春をたっぷり楽しめる、さいたま市の魅力をガッチリご紹介!
Take Free!

2012

川島永嗣選手
が
さいたま市を語
る

春号

さいたまの観光情報 さいず

春の収穫いただきます!

市場&食堂めぐり
表紙＝与野公園のバラ

まちかど雛めぐり・大宮薪能・うなぎまつりetc.

春はおでかけ!

イベントもりだくさん

散歩道を通ってか
ら、水と緑が多い
別所沼公園でさら
に花見するのも◎。
自然に癒されよう

満開のサクラに囲まれながら歩く散
歩はリフレッシュ効果バツグン。梅
雨の時期は色鮮やかなアジサイが咲
き誇り、雨の日の散歩も楽しくなる。

A

iさい たま 市 岩 槻 区 太 田3-4 1048･757･
9122 4岩槻城址公園管理事務所 624時
間開放 dなし 7なし P291台（無料）
ee岩槻駅より徒歩23分 3blog.sgp.or.jp/
findpark/iwatsuki/iwatsuki_jyoshi.shtml ※岩槻
城址公園桜まつりは3/31㊏・4/1㊐10：00〜16：00

A

バーガーショップ・フォレスト

花見の
に!
おとも

La,Rive
iさいたま市西区内野本郷543-2
1048･624･5129 610：00 〜 20：00 d㊋
P5台 eJ宮原駅、J日進駅より徒歩20分
3www.la-rive.co.jp/

iさいたま市西区西新井124 1048･622･
5781 4大宮花の丘農林公苑 68：00 〜
18：00（10〜3月）、7：30〜19：00（4〜9月）
dなし 7なし P250台（無料） eJ上
尾駅西口より
「ぐるっとくん
（市内循環バス）
」
戸崎先回りで23分、日産先回りで25分。0
花の丘公苑からすぐ 3 www.city.saitama.

jp/www/contents/1193708578804/index.html

お花 見 DATA
●サクラ：350本 ●ライトアップ：なし
●トイレ：4か所

与野公園
B

C
Aおフランスな
マシュマロ ￥300 人気急上昇中！ 写真は
ラズベリー B3時のマドレーヌさん ￥200
優しい味わいの焼き菓子。カラフルなアイシング
のクッキーも人気 CMASUOロール ￥1000
生地もクリームもフワフワのロールケーキ
3 時のおかしさん
iさいたま市中央区本町東2-3-11Beans与野本町
1F 1048･799･2382 610：00 〜 21：00 dなし
P45台
（30分￥100、￥1000以上購入で60分無料）
eJ与野本町駅内 3okashisan.com/

見ど ころ CH EC K!

色とりどりのバラを見たらスイ
ーツでひと息。きっとお姫様み
たいな気分になれるはず！

力強く咲くサクラソウを
間近で見られる貴重な公園

広大な敷地に約300本のサクラと約
140種、
約3000株ものバラが咲き誇る。
噴水がある弁天池では、秋になると
モミジが池に浮かび美しい風景に。

いまではかなり珍しいサクラソウの
自生地の一つで、1952（昭和27）年
に国の特別天然記念物に指定。3月
下旬〜 4月下旬ごろが見ごろだ。

iさいたま市中央区本町西１丁目地内
1048･852･2518 4（公財）さいたま市公園
緑地協会下落合プール内南部管理事務所
624時間開放 dなし 7なし P28台（無
料） eJ与野本町駅より徒歩15分 3blog.
sgp.or.jp/findpark/chuou/yono.shtml ※ばら
まつり2012は5/19㊏・20㊐9：00〜17：00

iさいたま市桜区大字田島字秋ヶ瀬･字
平野原、大字関字秋ヶ瀬、大字西堀字南
原、大字堤外字平野地内
1048･852･2518 4（公財）
さいたま市
公園緑地協会下落合プール内南部管理事
務所 65：00 〜 19：00 dなし
7なし P57台（無料） eJ浦和駅西
口より国際興業バス志木駅東口行バスで
約15分、0さくら草公園前から徒歩2分
3blog.sgp.or.jp/findpark/sakura/sakura_
sou.shtml ※さくら草まつり'12は4/22
㊐桜草公園会場10：00〜15：00

お 花見 DATA
●サクラ：約300本 ●ライトアップ：なし
●トイレ：3か所

お 花 見 DATA
●サクラ：約300本

●ライトアップ：なし
●トイレ：3か所
f緑の中から除くピンクのサクラソウ。散歩しながらの観賞も
花見の
おとも
に

!

