5/19㊐

第53回大宮フリーマーケット

毎年5月と10月に行わ
れるフリマ。クラフト
用品などもあり。g大

宮駅東口・銀座通りほか
(大 宮 区) 1048･644･
3220(同実行委員会）

5/24㊎･25㊏

大宮駅東口市街を中心
に、各所でパレードな
どイベントが目白押し。

子供の無病息災をひな
人形に託す伝統行事。
甘酒のサービスなども。

g大宮駅周辺(大宮区）
1048･795･9048(同実
行委員会）

g岩槻城址公園(岩槻
区） 1048･757･8881
(岩槻人形協同組合）

5/3㊗･4㊗

花と緑の祭典2013 春の園芸ま
つり・シビックグリーンさいたま

春の園芸まつり、シビックグリーンさいたま
のほか国際友好フェアも開催。イベント多数。
g市民の森・見沼グリーンセンター (北区）
1春の園芸まつり048･664･5915(見沼グリー
ン センター） シビックグリーン さい たま
048･829･1423(さいたま市みどり推進課）

第32回大宮薪能
（たきぎのう）

第12回
さいたま市浦和うなぎまつり

gさいたま市役所
(浦和区）
1 048 ･ 829 ･ 6179
(同実行委員会）

市指定無形民俗文化財
の田島の獅子舞を披露。
気品漂う舞いは必見。
g田島氷川社(桜区）
1048･829･1723(さい
たま市文化財保護課）

4/5㊎〜 7㊐

農作物の豊作と人々の
健康を願う祭り。乙女
舞や浦安の舞を奉舞。
g武蔵一宮氷川神社
（大宮区）
1048･641･0137

5/3㊗〜 5㊗

第30回大盆栽まつり

名品盆栽コレクション
特別展示のほか、盆栽
の即売市も。g大宮盆
栽 村(北 区) 1048･
646･3093(さいたま市

4/6㊏・7㊐

第36回岩槻城址公園桜まつり

岩槻城址公園は約600本
が咲く県内有数のサク
ラの名所。期間中は夜
間のライトアップも実施。
g岩槻城址公園(岩槻区）
1048･647･8339(STIB）

大宮区地域商工室）

5/4㊗･5㊗

アグリフェスタ'13
農産物の即売や山野草
の展示、ステージショ
ーなどを開催。g農業

4/20㊏・21㊐（桜草公園会場は21㊐のみ）

さくら草まつり'13
桜草公園では各種イベ
ントを。市役所ではサ
クラソウを展示販売。

者トレーニングセンタ
ー(緑区） 1048･878･
2026(同実行委員会）

gさいたま市 役 所(浦
和区）
、桜草公園(桜区）
1048･647･8339(STIB）

注目イベント
4/6㊏･7㊐

第3回関東CUP車椅子バスケットボール大会inさいたま

!!

5/3㊗･4㊗

国際友好フェア2013

春になると園内にソ
メイヨシノと八重桜
の花が咲き、絶好の
お花見スポットに！

マスターが
ていねいに作る
味に大満足♪

北与野駅周辺の飲食店、ショップ、事
業所など74軒で構成。フリマ(下記)の
ほか、毎年12月には歳末セールも開催。

イベントも

4/29㊗ 第14回
フリマ北与野

J北与野駅西側広場（時の道）で毎年行
われる一大イベント。200店以上が出
店し、毎年参加するリピーターも。申
込みは4/1㊊ころから。1048･855･6112
（さいたま中央電気内･実行委員会）

