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
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