見ど ころ CH EC K!
毎年4月の開花時期には
「さくら
草まつり」を開催。模擬店やス
テージショーでにぎわいます！

A

A白鷺宝 ￥74
黄身あんをミルクでコーティング
Bどら焼き
（こし餡）￥189 こしあんがたっぷり
Cおこげ餅 ￥158 つぶあんを餅米で包み焼きあげた

菓匠 花見

B

C
iさいたま市浦和区高砂1-6-10 1048･822･2573
69：00〜19：00 d第1・3・5㊊ Pなし eJ浦和駅西口より徒歩1分 3www.kasho-hanami.co.jp/
3

氷川神社に隣接した、広大な敷地の
公園。サクラの開花時期にはライト
アップあり。露店や児童遊園地など
の施設もあり、ファミリーにも◎。

桜草公園

＂埼玉自然100選＂
の公園では
5/19㊏･20㊐ばらまつり開催

A

一気に咲き誇る！

iさいたま市大宮区高鼻町4丁目
1048･641･6391
4大宮公園事務所
624時間開放
dなし 7なし
P300台
（無料）
eJ大宮駅東口より徒歩20分、e大宮
公園駅より徒歩10分
3www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/m14/

駅弁屋旨囲門ecute大宮

!

1000本ものソメイヨシノが

※天候により開花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

Aマドレーヌ￥160
C
1番人気の焼き菓子
B紅ほっぺロール ￥1200
大粒の紅ほっぺを丸ごと包んだロール
Cうみたてプリン ￥100 タマゴの殻の中にプ
リンが！ ちょっとした手土産に大人気

d八戸名物の、割った
せんべいをかけて食べ
る弁当。青森発のB級
グルメとしても有名

大宮公園

誰もがワクワクするサクラの
季節。テイクアウトフードを
買って公園へ。お花見をしな
がらピクニックしよう♪

B

せんべい汁弁当
￥1000

CH EC K!

肌寒さの残る花見
の季節には、あっ
たまるせんべい汁
弁当がオススメで
す！ ヒモを引っ
張って温めて

iさいたま市大宮区錦町630 1048･649･2366 6㊊〜㊏
6：00〜22：30、㊐㊗6：00〜21：30 dなし Pなし
eJ大宮駅 エキュート大宮店内 3www.nre.co.jp/

花見の
おとも
に

サクラ＆チューリップが満開
カラフルなじゅうたんを観賞
約350本のサクラが開花する頃、チ
ューリップも咲き始める。季節ごと
にポピー、サルビア、コスモス、ツ
ツジなどが咲き誇り、花畑一面に！

花見の
に!
おとも

見ど ころ

s青森産ホタテの唐
揚げや津軽産ナスのシ
ソ巻きなど、津軽の名
産物が詰まった弁当

iさいたま市岩槻区本町1-1-1
1048･757･2161 615：00〜21：30 d不定休
Pなし ee岩槻駅よりすぐ 3なし

大宮花の丘農林公苑

f「さくら名所100選」
に選ばれているお花見スポット

ふつうの津軽の
幕の内弁当 ￥800

D

やきトンぼたん 岩槻駅前店

iさいたま市南区別所5-4-35 1F 1048･866･
9222 610：00 〜 19：00 dなし Pなし
eJ中浦和駅より徒歩5分 3なし

●ライトアップ：
3月下旬～ 4月上旬19：00 ～ 21：00
●トイレ：8か所

サクラの開花時期に合わせて実施
18：00 ～ 21：00 ●トイレ：6か所

B
A手羽先串￥189 コラーゲン豊富
B豚タン串￥158 埼玉県産のポークを使用
C黒豚やきトン￥168 あぶらの甘みがウリ
D持ち帰り用のみそだれはカップに

B

お 花 見 DATA
●サクラ：1000本

お 花見 DATA
●サクラ：約600本 ●ライトアップ：

C

サクラだけではなく、いろいろ
な花を見られちゃう！ 花好き
の女子だけで行ってみたい公園

春の催し物はフリマや野菜直売など
を行う桜まつりや、子どもの無病息災
を願う流しびななど。ピクニック広場
など遊べるエリアも豊富だ。

花見の
に!
おとも

●トイレ：なし

見ど ころ CH EC K!

池にかかる朱塗りの八ツ橋と
約600本のサクラがコラボ！

iさいたま市南区別所7丁目〜別所沼公園
間 1048･852･2518 4（公財）さいた
ま市公園緑地協会下落合プール内南部管
理事務所 624時間開放 dなし 7な
し Pなし eJ武蔵浦和駅東口より徒
歩1分 3www.sgp.or.jp/

お花 見 DATA
●サクラ：180本 ●ライトアップ：なし

A

岩槻城址公園

CH EC K!

ライトアップされ
た夜ザクラを見な
がら、やきトンと
焼鳥片手にお酒を
飲むのは最高♪

別所沼公園から続く
花に囲まれた散歩道！

花見の
に!
おとも

Aみそかつバーガ
ー ￥340 はみ出
るほど大きくてや
わらかいカツが挟
まっている
Bフレッシュバーガ
ー ￥320 野菜が
豊富で女性に人気
なバーガー

見ど ころ

花と緑の散歩道

CH EC K!

