ コラボさいたま2011 さいたま市商工見本市
gさいたまスーパーアリーナ 4さいたま市商工振興課 1048・829・1364

11/19㊏・20㊐ さいたま市農業祭
g市民の森 4さいたま市農業政策課 1048・829・1378

12/4㊐

第 19 回骨董アンティークフェア

gさいたまスーパーアリーナ 4同事務局 1090・88・145101

十日市

g武蔵一宮氷川神社及びその周辺 4SCVB 1048・647・8339

12/12㊊

1998年に設立され、旧 L ･リーグ
に加盟していたさいたまレイナス
FCが2005年に改称。浦和レッズ
ファミリーとして活動している。

旧NTT関東サッカー部を母体に、99年にJリ
ーグに加盟。2005年からJ1参戦し、 7年目と
なる2011年は上位進出を目指す。

Jリーグ初年度から参入し、トップクラスの
実績と観客数を誇る。日本代表選手も多数輩
出し、サポーターの熱い応援ぶりが有名。

十二日まち

g調神社及びその周辺 4SCVB 1048・647・8339
※SCVB＝（社）さいたま観光コンベンションビューロー

ライブもあります！
ストぱふぉ＆夢KANA
オーディションを観に行こう！
「ストぱふぉ」
グランプリを決めるのはあなた

新ジモトB級グ
ルメ誕生!

s浦和名物のウナ
ギに加え、黒胡椒
は「みんなが黒字
になる」
。白ネギ
には「調神社のウ
サギにちなむ」と
いう理由がある。
「URAWAGRILL」
を出すお店はどん
どん増加中!?

URAWAGRILL（うらわぐりる）
浦和にちなむ３つのルールで
話題を呼ぶ新ご当地グルメ

4うらわぐりる研究会 1048・882・3407（南浦和商店
会内）
※メニュー提供があるのはカラオケ歌王 1048・
883・8500、だいにんぐBAR程々 1048・871・3611

秋のさいたま市をリポートしてくれたのはこの2組!
さいたま小町
Delight Style
デ ィ ラ イ ト

10/15㊏

観光大使選出の「夢KANA」
、ストリートの王者を決める「ストぱふ
ぉ」
の公開オーディションライブ。投票には観覧者も参加できる。
iさいたま市大宮区下町3-47-8 市民会館おおみや 1048・641・6131
610/15㊏12：00開演
（開場11：30） eJ大宮駅東口より徒歩15分

「URAWAGRILL」とは、
「ウナギのタレで味付け
した肉or魚」
「黒胡椒」
「白ネギをトッピング」
がルールの新ご当地グルメ。要注目だ！

スタイル

市出身ミュージシャン･
タケカワユキヒデ氏監修
オーディション「夢KA
NA」で選ばれ、市歌「希
望のまち」
を歌う。→3

delightstyle.jimdo.com/

市の産業観光を市内外に
PRするため、イベントな
どに登場。応募資格は18
歳以上の同市在住、また
は同市に在勤・在学者で、
秋には新小町が決定する

アルディ

9/24㊏対AS狭山（NACK5スタジア
ム大宮）
、10/2㊐対福岡AN（鴻巣
市立陸上競技場）
、10/9㊐対ジェ
フL（千葉県総合スポーツセンタ
ー）※観戦についての問い合わせ
は3www.urawa-reds.co.jp/ladies/
©URAWA REDS

「アルディージャはサポーターも含
めてアットホームなチーム。練習
場やＮＡＣＫ５スタジアム大宮まで足を
運んで応援して！」
金澤慎選手
（MF）
■クラブ設立 1998年 ■所在地 さいたま市大宮
区高鼻町1-20-1 ■ホームスタジアム NACK5ス
タジアム大宮 ■練習グラウンド NTT東日本志
木総合グラウンド／秋葉の森総合公園サッカー場
©1998,2007 N.O.ARDIJA

ース

■チーム創立 1950年 ■所在地 さいたま市緑
区中野田500 ■ホームスタジアム 埼玉スタジ
アム2002 ／さいたま市浦和駒場スタジアム
■練習グラウンド さいたま市大原サッカー場
©URAWA REDS

Coming
soon
'12年1/15㊐

オールスターゲームがやってくる！

「さいたまスーパーアリ
ーナに全国の皆様をお迎
えできることを光栄に思
います。選手たちのスー
パープレーを通し、ブー
スターの皆様とともに日
本の強い＂絆＂を埼玉より
発信してまいります」