お得なランチは
毎日実施で
全5種類よ！

八幡通り

さいたま
スーパー
アリーナ

r平日の日替りランチ
￥820。肉、魚の2種で
ボリューム満点

さいたまスーパー
アリーナもすぐ！

r中華盛合わせ￥498など月替
りの惣菜もw1本ずつ店で焼く
岩手･南部鶏の焼鳥各￥126

rアプリコットデニッシュ￥160(左）
、
パンショコラ￥150(右)wこしあんぱ
ん￥126。売切れも多いので早めに！

迷っちゃう〜
イートイン
スペースも！

カスクルート
約30種のパンが評判のベーカリー。生
地から小豆あん、クリームまで、すべ
てオーナー 1人で作り、やさしい味わい。

地元民御用達のスーパー。作りたてが
並ぶ惣菜コーナーでは、岩手･南部鶏の
の惣菜が人気。毎週㊋㊌は99円均一も！

編集部（以下 編）＝さいたま市

の魅力を教えてください。

菜々緒さん（以下 菜）＝ほどよ

く都会だけど、自然も残ってい

るところ。エキナカや駅前は施

設が充実していて便利です。

菜 ＝大宮のファッションビル。

編 ＝学生時代に通った場所は？

ここでファッションを学び、モ

モデル
菜々緒

NEWS

恒例！ 春の
ビール祭り開催

フードガーデン 北与野店

iさいたま市中央区上落合2-3-5
1048･840･1720 610:00〜23:00
dなし P提携駐車場利用(¥150〜
200/30分、￥2000以上利用で30分、
￥3000以上利用で60分無料）
eJ北与野駅西口から徒歩1分

iさいたま市中央区上落合2-10-11 プリム
ヴェール六番館1F 1048･856･3731
69:30〜17:00ころ(売切れ次第閉店）
d㊐㊊ f12席(イートイン） P3台
(無料）eJ北与野駅西口から徒歩3分

写真集
「1028_24」
、
「菜々緒スタイルブック」
（幻冬舎）
、初主演ドラマ
「主に泣いてます」
の
DVD-BOX絶賛発売中。
「解禁！暴露ナイト」
（テレビ東京）
出演中。

shinoさん

北与野・八幡通り商店会

eパスタランチＣ
セット￥950。日替
りで手打ち生パス
タなどが登場する

上落合公園

編 ＝お気に入りのお店は？

iさいたま市北区土呂町2-24-3 1048･780･2091 69:00~16:30(入館30分前ま
で) d㊍(㊗は開館)※臨時休館あり。4/15㊊〜17㊌閉室 7300、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

iさいたま市中央区上落合3-7-6
1048･840･1667 611:00〜23:00(LO22:30）
※ランチ〜 15:00(最終入店） d㊊(㊗の
場合翌日） f50席 P9台(無料）
eJ北与野駅西口から徒歩7分

デルになったんです
（笑）
。

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

3/15㊎〜 5/15㊌は美術コレクション名品選「春爛漫 美人と盆
栽」展を開催。所蔵する古写真や浮世絵、盆器の中から、春に
ふさわしい"女性"をテーマとした作品が多彩に楽しめる。

SWeet BAsil 北与野店

歌手

さいたま観光大使。2012年開
催 ｢夢KANAユニットオーディ
ション｣ 7代目グランプリ受賞。
市歌 ｢希望（ゆめ）のまち｣を歌
い広め、市をPR中！

ル

iさいたま市大宮区桜木町4-482-7
1048･649･0092 611:30〜13:30(最終入店）
、
17:30〜23:30、㊐〜22:30(LO各30分前）
d㊊ f37席 P6台(無料）
eJ北与野駅西口から徒歩10分

菜 ＝さいたま新都心の炭火焼

3/9㊏〜 6/10㊊は開館以降、未公開であったものも含め、館内
収蔵の車両模型を一堂に集めたコレクション展「模型でたどる
鉄道史〜１号機関車から スーパーこまち まで〜」
を開催。