おすすめ花見スポット＆
テイクアウトフード

見ど ころ

e
Welcom
to
!
Saitama

私たちが案内します

さいたま観光大使
「彩香」
坂口 彩
（左）
、実樹香
（右）
。活動の様子は
3ameblo.jp/saika-saitama/
entry-11110571015.html

2

Ŝ
Ŝ
Ŝ

Ŝ
Ŝ

昔ながらの土耕栽培にこだわった農園。女
峰ととちおとめを栽培し、野菜や米の直売
も行っている。うれしい練乳サービスあり。
iさ い た ま 市 岩 槻 区 釣 上 743 付 近 1090•4019•3750
610：00〜16：00 dなし 7大人1200〜800、子ども600〜
400※価格は時期により異なる P30台 e 埼 浦和美園駅よ
り徒歩25分 3www.scvb.or.jp/info/data/iwatsuki-ichigo.html

岩槻駅

3

左足を真ん中に
寄せて、右足を
前に蹴る。同時に左手
は右ヒジの裏に当てる

4

伸ばしていた右
手を内側に巻き
込み、右足を上げる。
体を縮めるイメージ

シーズン続行中 !

1

左手を右側に
パ ン チ。左 足
に体重を乗せ、右の
つま先は立てる

雛めぐりメニューを食べよう !

2

左手を引き
寄せながら
体重を右側に移動
させる。首も一緒
に右に動かすのが
ポイント

さいたま市のイチゴ狩り
美園いちごランド
あきひめ、紅ほっぺ、レイベリーの3
種が狩れる。高設ベンチ栽培なので、
ベビーカーや車イスでの入園OK。大
粒のイチゴを食べたいならココ！

実施中
▼

6月末

iさ い た ま 市 緑 区 間 宮
803 1090•5337•0391
610：00〜15：00（当日の
イチゴがなくなり次第終
了 ） d㊊ ㊍ 7小 学 生
以上2000〜1000、幼児
（2
〜 5歳）
1500 〜 800※価格
は時期により異なる
P15台 eJ浦和駅東口
f土を使わない栽培法をセレク より東川口駅北口行き、または尾間木経由浦和美園
ト。イチゴが地面に触れないので、行き約18分、0大崎園芸植物園より徒歩5分
子どもがそのまま食べても安心
3www.misono-ichigoland.com/

人形のまち岩槻
まちかど雛めぐり

開催中
▼

3/11㊐

日本が誇る人形の町で雛めぐり
職人の手作り人形からレアな人形まで
藤宮
ドール巻 ￥100

寿々家
海鮮ひなランチ
￥1500

fじょうよ饅頭と呼ばれる、山イモの入っ
た生地を使用。練り切りでお雛様を再現

f中トロやヒラメなど旬の魚、お雛様をイ
メージした寿司が入っている。味噌汁付き

iさいたま市岩槻区本町2-1-32
1048•756•1569 69：30 〜 19：00
d㊌ Pなし ee岩槻駅より徒歩5分
3fujimiyaseika.jimdo.com

iさいたま市岩槻区本町3-3-12
1048•756•0334 611：45 〜 14：00、
17：00 〜 22：30 d㊊ P15台
ee岩槻駅徒歩2分 3なし

人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり 展示はコチラ！
A旧家のおひなさま
古い蔵造りがそのまま残った歴史ある商家
に人形を飾る g長谷川邸、志水邸

B江戸から昭和の人形展
岩槻人形協同組合所蔵の江戸時代から昭和
までの歴史ある人形を飾る g郷土資料館

C小学生・高校生創作ひな人形展
小学生・高校生が授業で作ったおひなさま
を飾る gコミュニティセンターいわつき

D創作吊し飾りグループ展
創作吊し飾りグループの作品を大正時代の
モダンな建物に展示する g東玉大正館

Eひな絵手紙展
岩槻の絵手紙グループが作成した作品を展
示 g家具のカミゼン・神田人形

F岩槻歴史写真展
岩槻の歴史を写真で振り返り、八雲神社の
木彫りの四神も g八雲神社

伝統ある名高い人形の産地･岩槻で行われる「ま
ちかど雛めぐり」は、ことしで9回目を数える。
参加店や特別会場など約90か所に人形を展示！
人形の製作体験などイベントも盛りだくさんだ。
i岩槻駅前周辺商店街 1048•756•2822
610：30 〜 16：30 d開催期間無休
P周辺有料駐車場
ee岩槻駅東口より徒歩すぐ
3www.hinameguri.com/

こんなイベントがあるよ!

