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