〝女性 を切り口に、幕末・明治の盆栽の世界を展示

ジ

旬の素材を使う本格イタリアンが手ご
ろ。パンやドレッシングまですべて自
家製で、家庭的な雰囲気にファン多数。

肉
「高麗房」
。実はここで３年ほ

館内収蔵の車両模型が一堂に楽しめるコレクション展

さいたま市大宮盆栽美術館

ソメイ
ヨシノが
満開！

バ

さいたま
観光大使の
私がご案内！

アットホームな雰囲気のなか、新鮮な魚
介と季節の手作り料理を。埼玉の地酒
などお酒も楽しめる。ランチもおすすめ！

どアルバイトをしていました。

鉄道博物館

鉄博&盆美もチェック

ス ウ ィ ー ト

くいしん坊 魚国

埼玉一おいしい焼き肉店だと思

g市民の森・見沼グリーンセンター iさいたま市北区見沼2-94
1048･813･8500(さいたま市国際交流センター） 69:00〜16:00（5/4㊗
は〜15:00）
※雨天決行
（規模縮小） eJ土呂駅東口より徒歩7分

さいたま新都心の西の玄関口、北与野駅西側に広がるこの商店会には、アットホームな
スポットがたくさん。今回は、地元の人々に愛される4店を歌手のshinoさんがご案内！

うので、行ってみてください！

gさいたま市記念総合体育館 iさいたま市桜区道場4-3-1 1090･3516･2300
69:30〜18:30 7入場無料 P394台(180分まで無料、以降￥100/30分）
eJ浦和駅西口より大久保浄水場行バス利用約30分、0桜区役所から徒歩すぐ

春はバラエティ豊かなイベントが

市内の国際交流団体等の活動紹介、
世界の料理・民芸品の販売、世界各
国の音楽や民族舞踊の披露など。

目白押し。季節の花々を愛でたり、

全国から男子12チーム、女子4チー
ムの車イスバスケチームが出場。ス
ピードあふれるプレーは、迫力満点。

伝統的な行事を体験するのも一興。

世界各地の文化や舞踊が
一堂に勢ぞろい！

国際色豊かなフェアも必見！

躍動感あふれるバスケット
ボールゲームを満喫！

元気いっぱいの北与野・八幡通り商店会へ

霧敷川

さいたま市の伝統
産業に指定されて
いる浦和のウナギ
にちなんだイベン
ト。ウナギ調理の
実演やウナギのつ
かみ取り体験、ウ
ナギ弁当の販売な
どを実施。

田島の獅子舞

花鎮祭
（はなしづめさい）

金春・観世・宝生の三流
派の演者が一堂に出演
する、全国的にも貴重
な薪能。g武 蔵一宮氷
川神社
（大宮区) 1048･
647･8339（STIB）

5/25㊏

3/10㊐

北与野

中山道

g与野公園（中央区）
1048･647･8339（STIB）

人形のまち岩槻流しびな

春のイベント
満載

色とりどりの花の祭典から
伝統芸能︑ウナギ祭りも

園内のバラ園には、約
170種3000株のバラが
咲き誇る。バラの苗木
販売や模擬店など。

アートフルゆめまつり2013

3/3㊐

北与
野駅

ばらまつり2013

4/21㊐

Ⓙ北与野駅
の目の前に
あって便利！

5/16㊍〜19㊐は「けや
きひろば春のビール祭
り」
。県内はもちろん、
全国各地から多数のブ
ルワリーが出店！
gさいたま新都心けや
き ひ ろ ば 1048･601･
1122(さ い た ま アリー
ナ ) 65/16 ㊍ 16:00〜
21:00、
17㊎･18㊏11:00〜
21:00、
19 ㊐ 11:00〜20:00
7入場無料 ※雨天中止

大宮で育ち
ました！

2009年より本格的に芸能
活動を始め、同年「第7回

ミス東京ガールズコレクシ
ョングランプリ」受賞。現
在は雑誌『GINGER』(幻冬
舎)のレギュラーモデルの
ほか、各種ファッション誌、
CM、バラエティ等で活躍中。

iew

nterv

表紙i

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

7

6

北与野･八幡通り商店会
会長の菅谷賢一郎さん

5/18㊏･19㊐