寒さがやわらいできたらアク
ティブに出かけよう！ 雛め
ぐり、ダンススクールにイチ
ゴ狩りなど、楽しいこと満載

3月初旬
▼
5月下旬

〕
〔

Ŝ
Ŝ

■

▼
バリアフリーの高設栽培で、子どもからお
年寄りまで楽しめる。
＂安心安全＂のとちお 5月上旬
とめ、紅ほっぺ、やよいひめの3種を栽培。
iさいたま市岩槻区裏慈恩寺459 1090•2629•3640 610：00〜
16：00 d㊊ ㊍ 7大 人1500〜1000、小 人（4歳 以 上）￥1300 〜
1000、3歳以下無料※価格は時期により異なる P15台 ee東岩
槻駅よりタクシー約10分 3www.fukai-farm.com/

■
■

ŜŜ

■

実施中

街に
ま
ち
か
ど
雛
め
ぐ
り
出よう
ダンス& イチゴ狩り

●

Ŝ

■

発表会やイベントなど発表の機会が多く、自分らしく
踊れるダンサー育成を目指す。主婦向けのクラスも。
右足を一歩
前について
進み、手は体の横
に流す。胸を張っ
て体を大きく見せ
るのがコツ

●

Ŝ
Ŝ

sイベント期間
中は、おひな様パ
レードや、まちか
どライブ、物産市
なども開催。市内
では完成すれば記
念品が贈呈される
スタンプラリーも

Lights Performing Arts

5

■

Ŝ

Ŝ

Ŝ

KidsクラスとGirls Hiphop
を受け持つ。安室奈美恵のス
タンドインなど活躍中の先生

Ŝ

■

Ŝ

Ŝ
Ŝ

■

●

Ŝ

Ŝ

Ŝ

Ŝ

●

Ŝ

教えてくれたのは波多野愛子先生

iさいたま市岩槻区本町3-20-14 亀
谷ビル3F 1048•756•0809 610：
30 〜 21：00（日によって異なる）
d㊐ P5台（無料） ee岩槻駅東
口より徒歩5分 3www.f4dk.com/

岩槻いちご狩り観光農園

■

●

Ŝ

Ŝ

Ŝ

Ŝ

Ŝ

rls Hiphopダンス
ダイエットにも効く！ Gi

初心者からプロ志向の人まで通える充実のプログラム。
キッズクラスも多彩で、オススメはブレイキング。

深井農園

Ŝ

Ŝ
Ŝ

Ŝ

Ŝ
Ŝ

Ŝ Ŝ

Ŝ

Ŝ

Ŝ

iさいたま市西区指扇領別所351-8
M&Mビル1階
1090・5215・0937
612：00 〜 18：00
（日によって異なる）
d㊊㊎㊏㊐ Pなし
eJ指扇駅より徒歩5分

Ŝ

■

●

Ŝ

Ŝ

Ŝ Ŝ
Ŝ Ŝ

Ŝ
Ŝ

ŜŜ

■

㊐11：30 〜 13：00 YO-JIRO先生

Ŝ

■
■
■
■

㊏16：00 〜 17：30 石井哲也先生

Ŝ

■

㊎10：30 〜 11：30 岩川優希先生

■

Ŝ

●

㊍21：30 〜 23：00 中村真一郎先生

■

㊌18：00 〜 19：30 波多野愛子先生

Ŝ

Ŝ

iさいたま市浦和区東仲町1-23
浦和駅東口ビル5F
1048•705•7601
610：30〜23：00
（日によって異なる）
dなし Pなし
eJ浦和駅東口より徒歩1分
3www.hero-dance.com/

㊋19：00 〜 21：00 Asumi先生

■

■

Ŝ

〔
〕

F4ダンスキングダム

㊋17：30 〜 19：00 久保田冬子先生

Ŝ

●●●●●
●

Girl's HIPHOP超スーパー入門 ㊐13：00 〜 14：30 MEG先生

㊊17：00 〜 18：00 松田麻里先生

Ŝ

Ŝ

■

KIDS
JAZZ
HIPHOP JAZZ
Girls Hiphop
LOCK
初めてのYOGA
HIPHOP LOCK
HIPHOP

Ŝ

■

キッズスタイルヒップホップ ㊎17：30 〜 18：30 TAM先生

レッスンプログラム

有名アーティストの振
付やバックダンサーを
務めるインストラクタ
ーが多数在籍。AKB48・
EXILE・K-POPの振付を
教えるクラスやマイケ
ル・ジャクソンクラス f90分のレッスンは、ストレッ
など、新しい試みも！ チ、基本動作、振りの3部構成

Ŝ

■

㊌11：30 〜 13：00 Sah先生

f左から、Hiphop、HiphopJazz、Girls Hiphopを教え
るAsumi先生。JAZZやYOGA、AKB＆K-POPクラスの岩川優
希先生。KIDSやGirls Hiphop、AKB＆K-POPクラスを教え
る松田麻里先生（モーニング娘。
、Berryz工房振付）
。
HiphopのYO-JIRO先生
（w-inds.コンサート振付、出演）
。

