inter

ものまね芸人

view

ホリさん

パルコの上･8階に位置し、利便性抜群。市の図
書館ネットワークの中枢であり、自動貸出機や、
日本で初めての自動返却機を導入。1万冊以上そ
ろう医療情報コーナー、10種のオンラインデータ
ベースを使えるビジネス支援コーナーなども魅力。

図書DATA
一般書

児童書

49,228

浦和駅

10/19㊎

第48回人形のまち岩槻 人形供養祭

11/9㊎〜 11㊐ コラボさいたま2012 さいたま商工見本市
11/17㊏〜 2013年2/14㊍ さいたま新都心 けやきひろばイルミネーション
gさいたま新都心けやきひろば
（中央区） 4さいたまアリーナ 1048・600・3001

さいたま市農業祭

gさいたまスーパーアリーナ
（中央区） 4同事務局 1090・8814・5101

12/10㊊

十日市

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

12/12㊌

十二日まち

12/21㊎

一山神社冬至祭【市指定無形民俗文化財】

g一山神社（中央区） 4さいたま市文化財保護課 1048・829・1723

日進餅つき踊り【市指定無形民俗文化財】

g日進神社（北区） 4さいたま市文化財保護課 1048・829・1723

2013年1/3㊍

与野七福神行列

g与野本町通り周辺ほか（中央区） 4STIB 1048・647・8339
※STIB＝（社）さいたま観光国際協会（9:00~17:45、㊏㊐㊗休み）

42,078

鉄道博物館

2013年1/1㊗

118,665

CD
4,955

DVD
2,995

【雑誌】270誌 【新聞】40紙 【埼玉県･さいたま市地
域資料】3,417冊※データは7/11時点のもの【予約】可
（ネット予約も可）
【貸出期間】一般書（新刊含む）
、雑
誌、視聴覚資料
（CD・DVD）
など、すべて14日間まで
【貸出上限】
一般書
（新刊含む）
、雑誌、視聴覚資料
（CD・
など、合わせて30点
（冊）
以内
DVD）
東宮原 中山道

g調神社及びその周辺（浦和区） 4STIB 1048･647･8339

児童書

iさいたま市北区宮原町

加茂宮駅

加茂宮駅前

ニュー
シャトル

北区役所

1-852-1プラザノース1F
1048･669･6111 69:00
〜 20:00、㊏㊐㊗〜 18:00

ステラ d㊊(㊗の場合翌々日の
タウン ㊌）
、特別整理期間

P共用183台
（120分無料）
さいたま市立 eニューシャトル加茂宮
駅より徒歩8分
北図書館

北図書館職員の
長谷川清さん
秋のおすすめ本
『直筆で読む｢人間失格｣』
太宰 治著／集英社新書

｢太宰治の直筆原稿を直接撮影し、完全収録
したのがこの一冊。誰でも原稿用紙全体を閲
覧でき、本人の〝ナマ の訂正、書き込みのす
べてが見られるのは貴重ですね。さて、私が
なぜこの一冊をイチオシしたかというと、彼
が大宮にゆかりのある作家だからです。太宰
が『人間失格』のラストを書き上げた場所は、
滞在していた大宮でした。自死する前の日に
も訪れていたそうです。この直筆本で読み返
して、
〝大宮の太宰 に想いを馳せてみては？｣

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分前まで d㊋ 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

g与野駅西口駅前通り周辺 iさいたま市
中央区下落合 4さいたま商工会議所与野
支所 1048･855・8011 610/26㊎16:00
~20:00(前夜祭）
、10/27㊏10:00~17:00
※雨天の場合翌日に順延 Pなし
3www.taishou-jidaimatsuri.jp

rチンドンクラブも登場
w400ｍ程の駅前通りを仮
装パレード。一般公募の参
加者が女学生、郵便局員、
官吏、書生などにふんする
t馬や人力車もお目見え

馬や人力車も
パレード！

10/6㊏〜2013年1/14㊗、スペシ
ャルギャラリー 1･2で ｢鉄道開業
ものがたり｣を開催。明治の鉄道
開業当時の様子などを紹介する。

08年にオープンした市内最新の図書館は、自動
貸出機を置くなど、設備面が充実。持ち込みパ
ソコンの利用もでき、LANケーブルも借りられる。
映画や教養などのDVD鑑賞もOK。市の文化 ｢鉄
道｣｢盆栽｣｢マンガ関連｣の資料も多くそろう。
一般書

