eビル屋上に設置
されている。各情
報のほか、売り出
し中の埼玉出身ア
ーティストを放映

ボビー・
オロゴンさん

73年生まれ、ナイジェリア連邦共和国出。
身。
「日本の街に詳しくなれるクイズ&旅
番組！ ボビー 's スタジアム」は4年目に
突入。アレムコプロダクション所属

東口（南口）

線
東北
京浜
JR
線
埼京
JR

さいたまに住んで15年ぐらいたちます。埼玉は川
がとてもキレイだし、自然もたくさんあり、人と人
と触れ合いもたくさんあり、子供を育てるのにと
ってもよい環境だと思います。ボクは週1で浦和駒
場体育館で体を動かします。そこでいろんな方々
に人生の勉強をさせていただいております。サッ
カーやスポーツの盛んなさいたまはボクにとって
はサイコーの街です。

ルミネ1
東口（北口） 中央通り
髙島屋
大宮駅

北与野

マクドナルド

大宮駅東口
LED
大型ビジョン

iさいたま市大宮区仲町
1-1 ムサシビル屋上
1048・780・2391
（株式会社ムサシ）
放映時間 6:00 〜 24:30
eJ大宮駅東口よりすぐ

さいたま新都心

大宮駅東口LED大型ビジョン
大宮駅前に建つビル屋上の大画面で
最新のイベント情報をチェック！
JR大宮駅東口の南銀座入口付近に設置された
LED大型ビジョンでは、植木草花市や朝顔市な
どのイベント情報を放映。今後、夏まつりや花
火大会なども流れる予定なので見逃せない。

e園内は木が密集し
ているので、長そで、
長ズボンを着用して
の来園がベター

iさいたま市西区塚本町

氷川神社の茅の輪くぐりと植木草花市

g武蔵一宮氷川神社境内及び参道（大宮区） 4STIB 1048･647･8339

第16回人形のまち岩槻 朝顔市

7/1㊐

ge岩槻駅前 クレセントモール
（岩槻区） 4STIB 1048･647･8339

7/14㊏・15㊐ 平成24年度 与野夏祭り

味覚狩りDATA
■開園時期 7月下旬〜 8月 ※果実がなくなり次
第終了 ■入園料 大人￥500、幼児￥250（時間
制限なし） ■持ち帰り ブルーベリー￥150/100g

103･5777･8600(6/17㊐ 7/16㊊)

浦和まつり 第17回音楽パレード・第36回浦和おどり

7/15㊐

ウラワミュージックフェスタ
大宮夏まつり 第21回中山道みやはらまつり2012

3万㎡の広大な畑に、約2400株・約15品種ものブ
ルーベリーの木を栽培。その日により、実の状
態のよい場所を案内してくれるから、安心して
摘み採れる。おみやげ用は300ｇパック750円～。

gJ宮原駅東口周辺及び旧中山道（北区） 4★ 103･5777･8600(6/27㊌ 8/26㊐)

浦和まつり 第32回みこしパレード・渡御

7/22㊐

g旧中山道 新浦和橋下〜調神社（浦和区） 4★ 103･5777･8600(6/24㊐ 7/23㊊)

浦和まつり 南浦和会場 第9回浦和よさこい

7/22㊐

8/1㊌・2㊍

大宮夏まつり 2012中山道まつり

■開園時期 6月中旬〜 8月下旬
■入園料 3歳以上￥500（時間制限なし）
■持ち帰り ブルーベリー￥150/100g

gJe㋥大宮駅東口周辺
（大宮区） 4★ 103･5777･8600(6/27㊌ 8/26㊐)

8/3㊎・4㊏

大宮夏まつり 第16回東大宮サマーフェスティバル

g東大宮中央公園
（見沼区） 4★ 103･5777･8600(6/27㊌ 8/26㊐)

8/6㊊・7㊋

大宮夏まつり 第41回大宮日進七夕まつり

g日進七夕通り周辺（北区） 4★ 103･5777･8600(6/27㊌ 8/26㊐)

8/19㊐

2012人形のまち 岩槻まつり

g旧岩槻区役所駐車場及び岩槻駅東口周辺
（岩槻区） 4同実行委員会 1048･756･1445

8/25㊏

大宮夏まつり 第42回指扇まつり大会

g滝沼川遊水池
（西区） 4★ 103･5777･8600(6/27㊌ 8/26㊐)