Ŝ

Ŝ

■

ベリーダンス入門

便利な駅チカ、浦和駅出てすぐ！
豊富なジャンルから選べるダンススクール

●
●

レッスンプログラム

Ŝ

ヒーローダンスカンパニー

キッズから初心者まで受講OK!

iさいたま市大宮区桜木町
2-199しげるビル2F
1048•640•4141
611：30 〜 23：00
dなし
Pなし
eJ大宮駅西口より徒歩3分
3www.boxacademy.jp/

Ŝ

■

ボックス・パフォーマーズ・アカデミー
大宮と池袋にあるダン
ススタジオ。キッズの
レッスンも大充実で、
ママからの支持も。ヒ
ップホップからジャズ、
タップやバレエまで幅
広いジャンルが揃って f最大50人が入れる、業界屈指
いてうれしい。
の広々としたスタジオが自慢！

春から始めよう!

1週間で39クラス開講中！

■

Ŝ

3/3㊏

木目込人形製作体験
g旧区役所第2別館2階 1048・757・8881

3/3㊏･11㊐

つるし飾り製作体験
gコミュニティセンターいわつき 1048・756・2822

ボクが
描きました

3/3㊏･4㊐

ひな祭りイベント
g岩槻駅前･クレセントモール 1048・756・2822

3/11㊐

エンディングイベント
g岩槻駅前･クレセントモール 1048・756・2822

あらい太朗●さいたま市在住
イラストレーター。さいたま
観光大使を務める。ブログは
3ameblo.jp/tarochan-maestro/

http：//www.kyo-kurama.jp/
さいたま市大宮区三橋1-668

☎ 048・780・2653
5

4

待ってました!
さいたま市浦和うなぎまつり
5/19
㊏

さいたま市の伝統産業に指定されているウナギに親しめ
るイベント。ウナギ弁当の販売、ウナギのつかみ取り体
験など、大人から子どもまで楽しめ、ウナギの魅力満載。

土曜市は食材がさらにお買い得！
全店舗が一般開放していて、新鮮な食材が安
く手に入る。昼ごろまで開いているが、目当
てを購入するなら早めに。土曜市は毎週開催。
iさいたま市桜区桜田

3-3-1
1048•861•2641
66：00 〜 13：00

iさいたま市浦和区常盤6-4-4
（さいたま市役所東側広場及び南
側駐車場） 1048･829･6179
610：00 〜 15：00
※荒天の場合5/20㊐に順延
eJ浦和駅より徒歩15分

ff初めて触るヌルヌルのウナギの感触に驚きの声も！ 子どもが夢中になるウ
ナギのつかみどり体験f職人が焼くウナギは、口当たりがふかふかでとっても
柔らかいhウナギのタレのいい匂いが会場全体を包み、食欲をそそられる

浦和うなこちゃん

ウナギを
食べに
来てね!

d㊐
P600台
eJ中浦和駅より徒歩
20分
3urawa-ichiba.com/

3/11㊐

河村屋 大宮本店

g田島氷川社（桜区） 4さいたま市教育委員会文化財保護課
1048･829･1723

鎮花祭

g武蔵一宮氷川神社
（大宮区） 4同神社

1048･641･0137

4/22㊐

アートフルゆめまつり 2012

4/22㊐

第 6 回さいたま新都心お地蔵祭り

4/29㊗

2012 人形のまち岩槻流しびな

5/4㊗

久伊豆雅楽を楽しむ会

5/3㊗〜 4㊗

花と緑の祭典 2012 春の園芸まつり･
シビックグリーンさいたま

iさいたま市北区別所
町 1125-6 1048･667･
6733 610：00〜18：00
d不定休 P8台
eJ上尾駅より上尾車
庫行きバス約10分、0
馬喰新田から徒歩すぐ
3 www.kawamuraya.

g大宮駅周辺11会場
（大宮区） 4同実行委員会 1048･795･9048
gさいたま新都心駅東口、高沼遊歩道公園広場
（大宮区）
4同実行委員会 1048･643･1318

g岩槻城址公園
（岩槻区） 4岩槻人形協同組合 1048･757･8881
g久伊豆神社
（岩槻区） 4同神社 1048･756･0503

5/3㊗〜 5㊗

第 29 回大盆栽まつり

g大宮盆栽村（北区） 4さいたま市大宮区総務課地域商工室
1048･646･3093

5/4㊗･5㊗

アグリフェスタ '12

5/4㊗

祇園磐船龍神祭

g農業者トレーニングセンター ･緑の広場
（緑区） 4同実行委員会
1048･878･2026
g氷川女體神社
（緑区） 4同神社 1048･885･7412（連絡先）