パレードは
約100人の
仮装行列が

鉄道博物館開館5周年・鉄道開業140周年記念特別企画展
鉄道博物館

市内で一番新しくでき、洗練された図書館
｢鉄道｣｢盆栽｣資料のラインナップも豊富

図書DATA

北浦和

音楽、グルメなどで身近な国際交流を！

浦和駅東口
駅前市民広場

東口

r1872(明治5)年の新橋駅での鉄道
開業式の様子を再現した会場イメー
ジ。当時の貴重な資料も展示される

個展
『盆栽×写真vol.2 糸崎公朗作品展』
を開催

注目

10/7㊐ 国際ふれあいフェア2012
北浦和

埼玉
りそな銀行

パルコ

通り

出
日の

南浦和

イベ

ント

外国人市民やさいたま市の姉妹友好都
市とふれあうイベント。珍しい民芸品
や外国のグルメを販売する屋台も登場。
g浦和駅東口駅前市民広場 iさいたま市浦
和区高砂11-1 4さいたま市国際交流センター
1048･813･8500 611:00~16:00※荒天時10/8
㊗に順延 Pなし eJ浦和駅東口よりすぐ
3www.stib.jp/kokusai/communicate.shtml

フラメンコも
見られちゃう

さいたま市大宮盆栽美術館

10/5㊎〜11/28㊌に企画展示室で写真家･
糸崎公朗氏による個展を開く。盆栽を被
写体に、斬新にアプローチする作品約30
点を公開。盆栽の概念が変わるかも！
iさいたま市北区土呂町2-24-3 1048･
780･2091 69:00~16:30、11~2月 は~
16:00※入館は30分前まで d㊍(㊗は開
館)※臨時休館あり 7一般300、高校生・
大学生・65歳以上150、小・中学生100
P39台（120分無料）eJ土呂駅東口より
徒歩5分 3www.bonsai-art-museum.jp

10/26㊎・
27㊏

r盆栽ツギラマ（ツギハ
ギ＋パノラマの造語）
・山
もみじ｢武蔵ヶ丘｣

昨年 回目を迎えた大正時代まつり

第21回骨董アンティークフェア

さいたま市立北図書館

※区間内車両通行止

大正元年に与野駅が開設されたことか
ら開かれている祭り。仮装パレードや
大正琴の演奏により、大正時代の雰囲
気に浸れる。100円を10銭に両替して、
会場内の模擬店で使えるのもユニーク。

は約 万人が来場。今回も昨年同様

さいたま太鼓エキスパート2012

gさいたま市民会館おおみや（大宮区） 4STIB 1048・647・8339

12/4㊋・5㊌

通

出
日の

セブンイレブン

西口

の内容で、盛り上がり必至！

12/2㊐

iさいたま市浦和区東高

★仮装パレード
第1回 12:00~13:00（駅〜西友〜本部）
第2回 15:00~16:00（西友〜駅〜本部）
★大正琴
第1回 10:20~10:40（西友前）
第2回 13:00~13:20（西友前）
第3回 15:20~15:40（西友前）
★ブラスバンド
第1回 15:00~15:40（駅前付近）
★鴻沼太鼓
第1回 10:40~11:00（本部前）
第2回 15:50~16:10（本部前）
★お囃子
（中島囃子連）
「随時」
★かっぽれ
（梅后流江戸芸かっぽれ）
14:20~14:40（ねぎし医院前）
★阿波踊り
（舞遊連）
第1回 11:30~（駅前付近）
第2回 13:50~（西友付近）
★安来節
第1回 11:50~（西友付近）
第2回 13:30~（ねぎし医院前）
★チンドンクラブ
（早稲田チンドンクラブ）
「随時」
★大道芸
（大道芸研究所）
「随時」 分散して披露
★創作舞踊
14:40~15:00（ねぎし医院前）
★ベーゴマ道場
「随時」
（ホテイヤ前）
★JR制服撮影会
11:00~15:00（駅前付近）
★富くじ抽選
16:20~予定（本部前）

ねぎし医院

与野駅 通り
西口駅前

与野駅西口が大正ムード一色に

10銭と両替できるのもユニーク

国際ふれあいフェアなども楽しみ♪

g市民の森（北区） 4さいたま市農業政策課 1048・829・1378

与野駅
入口

本部

駅
線・
浦和 北本
東 北線
JR
東
京浜

gさいたまスーパーアリーナ
（中央区） 4さいたま市商工振興課 1048・829・1364

倉持一夫実行委員長
（左）
と吉田益教副実行委員長

第21回 大正時代まつり

遊びに
行こう!

