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与野本町

13年5/24㊎･25㊏
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第32回 大宮薪 能
も
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さいたま清河寺温泉

加温や加水を一切せず、地下約1500ｍから湧出
する38.3℃の源泉をかけ流しで贅沢に楽しめる、
｢生源泉湯」
が自慢。露天風呂を囲む竹林や、さい
たま市景観賞を受賞した木造の建物も風情漂う。
iさいたま市西区大字清河寺
683-4 1048･625･7373
610：00〜翌1：00、㊏㊐㊗9：00
清河寺 すき家
〜
（最終受付各24：30）
さいたま
※12/29㊏〜13年1/6㊐は時間、
清河寺温泉
料金ともに㊏㊐㊗営業
（予定）
宮バ
西区役所
西大 線
d不定※年末年始も同じ
越
川
JR
北口
7大人平日700、㊏㊐㊗800
新大宮
西大宮駅
バイパス P200台
（無料）
eJ西大宮駅北口より徒歩18分 3seiganji-onsen.com
内野本郷
上尾道路

♨

日進

小学 年の時に東大宮︵見沼

STIB＝（社）さいたま観光国際協会（9：00〜17：45 d㊏㊐㊗※12/29㊏〜 13年1/3㊍）

区︶に引っ越してきた︒最初に遊

g岩槻駅東口周辺商店街
（岩槻区） 1同実行委員会事務局 1048･756･2822

iさいたま市北区土呂町2-24-3 1048･780･2091 69：00〜16：30、
、臨時休館あり
11〜2月は〜16：00（入館は各30分前） d㊍（㊗は開館）
※12/25㊋〜13年1/3㊍。1/4㊎は本企画展示室のみ閉室 7一般300、
高・大・65歳以上150、小・中100 P39台
（120分無料） eJ土呂駅東口よ
り徒歩5分 3www.bonsai-art-museum.jp

んだところが大宮公園で︑夜店

13年2/23㊏〜 3/17㊐ 第10回まちかど雛めぐり

け ふ くび き

付いてる︒高校生の頃はボート池

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

う

でホタルを買った記憶が頭に焼き

う たが わく によ し

梅まつり

サムシング！ 僕と
ビートルズと仲間たち｣
O.A中。カバーアル
バム
「Respect」
が発
売中。要チェック！

の頃︑大宮図書館のレコード室

13年2/2㊏〜 3/3㊐

ふ くろ くじ ゅ

泉質／アルカリ単純泉 効能／関節痛、
冷え症ほか タオルの貸出／有料（タオ
ルセット￥240） シャンプー、リンス、
ボディソープ／浴室にあり

でデートなんかして︵笑︶
︒中学

g石井実生園（見沼区） 4石井実生園 1048･684･2781

所蔵する浮世絵、盆器、水石から、冬季にふさわしい雪や正月
がテーマの作品を25点ほど展示。七福神の一人である福禄寿が
描かれた、歌川国芳作の｢有卦福曳の図｣などは一見の価値あり。

でビートルズやシカゴなどを聴

第5回ロウバイ･ミニまつり

12

いて︑俺の音楽人生は大いに影

13年1/12㊏〜14㊗

さいたま市大宮盆栽美術館

FM NACK5で毎週
㊏22：30〜｢Hello

響されたね︒いまでもおふくろ

g日進神社（北区） 4さいたま市文化財保護課 1048･829･1723

12/7㊎〜13年1/23㊌※12/25㊋〜 13年1/3㊍は休み

と髙島屋の向いにある山家にウ

日進餅つき踊り【市指定無形民俗文化財】

ナギを食べに行く︒絶品だよ︒

13年1/1㊗

最近は忙しくて実家にはなかな

g一山神社（中央区） 4さいたま市文化財保護課 1048･829･1723

美術コレクション展｢雪と正月｣で季節の作品がズラリ

か帰れてないけど︑新年には必

一山神社冬至祭【市指定無形民俗文化財】

ず家族で武蔵一宮氷川神社に行

12/21㊎

♨

r広々とした内湯には足湯があり、長湯でほてった体を休められる

ってお参りするんだ︒

g調神社及びその周辺（浦和区） 4STIB 1048･647･8339

正月イチオシのイベント、与野七福

iさいたま市大宮区大成町3-47 1048･651･0088 610：00〜18：00
（入館は30分前） d㊋(12/25㊋は開館）
※12/29㊏〜13年1/1㊗
7一般1000、小･中･高生500、幼児200 P280台(¥500/1日)
eニューシャトル鉄道博物館駅より徒歩1分 3www.railway-museum.jp