5/20㊐

第 51 回大宮フリーマーケット

g大宮駅東口･銀座通りほか（大宮区） 4同実行委員会
1048･641･2190
キャッチフレーズ「のびのびシティ
さいたま市」をみんなが早く覚えてく
れたらうれしいなぁ。のびのびとみん
なで、さいたま市で遊ぼう〜♪

餃子のヨコミゾ
フリーダイヤル

コクサン

さいたま市出身 日本代表の守護神
川島永嗣
（GK）
さん
プロフィール●
かわしまえいじ。83年
生まれ。ジュピラーリ
ーグ・リールセSK所属

たり。2012年、実家でお正月を過ごした時も、
与野で七福神めぐりをする多くの人達を見かけ
ました。さいたま市という大きな街になっても
昔ながらの街が残っている、そんな魅力がさい
たま市にはあると思います」

工場直売所
ギョーザヨ！

※お電話による受付は平日１７：００まで

直売店：営業時間【９：３０～１８：００（年末年始以外無休）】

さいたま市西区三条町７５
ＨＰ：「餃子 の ヨコミゾ」で検索

※国産冷凍餃子・
シューマイの工場直売所

fマグロ専門店の切り身。
時価。冷凍から生、目玉や
白子まで販売s丸大商店
のとろほっけ。￥450
e採れたての新鮮
なタケノコ。8本セ
ッ ト。時 価f朝 天
辣椒。舐めただけで
も飛び上がるほどの
激辛調味料！ 時価

おでん専門店という珍しい
店も！ ぜひ一度足を運ん
でみてください
スタッフの原 啓志さん

大宮中央青果市場のボリュームご飯はココで!
鉄板焼き ぶぅすけ お好み焼き

玉ねぎの
赤ワイン漬け／
￥609

11年東日本T-1グラ
ンプリ銀賞受賞。そ
の時一番いいタマネ
ギの品種を使用する。
クリームチーズとの
相性はバッチリ！

市のキャッチフレーズで
す

のびのびシティ さいたま市
みんながのびのび暮らせる町、未来に向かっ
て伸びて行く町、という思いがこもったキャ
ッチフレーズ。豊かな自然と安心して住める
環境とともに、発展・進化していく市に！

f清水勇人市長。
「さいたま市はみんなが愛着と
誇りを持てるようなまちづくりを進めます！」

キッチン ニューほしの

ランチは、ジューシーな肉汁が楽
しめる200g極厚カットステーキ
定食1000円などがイチオシ。

目の前の市場から最上級の素材を
店主が厳選。特薦ジャンボかつカ
レーやハヤシライスが人気。

iさいたま市北区吉野町2-224-1総合
食品卸売市場内 1048･654･2002
6 11：00〜15：00 、17：00〜24：00 、㊏
11：00〜24：00 dなし Pあり eJ
f自家製ソースのミックス焼き 宮原駅より東武バス原市団地行きバス
¥890など、お好み焼きも各種人気 利用で、0工業団地西から徒歩3分

iさいたま市北区吉野町2-224-1総合食
品卸売市場内 1048･664･6128 66：00
〜14：00、17：00〜21：00、㊏6：00〜14：30、
17：00〜21：00 d㊐㊗ Pあり
f洋食屋の定番メニューはもちろ eJ宮原駅より東武バス原市団地行きバ
ん、オリジナルメニューなど多彩！ ス利用で、0工業団地西から徒歩3分

ース

ニュ

注目

鉄道博物館
ひろばでミニ新幹線に乗れる

3/3㊏からてっぱくひろばにて、㊏㊐㊗限定
でミニ新幹線
「はやぶさ」
に乗れる！ 運行時
間は10：30 〜 12：00と13：30 〜 16：00。
iさいたま市大宮区大成町3-47 1048･651･0088
f乗車料は無料（入館 610：00 〜 18：00 d㊋ 7大人1000、小中高生500、
料のみ）
。幼児は保護 幼児200 P280台（￥500） eニューシャトル鉄道
者と一緒に乗車して
博物館駅より徒歩1分 3www.railway-museum.jp/

さいたま市大宮盆栽美術館
浮世絵版画に描かれる盆栽に注目

に移籍する20歳まで、僕の生活のすべてはさい
たま市中心でした。幼少の頃は実家から近くの
与野公園
（表紙）
に遊びに行くことがほとんどで
した。季節によっては、ばらまつり
（P3）
があっ

０１２０５９３５３４

7

iさいたま市北区吉野町
2-224-1 1 048 • 664 •
1005 6一般開放は8：30
〜昼ごろまで d不定休
P250台 eJ宮原駅よ
り東武バス原市団地行
き約15分、0工業団地西
か ら 徒 歩3分 3 www.