名物仮装
行列も

g岩槻城址公園内、人形塚・黒門周辺
（岩槻区） 4岩槻人形協同組合 1048・757・8881

11/17㊏・18㊐

｢有名なのでご存知の方も多いでしょう。内容
は、交通事故で脳を損傷した影響から、記憶
が80分しか持続できない元数学者の老人と、
彼の家政婦とその息子の3人が繰り広げる生
活の中での、心のふれあいを描いた作品です
ね。話の中に美しい数式が出てくるので、数
学好きにはたまらないはず！ 逆に数学嫌い
の家政婦がいるので、数学に親しみがない方
でも楽しめます。そして心温まる結末を迎え
るので、秋にほっこり感動したい方はぜひ｣

翌々日の㊌）
、特別整理
期 間 P共 用835台（ ￥
埼玉りそな銀行 200/30分 ） eJ浦 和 駅
東口より徒歩1分
南浦和

加茂宮

第52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 1090･9152･0371

11/3㊗

小川洋子著／新潮社

3www.lib.city.saitama.jp/guide/library/chuo.html

秋季例大祭

g久伊豆神社（岩槻区） 4久伊豆神社 1048･756･0503

10/21㊐

中央図書館職員の
新岡みほりさん
秋のおすすめ本
『博士の愛した数式』

さいたま市立 砂町11-1 コムナーレ8F
中央図書館
1048･871･2100 69:00
~21:00、㊏㊐㊗~18:00
パルコ
東口
d第1･第3㊊（㊗の場合
り

・
本線
東北北線
JR浜東
京

イベントカレンダー

DVD
なし

【雑誌】652誌 【新聞】98紙 【埼玉県･さいたま市地
域資料】42,156冊※データは7/11時点のもの
【予約】可（ネット予約も可）
【貸出期間】一般書（新刊
含む）
、雑誌、視聴覚資料(CD)など、すべて14日間
まで 【貸出上限】一般書（新刊含む）
、雑誌、視聴覚
資料
（CD）
など、合わせて30点
（冊）
以内
北浦和

ワッショイ!
秋祭り!!

CD
12,299

西友

10/27㊏のイベント開催予定表

さいたま市内最大規模の駅チカ図書館
買物帰り、仕事帰りに使えて便利！

307,389

仮装パレード
コース

・27㊏
10/26㊎（前夜祭）

大正時代まつり開催!
秋はイベント大豊作♪

浦和

｢のびのびシティさいたま市｣は、
テレ玉で毎週第1・第3㊐
10:45~11:00に放送中！
第2・第4㊐の再放送もチェック!

さいたま市立中央図書館

｢全国から集まる参加者
は、自前の衣装を着るな
ど本物志向。一番人気の
芸者や軍人は必見です!｣

ローソン

アルされた｢のびのびシティさいたま市｣
のレポーターを担当。ホリプロコム所属

さいたま新都心

与野駅前
郵便局

秋と言えば、読書。そこで市立図書館23館の中から代表的な2館
を紹介。職員のこの秋のおすすめ本もチェック！

77年生まれ、千葉県出身。日本大学法
学部新聞学科卒。ことし4月にリニュー

大学時代は、大宮駅から自転車に乗って日本大学法学部（見沼
区東新井）に１年間、通っていました。下校時に大宮駅へ向か
うと夕日がいつもキレイでね。天気の良い日には富士山がよく
見え、勉強に疲れたボクを癒してくれたな〜。休講時に学校
近くのファミレスで時間を潰したこともよく覚えています（笑）
。
さいたま市は、第2の青春時代の始まりの場所でした！ そし
て、番組レポーターとして、再びさいたま市に来ました。さい
たま市が誕生し、公共施設や福祉施設が充実しましたね。また、
豊かな緑や自然も観光の魅力でしょう。中でも見沼田んぼは、
番組内で何度も取り上げています。番組では、さいたま市の
公共施設はもちろんですが、自然と市民の皆さんとの交流も
楽しく分かりやすく紹介しています。ものまねも、ちょこちょ
こやってますので、ぜひぜひご覧くださ〜い!!

〝読書の秋 だから
2大図書館へGO!

仮装パレードが見どころです！

駅
線 与野
東北
京浜
JR

表紙

彩鮮館

日大の大宮
キャンパスに
いました！

職員
おすすめ本
をご紹介

5 20

rステージでは世界の民族舞踊や音楽が披露され、テンションUP ！

3www.lib.city.saitama.jp/guide/library/kita.html

各種会議室を用意・視聴覚機器完備
スポーツイベント

コンサートの運営・警備・設営

ビルメンテナンス

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

7

6