神巡りに参加して福をゲットして。

十二日まち

iさいたま市北区植竹町1816-8 1048･662･4126
66:00〜24:00、㊎㊏㊐・祝
JR東北本線
前日〜翌2:00(最 終 入 場 各
ステラ
土呂駅
タウン
60分前） dなし※年末年
西口
埼玉県
始も同じ 7大人平日800、
自動車学校
㊏㊐㊗850※年末年始も同
大宮
じ P143台(無料) eJ土
やまとの湯
北大宮 呂駅西口より徒歩12分
産業道路

3www.yamatonoyu.co.jp

スポーツ好きなら 月のバドミン

十日市

大宮 やまとの湯

敷地内から湧出する天然温泉の露天風呂をはじめ、
男女各11種の浴槽があるスーパー銭湯。ジェッ
トバスや高濃度炭酸泉、モイスチャーサウナ、足
湯、岩盤浴
（500円）
なども備え、施設も充実する。

イギリスから輸入された10両の蒸気機関車のうち、最初に検査
を受けたのが、館内展示の｢1号機関車｣。明治の空に響かせたそ
の汽笛をイベントで聴くことができる。実施は11時〜 11時15分。

トン日本リーグの生観戦で興奮を

イベントカレンダー

が魅力
バラエティ豊かな施設

指扇

12/9㊐･23㊗･13年1/6㊐

r肌がスベスベになると好評の、源泉かけ流しの露天
風呂｢生源泉湯｣。ほかに、岩風呂やつぼ湯などもそろう
西大宮

鉄道開業140周年を祝す｢1号機関車｣の汽笛イベント

r星空を仰ぎ見ながらリラックスできる露天風呂は、すべて天然温泉

東大宮

e各寺社にある七福神色紙は初
穂料￥1000。押印1か所￥100

鉄道博物館

g武蔵一宮氷川神社及びその周辺（大宮区） 4STIB 1048･647･8339

12/12㊌

r極彩色の衣装を着た七福神が
パレード。毎年約2000人が集う

♨

泉質／ナトリウム-塩化物泉 効能
／神経痛ほか タオルの貸出／有料
（タオルセット￥200） シャンプー、
リンス、ボディソープ／浴室にあり

島忠
ホームズ

g武蔵一宮氷川神社境内
iさいたま市大宮区高鼻町
1-407 4さい たま 観 光国
際協会 1048･647･8339
6開演17：40〜 75000〜
Pなし eJ大宮駅東口より
徒歩20分※先行予約／13年
3/9㊏〜13㊌ 10120･400･
106(先行予約専用、10:00〜
、一般／ 13年4/12㊎
15:00）
610：00〜※販売は大宮駅観
光案内所（完売まで）
、浦和
観光案内所
（〜 4/21㊐）

｢七福神巡りで
幸福招来を｣ 与
野七福神会長･
吉野喜作さん

iさいたま市見沼区南中
野422-1 1048･680・7634
日大法学部 69：00〜24：00 d不定※
大宮校舎
年末年始も同じ 7大人
南中野
大宮駅
平日700、㊏㊐㊗･12/28㊎
南中野（南）
〜13 年 1/3 ㊍ 800 P150
台(無料） eJ大宮駅東
小さな旅
口より国際興業バス浦和
むさしの湯
学院高校行ほか約15分、
0南中野から徒歩2分 3www.musashinoyu.com

北区役所

冬の
イベント
続々

東
J 武（第32回 大宮薪能）
R 野
市立
高 田
博物館
崎 線大栄橋
線
東口
大宮駅
大宮区役所

12年3月に改装し、県内最大級の広さを誇る
高濃度炭酸泉を導入。寝ながらゆったり浸か
かれるうえ、デトックスや美肌効果も期待で
きる。全7種の風呂にはヒノキ造りの露天も!