ニュ

「浦和の街にはポスターやバナー
が飾られ、市民の皆さんのクラブ
愛をいつも感じます。僕もこの街
が大好きです」
濱田水輝選手
（DF）

bjリーグ2011-2012シーズン

埼玉ブロンコス
代表取締役社長
成田俊彦氏より
ごあいさつ

注目

ミーヤ

日本初のプロバスケットボールリーグとして2005
年に開幕したbjリーグ。2011-2012シーズンは4チ
ームが加入し、全19チームの大所帯に。そのbjの
オールスター戦がさいたまスーパーアリーナで開催
される。全国19チームから選出された精鋭たちが
展開するド迫力のプレーを生で味わうチャンスだ。

d埼玉ブロンコス
をはじめ、全国19
チームのスター選
手が一堂に会する。
華麗なテクニック
と迫力満点のシュ
ートシーンを見せ
てくれるはず

■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

美術館でウットリ！

鉄道博物館
ミニ新幹線
「はやぶさ」
運行

「てっぱくひろば」の芝生広場にある5イン
チ線路で、ミニ新幹線
「はやぶさ」
を運行中。
㊏㊐㊗のみなので、機会は逃さずに！
iさいたま市大宮区大成町3-47
1048･651･0088 610：00~18：00 d㊋
fミニ新幹線「はやぶ 7大人1000、小中高生500、幼児200
さ」
に乗れるチャンス P280台（￥500） eニューシャトル鉄道博
※料金無料、
入館料のみ 物館駅より徒歩1分

さいたま市大宮盆栽美術館
貴重な盆器のコレクション展
「盆器」とは盆栽を植える鉢や水石を飾る水
盤のこと。普段まとめて鑑賞することの少
ない中国盆器の貴重なコレクションを展示。
iさいたま市北区土呂町2-24-3
1048･780･2091 69：00 〜 16：30 d㊍
f「中国の盆器」
。9 / 7大人300 P39台 eJ土呂駅東口より
10㊏〜 10/19㊌の開催 徒歩5分 3www.bonsai-art-museum.jp/

うらわ美術館 9/10㊏

▼
さいたま市ゆかりの 11/6
㊐
作家の展覧会に注目！

日本の美術界において創造性に充ちた
活動を展開した瑛九の全貌を紹介する
iさい たま 市 浦 和 区 仲 町 大回顧展「生誕100年記念 瑛九展」を
2-5-1 浦和センチュリーシ 埼玉県立近代美術館と同時開催。

ティ 3F 1048・827・3215
610：00 〜 17：00 d㊊
（㊗
の場合は開館、翌㊋休館）
、
年末年始 7内容により異
な る eJ浦 和 駅 西 口 よ
り 徒 歩 7 分 3 www.uam.

urawa.saitama.jp/

多くのイベントでにぎわう秋は、
スポーツ観戦や美術館巡りにも最適。
世界一になった
“なでしこ”
のいる
女子サッカーチームにも注目！

12/10㊏

サポーターの熱さも有名
日本を代表するビッグクラブ

さいたま太鼓エキスパート

gさいたま市民会館おおみや 4SCVB 1048・647・8339

12/6㊋・7㊌

C

脅威の粘りでJ1に定着
戦力も充実して飛躍の気配

スポーツ観戦&
お祭りへGO!

SLの石炭をイメージした黒いあられ。
見た目と味のギャップでインパクト大

レッズ傘下の女子チーム
なでしこリーグで活躍

「さいたま市民の
皆さんから本当
にサッカー好きな
のが伝わります。
リーグ再開時は、
熱い応援をお願
いします！」矢野
喬子選手
（DF）

浦和レッドダイヤモンズ

フレンディア

県産
「香り豚」
のボンレスハムを使用。
彩りと食感豊かなハムと野菜のゼ
リーよせはおもてなしにもピッタリ！

大宮アルディージャ

レディア

A

（ハムと野菜の
C シンケンアスピック
B
ゼリーよせ）／￥1000
（180g）

石炭あられ
／￥630
（40g×2袋）

（株）金時米菓 i越谷市新川町2-298
1048･966･3535 販売元：鉄道博物館ミュー
ジアムショップ 1048･654･6281
松葉納豆鶴の子本舗 iさいたま市北区東大
成町1-657-6 1048･663･3992 ee北大宮
駅より徒歩5分
ハム・ソーセージ工房kazusaya iさいたま
市見沼区大和田町1-996-8 1048･688･6929
ee大和田駅より徒歩3分

浦和レッズレディース

家族で！
友達と！

社団法人さいたま観光コンベンションビュー
ローが推奨する土産品58点と、更に厳選した
「金賞」
土産品
（左含む）
の８点を選定している。

スポーツの秋です!

s瑛九「旅人」1957年リト
グラフ。うらわ美術館蔵

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
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6