クリーン
センター
大崎

念仏橋

くらしの
博物館民家園

夏のさいたま市を盛り上げてくれる
さいたま観光大使
藤井愛莉さん

浅香いづみさん

さいたま市には素晴ら
しい伝統産業や行事が
あるので、県外の方々
にもPRしたいです

夏はさいたま市のさま
ざまなお祭りに参加し
て、市民のみなさんと
触れ合いたいです！

※STIB＝（社）さいたま観光国際協会
（9：00 〜 17：45、㊏㊐㊗休） ★＝NTTハローダイヤル

キッズを虜にする施設が多彩
レジャープールで夏を満喫しよう
一番人気はスピード感がたまらない高
さ約10ｍのスライダー。6.6ｍの高さ
からすべる、チューブ型のアドベンチ
ャースライダーや噴水広場など、幼児
でも遊べる施設がそろうのもうれしい。

注目

ニ

ュー
鉄道博物館
ス
夏休みに向け、新施設｢てっぱく図書室｣誕生
7/21㊏、ノースウィングに｢てっ
ぱく図書室｣ がオープン。小学
生までを対象とした鉄道に関す
る絵本などを、親子で楽しめる。
iさいたま市大宮区大成町3-47
1048･651･0088 610：00 〜
18：00（図書室の利用〜 16：30）
d㊋ 7一 般 1000、小 中 高 生
500、幼 児 200 P280 台（ ￥
500） eニューシャトル鉄道博
物館駅より徒歩1分

沼影小

iさいたま市南区沼影2-7-35
1048・861・9955
69:00 〜 17:30（6/30㊏〜 8/15
㊌）
、〜 17:00（8/16㊍〜 9/2㊐）
※入場は30分前まで d7/2㊊
〜 20㊎の平日 7大人420、
小中高210 ※幼児は18歳以
上の保護者1名につき2名まで
P130台（無料） eJ武蔵浦
和駅西口より徒歩10分
3www.numakage-park.com/

浦和駒場体育館
宇宙科学館
ファミリー
マート
産業道路

浦和駒場
スタジアム

駒場運動公園

r実際に使用されていた鉄道車両
の座席を設置。車内で本を読む気
分を味わえる※図書の貸し出し不可

さいたま市大宮盆栽美術館

開催日：2012年10/13㊏
68:00 〜 15:00（予定）
g浦和駒場体育館 iさい
たま市浦和区駒場2-5-6 主
催：大相撲さいたま場所実
行委員会1048・625・9077
（墨ホーム企画株式会社）
3www.saitamabasho.com/

6/30㊏〜 9/2㊐

さいたま市沼影公園プール

バリエ豊富な8つの施設を備える
地域最大級の大型市民プール
スリル満点な全長100ｍのスパイラル
スライダーや流水プール、貝殻型幼児
プールなど家族で一日遊び尽くせる施
設が充実。本格的に泳げる競泳プール
や一年中利用できる屋内プールもある。

ハッケヨイ!
大相撲が
やって来る

大相撲さいたま場所
大迫力の大相撲巡業を生で観戦
チケットの購入はお早めに！
10/13㊏に大相撲巡業を開催。大迫力の
取り組み、わんぱく相撲、相撲の禁じ
手をユニークに紹介する初っ切りなど
を披露。チケットは6/20㊌～浦和観光
案内所で販売され、売り切れ次第終了。

「夏休みアート教室 みんなで展覧会をつくろう！」
写真家、版画家らの若手アーティストを講
師に迎え、盆栽をモチーフとしたワークシ
ョップを開催。対象は小学生で全6回行う。
iさいたま市北区土呂町2-24-3 1048・
780・2091 69:00 〜 16:30（3 〜 10月） ※
入館は30分前まで d㊍（㊗は開館） ※臨
時休館あり 7参加費各回￥500程度（内容
により変更）
。応募方法は館内受付、電話、
ハガキの受付後に抽選。観覧料 一般300、
高大65歳以上150、小中100 P39台（2時
間無料） eJ土呂駅東口より徒歩5分

r開催日は7/21㊏･22㊐
･28㊏･29㊐、8/4㊏･5㊐。
開催後に子どもたちの作
品による展覧会を実施

夏休みに家族で遊べる、プールや

gJe㋥大宮駅西口周辺
（大宮区） 4★ 103･5777･8600(6/27㊌ 8/26㊐)