omiyacyuou-seika.co.jp/

市のキャッチフレーズが決定

「僕が生まれ育った街、
『与野』
は、いまのさいたま
市中央区です。地元の与野西中学校、浦和東高
校を経て、初めてプロサッカー選手として過ご
した大宮アルディージャから名古屋グランパス

co.jp/index.html

盆栽が浮世絵版画に登場する明治時代の作品
を展示。派手なものや可愛いもの、巨大なも
のまで、様々な盆栽が描かれている。
iさいたま市北区土呂町2-24-3 1048･780･
、
2091 69：00〜16：30 d㊍（㊗をのぞく）
4/18㊌ 7大 人300 P39台 eJ土 呂町 東
口より徒歩5分 3www.bonsai-art-museum.jp/
e「ウキヨエ盆栽園」3/24㊏〜 5/15㊋まで

伝統芸能のお勉強
第31回大宮薪能
歴史の深い神社で
能･狂言を鑑賞！

5/25㊎
・
26㊏

能･狂言の当代一流の演者が一堂に会
し、武蔵一宮氷川神社で行う薪能。こ
としの演目は、素謡
「翁」
や狂言
「茶壺」
、
能
「紅葉狩」
などを行う。
e全席指定。席料はS席¥7000、A席¥6000、
B席¥5000
iさいたま市大宮区高鼻町1-407
1048･647･8339 4（社）さいたま観光国際
協会 617：40〜21：30
eJ大宮駅東口より徒歩20分
※ 先 行 販 売 ／ 3/10 ㊏〜14 ㊌ 10：00〜15：00
（※先行販売専用電話20120･400･106）、一
般販売／ 4/13㊎〜大宮駅観光案内所、浦和
観光案内所にて

一般開放している市場で新鮮な食材を
安く手に入れよう！ 魚や肉、調味料
や花も売っていて大充実。買物の
あとはうなぎまつりでウナギ三昧だ

g市民の森･見沼グリーンセンター（北区）
4春の園芸まつり：見沼グリーンセンター 1048･664･5915 ／
シビックグリーンさいたま：市みどり推進課1048･829･1423 ／
国際友好フェア：
（社）
さいたま観光国際協会1048･813･8500

co.jp/

新鮮な魚はココがお買い得！
「安くて新鮮」
をモットーに、毎週㊏に大宮中
央青果市場と合同の大開放を8：30 〜開催。
刺身から干物まで大充実の品ぞろえ。

うなぎまつり
も
あるよ！

4/5㊍〜 7㊏

s漬物屋「比留
間商店」の＂雪ん
娘＂
。山形産の
アツミカブを甘
酢漬けに。￥180

野菜や果物はもちろん、調味料、冷凍食品、
菓子や花まで販売する。一般開放の㊏は市場
内で一週間分の買い物を済ませよう！

東日本T-1グランプリ銀
賞!

江戸時代から続く漬物の老舗。大宮本店は工
場と隣り合わせになっていて、作業風景が見
えることもある。看板商品は大根やナス、レ
ンコンの入った大福神漬609円など。

埼玉県魚市場

野菜から果物、加工品までそろう

タマネギを丸々使った斬新な漬物

田島の獅子舞

春の収穫いただきます!

iさいたま市北区吉野町
2-226-1 1 048 • 667 •
0801(仲卸協同組合) 66：
00 〜昼ごろまで d㊐・㊗
P400台 eJ宮原駅より
東武バス原市団地行き約
15分、0工業団地西から
徒歩3分 3saitamauoiti.

大宮中央青果市場

©やなせたかし

い!
春もイベントいっぱ

d青果店「銀一」
の＂さがほのか＂
。
大きくて真っ赤
なイチゴは甘く
て食べごたえあ
り。時価

楽しい春がやってきた!
市場& 大宮薪能

ウナギ好きにはたまらない
ウナギづくしの日！

浦和卸売市場

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

さいたまジモト自慢ガチンコ対決!
それぞれ異なる切り口でトピックを集め人気の情報サイト
「ネタフル」
と
「エアロプレイン」
。
運営人であるお2人による書き下ろし連載コラム、今回はどんなグルメネタが出るかな？
ネタフル運営人
3netafull.net/

@kogure

第4弾

エアロプレイン管理人

浦和出身のブロガー、コ
グレマサトです。新刊
「〝知りたい情報〟 がサク
サク集まる！ ネット速
読の達人ワザ（青春出版
社）
」
が出ました！

コグレマサト

おいでよ
さいたま
新発見!!