露天風呂
贅沢な源泉かけ流しの

新登場
評判の高濃度炭酸泉が

土呂

※料金、販売期間は変更となる場合があります。

12/10㊊

大宮公園

氷川神社

能･狂言の一流の演者が集まる国内屈
指の薪能。派手な演出の ｢土蜘蛛｣、有
名な武蔵坊弁慶と牛若丸の｢橋弁慶｣な
ど、初心者でも楽しめる演目を予定。
つち ぐ

r円乗院の仁王門の前
で七福神が記念撮影。
一般の人も撮影OK!

小さな旅 むさしの湯

ローソン

g出発･上町氷川神社
iさいたま市中央区本町東
6-7 4与野七福神パレー
ド実行委員会
1048･853･3675
611:30〜14:30※雨天の場
合中止 Pなし
eJ北与野駅西口より徒歩
15分 3www.stib.jp

badminton-league.jp/

5月開催の薪能の先行予約は13年3月スタート！

北与野駅

gさいたま市記念総合体育
館 iさいたま市桜区道場
4-3-1 1048・832・8601(さ
いたま市バドミントン協会）
6開場8：30、開始10：30 〜
7一般2000（前売り1500）
P394台
（180分無料）
eJ浦和駅西口より国際興
業バス大久保浄水場または
桜区役所行約30分、0桜区
役所から徒歩すぐ 3 www.

フード
ガーデン
西口
ネッツトヨタ
JR埼京線

近場で
秘湯気分！

源泉かけ流しの日帰り温泉から、施設充実のスーパー銭湯まで、気軽に通える評判の天然温泉3施設
をご紹介。天然温泉にほっこり浸かり、心も体も芯まで温まり、寒さ厳しい冬を乗り切ろう！

大宮

七福神を祀る上町氷川神社から弘法尊 首都高速
埼玉新都心線
院までのコースを、仮装した七福神が
上町氷川神社
練り歩く。通常、七福神巡りの各寺社
( パレード
出発地点 ）
の押印受付日時は、1/1㊗〜7㊊9〜16時。

日帰り
〝天然温泉 で冬もポカポカ!!

遊びに
行こう!

福を呼ぶ︑
与野七福神巡り
年末年始はイベント大充実

こ うぼ うそ ん

道
中山

桜区役所
桜区役所

与野七福神仮装パレード
大宮

の ぞ み

13年1/3㊍

イオン
モール

日本ユニシスのホームゲーム。11年に
全日本総合選手権を史上最年少で制し
た大宮東高の奥原希望選手が、日本ユ
ニシスの内定選手として出場予定。

南与野駅

さいたま市
記念総合
町谷
体育館

中浦和
JR埼京線
高速
首都 大宮線
埼玉

バドミントン日本リーグ
2012 さいたま大会

与野本町

みんなで約6kmのコースを練り歩く正月恒例イベント

イ
パ
ス

強豪・日本ユニシスの男女チームのゲームを開催

泉質／ナトリウム-塩化物泉 効能／慢性
皮膚病ほか タオルの貸出／有料(バスタ
オル￥100、ハンドタオル￥80） シャン
プー、リンス、ボディソープ／浴室にあり

大宮で育ち
ました！

2

1986(昭和61）年、伝説のロ
ックバンド｢RED WARRIORS」
のボーカルとしてメジャー
デビュー、解散後ソロに。
現在は音楽活動を中心に、
舞台・映画で活躍中。最近
ではバラエティ番組でもお
なじみに。

iew

nterv

表紙i

各種会議室を用意・視聴覚機器完備

埼 玉 教 育 会 館
http：//www.kyo-kurama.jp/
さいたま市大宮区三橋1-668

☎ 048・780・2653
7

〒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