味覚狩りDATA

大和田公園プール

沼影公園
プール

ブルーベリー狩り、さまざまな夏

大宮夏まつり 第25回スパークカーニバル

8/1㊌

ブルーベリー
プラザウラワ 大崎公園
浦和中央
自動車教習所

gJe㋥大宮駅西口周辺
（大宮区） 4★ 103･5777･8600(6/27㊌ 8/26㊐)

r品質に優れ、大粒なハイブッシュ系ブルーベリー

さいたま市 沼影公園

6/30㊏〜 9/2㊐
iさいたま市大宮区寿能町
2-519 1048・642・0478
69:00 〜 17:30（6/30 ㊏ 〜
8/15㊌）、〜 17:00（8/16㊍
〜 9/2㊐ ） ※ 入 場 は60分
前 ま で d6/30㊏ 〜 7/21㊏
の平日 7大 人420、小中
高 210 P242 台（ ￥680/1
日） ee大宮公園駅より
徒歩10分
3www.sgp.or.jp

マルエツ
イエローハット

ニュースを合わせて紹介。さらに、

103･5777･8600(6/24㊐ 7/23㊊)

大宮夏まつり 西口夏まつり

7/31㊋

iさいたま市緑区大崎526
1048・878・0436 69:00 〜
13:00（6月中旬〜 7月中旬）、
〜 16:00（7月中旬〜 8月下旬）
d6月〜 7月中旬の平日（応相
談）
、7月中旬〜 7月末の㊊㊋
㊎ P60台（無料） eJ浦和
駅東口より東川口駅北口行バ
スほか、0念仏橋から徒歩6分

大宮第二公園

ウエルシア

ボビー・オロゴンさんが登場！

gJ南浦和駅周辺
（南区） 4★

入園） d㊋㊌ ※雨天
東大久保
閉園 P10台
（無料）
見川果樹園
公民館
eJ大宮駅西口より馬宮
ローソン
団地行バス、0飯田新田
福岡高
から徒歩15分
エネオス

採れたての完熟ブルーベリーの味に感動
約15品種もそろうので食べ飽きない！

gさくら草通り（浦和区） 4同実行委員会 1048･824･5555

7/15㊐

川

びん沼
自然公園

ブルーベリープラザウラワ

g旧中山道 埼玉縣信用金庫前〜さくら草通り（浦和区） 4★ 103･5777･8600(6/24㊐ 7/23㊊)

7/15㊐

びん
沼

県営球場

r2万㎡の敷地に
全長260ｍの流水
プールなど施設が
多彩。駅から徒歩
圏内の立地も便利
e50ｍプールは全
8コース

武蔵浦和駅
西口
ケーズデンキ

JR武蔵野線

遊びに
行こう!

ノコッタ
ノコッタ

g本町通り周辺（中央区） 4★

東大久保

3-140-2
1090・1610・8301
610:00 〜 15：00（最終

大和田公園
プール

大宮競輪場 テニスコート

芝川

ホームベル、ウッタード、ティフブルーという
ブルーベリー 3品種の味の違いを楽しめる。受
付場所の農園レストランでは予約すれば食事が
でき、果樹園で採れた果物で作ったジャムも販売。

大宮北中

e
e

おみやげには自家製フルーツジャムを

飯田新田

大和田
線
野田
市営大宮
大宮
球場
公園駅

東武

3品種のブルーベリーを食べ比べてみて

飯田新田南

r手前から奥に
向かって1.2mま
で、徐々に深く
なる造波プール
eスライダーは
スピードが出る
ため、小学生か
ら利用できる
スライダー
の一番上からは、
広い施設が一望
できる

南浦和 北戸田
ロッテ
線
埼京
浦和工場
JR

見川果樹園

ワッショイ!
夏祭り!!
6/30㊏

ブルーベリー
狩りへ
GO!
北大宮

ボビー・オロゴンさんが市民と
ふれあうハートフル・バラエティ
「ボビー 's スタジアム」
は
テレ玉で毎㊏18:30 〜放送中！

ば
夏といえ
プール!

観光国際
協会からの
お知らせです

プール! 大相撲!
夏イベントも見どころ満載

実は
浦和区民
です!

r決まり手四十八手や禁じ手を紹介するために、江戸時代から行われて
いた見世物の一つ、
｢初っ切り」
などを見られるのも大相撲巡業ならでは

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3-6-18 けやきビル2F
TEL 048-831-2611 FAX 048-825-6620

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