中山記男
（のりお）
3airoplane.net/

@norio_airoplane

浦和の隠れ家的ベーカリーを発見！

大宮の洋食はここから 「紅亭
（べにてい）
」

浦和駅東口の住宅街で発見した、隠れ家

大宮で洋食好きにとって、まずは訪れ

的パン屋さんをご紹介しましょう。その名

ておきたい店…それが大宮駅西口から1

も「ひがしなか町ベーカリー」
。2010年10月

〜 2分ほどの好立地にある
「紅亭」
だろう。

にオープンしたパン屋さんです。分かりや

この紅亭、歴史はとても古く、なんで

すい！ だって、東仲町にあるパン屋さん

も開店は昭和33年にまでさかのぼるとい

ですからね。ズバリなネーミングですが、

う。レストランよりも洋食屋という名称

場所が少し分かりにくいかもしれません。

が似合う店で、ランチのハンバーグやメ

東仲町にある、というだけでは探し出せな
いかも!? 住宅街の中にあり、さらに入口
も大きな通りに面していません。裏側から
こっそり入るような隠れ家的なパン屋さん
なのです。
小さなお店には、さまざまな種類のパン
が並んでいます。都内で10年間修行し、念
願の地元でのパン屋オープンにこぎつけた
というお店のご主人（若い！）にお聞きした
ところ、デニッシュ、クロワッサンがオス
スメだそうです。シンプルなクリームパン、
浦和らしいうさぎパンも個人的にはオスス
メです！ 浦和駅東口に行くことがあれば

合同会社オラニエ代表。
ブロガー・Webコンサル、
ソーシャルメディアディ
レクター。2000年より
同サイトを運営。JFA公
認コーチという顔も持つ。

rパンによっては焼き上
がりの時間が書かれてい
るので、ぜひ焼き立ての
パンを食べてみて！

掲載スポットDATA
ひがしなか町
ベーカリー
iさいたま市浦和区東仲
町23-7
1048・678・5566
610：00 〜 19：00
d㊊ ㊐、毎 月29日、第3
㊋
Pなし
eJ浦和駅東口駅より徒
歩6分
3なし

ぜひ立ち寄って。

ンチには、煮物や漬け物などの付け合わ
せに加え、味噌汁もセットとなる。しかし、
これがうまい。日本人の味覚にド直球に
うったえかけてくる「うま味」にあふれる
料理の数々は、まるで中毒のように、定
期的に食べたくなってしまうほど！
ほぼ全ての注文でオーダーが入ってか
ら調理を始めるため、多少の時間は必要
だが、名物のカウンターからその仕事の
丁寧さを見つめるのもまた楽しいだろう。
人気のメニューにはハンバーグ、豚ロー
スの香味焼きに加え、世にも美しい「ドレ
ス・ド・オムライス」
なるものがある。夜限
定ではあるが、注文してみてのお楽しみ！

r紅亭の日替わりランチ
こと「おまかせ」より。こ
の日はメンチカツ。毎日
来てもあきない

掲載スポットDATA

紅亭
iさいたま市大宮区桜木
町1-3-3
1048・641･6244
6㊊㊋㊎㊏11：30 〜 14：
30、17：30 〜 20：00（LO）
㊌㊍11：30 〜 14：30
d㊐㊗
f19
Pなし
eJ大宮駅西口より徒歩
1 〜 2分
3なし

もっとさいたま市を知りたくなったら!

ツイッターもやってます!
Follow us on Twitter@SaitamaTIB
QRコードでHPへ!

d携帯からでもさい
たま観光国際協会の
公式HPに飛べるぞ！
気軽にアクセスして

大宮駅観光案内所
iさいたま市大宮区錦町630
（J大宮駅構内） 1048・644・1144
69：00 〜 19：00 dなし
eJ大宮駅直結

さいたま新都心観光案内所
iさいたま市中央区上落合2（Jさい
たま新都心駅東西自由通路内）
1048・600・0070 610：00 〜 18：30
d年末年始 eJさいたま新都心駅直結

d改札口を出て
すぐ、近くには
みどりの窓口も
あるので便利

浦和観光案内所
iさいたま市浦和区高砂1-16-20（J
浦 和 駅 西 口 ） 1048・824・0333
610：00 〜 18：30 d年末年始 eJ
浦和駅西口より徒歩すぐ

dパンフレット
など多数展示。
地元情報はここ
でゲット

ロードサービスは 24 時間、どこへでも

d駅前にあり、
気軽に立ち寄れ
るスポット。チケ
ットぴあ取扱い

JAF入会申込受付中！

２輪車のロードサービスも行っています。
JAF会員だけのお得なサービスが盛りだくさん！
ガソリンスタンド、レストラン、遊園地、
道の駅などぞくぞく優待施設拡大中！

JAF埼玉支部

さいたま市中央区下落合4-1-1
TEL:048-840-0024
（平日の 9:00〜17:30）
FAX:048-840-0051

発行

社団法人さいたま観光国際協会

※
「社団法人さいたま観光コンベンションビューロー」
は12年3/1に名称が変更となりました

iさいたま市大宮区錦町682-2
JACK大宮3F
1048・647・8338 3www.stib.jp
制作

2012年3月1日発行

8

