秋 を た っ ぷ り 楽 し め る さ い た ま 市 の 魅 力 を 詰 め こ ん だ 超 保 存 版！
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見て、
収穫して

紅葉

秋の花

イモ掘り

10/26㊏初開催！

さいたま新都心で迫力の自転車レースを応援しよう！

さいたまクリテリウム
byツールドフランス

10/26㊏
初開催

さいたまクリテリウム
(SAITAMA Criterium by Le Tour de France)

会場のスケジュールをチェック！

公道（特設コース）
レース
11:00〜
一般体験走行

特設コースを、事前に募集した一
般参加者30組が体験走行する（募
集は受付終了）
。

12:10〜
選手紹介・
オープニング走行

レースに出場する選手と共に、市
長や来賓、協賛者などが参加する
体験走行。レースの開幕を盛り上
げるべく華々しくスタート！

13:00〜
13:45〜
ポイントレース

クリテリウムメインレース出場選
手のうち、半数ずつの選手による
8周レース。ゴールライン通過ご
とに付与されるポイントを競い、
最もポイント合計が高い選手が勝
者となる。

15:00〜
クリテリウム
メインレース

出場選手
（海外招聘・国内選手）
全
員による20周のメインレース。1
時間以上にわたるエキサイティン
グなメインレース。

世界初
「ツールドフランス」
の名を冠したクリテリウム・レース
が、10/26㊏、さいたま新都心駅周辺で開催。
「ツールドフラ
ンス」のエッセンスを盛り込んだ迫力あるレースを、目の前で
観戦できるチャンス。その楽しみ方をひと足早くお届け！

スタート・ゴール地点は、ほぼ平
坦。スタートしてすぐ、直角のコ
ーナーがあるが、道幅があるため
速度はあまり落ちず高速でコーナ
ーを走り抜けていくはず！

当日のレースは、3レースを予定。レース観戦前後に楽
しめるイベントもしっかりとチェックしよう！

※P2-3に掲載の情報は、9/12時点の情報です。変更になる可能性があります。

県道56号線のトンネルを抜けた
場所にかかる歩道橋からは、坂道
を駆け抜けてゆく選手たちの姿を
見ることもできそう
さいたまクリテリウム
の観戦ポイントをご紹
介します！

クリテリウム?

さいたま
スーパーアリーナ

心

心駅
新都
ま
た
さい

サイクル
フェスタ

コクーン前のUターン
は、コース中唯一のア
ップダウンのある場所。
それだけに、アップダ
ウンを利用したアタッ
クが見られるかも

新都
ーン
コク

さいたまるしぇ
けやきひろば

さいたま
新都心へ
GO !

スタート／ゴール
さいたま新都心
合同庁舎2号館

南口

gさいたまスーパーアリーナ
コミュニティアリーナ

ホテル
ブリランテ
武蔵野

10:00〜17:00

さいたまるしぇ

d 油 、カツオ
を使用した汁なし
油そばがお目見え。
この機会にぜひ一
度味わいたい

26

ef「ツールドフラン
ス」は毎年7月にフラ
ンスおよび周辺国を舞
台に行われる自転車プ
ロロードレース。
「さい
たまクリテリウムby
ツールドフランス」に
は本年好成績を残した
ライダーらを招聘

深浦祐哉 選手
プロデュアスリート。
「Harriers
（ハリアーズ）
／新宿パークホテ
ル」
所属
1979 年 6 月18 日生まれ。デュア
スロン国内シリーズ 7 連覇中。
2012年ITU世界デュアスロン選
手権10位。
2012年ASTCアジアデ
ュアスロン選手権優勝。2013年
ワールドゲームズ大会 デュア
スロン選手権出場

スピード感︑臨場感を
体感するロードレース

10

／ ㊏に初開催する﹁さいた

まクリテリウムby ツールドフラ

ンス﹂
は︑世界初
﹁ツールドフラン

ス﹂の名を冠したクリテリウムレ

ース︒﹁クリテリウムレースは︑街

中に設けた短いコースを何度も周

回する自転車ロードレース︒それ

ゆえに︑通常のロードレースと違

って観客の目の前を何度も選手が

通過し︑何度も応援できるのが一

番の魅力︒スピード感を実感でき

ますよ﹂とは︑自転車＆ランニン

グでタイムを競い合うデュアスロ

自転車ロードレースの観戦ポイ

ンでプロとして活躍する深浦選手︒

ントの一つは︑選手の位置取りに

50

線路脇の直線区間は、
50㎞/h前後で隊列を
組んで駆け抜ける選手
らの姿が間近で見られ
るチャンス！

注目すること︒自転車ロードレー

め︑風圧を強く受けるのが難点︒

スは時速 ㎞ほどの高速で走るた

「さいたまクリテリウム by ツールドフランス」を観戦するなら、
「ホテルブリランテ武蔵野」
周辺や
「ラフレさいたま」
周辺がおすすめ。当日は時間に余裕をもって出かけよう

そのため︑風圧にどう立ち向かう

1

かが重要に︒そこで選手は︑通常

は集団の中で 人で風を受けるこ

とがないように走るのが基本︒し

かし︑それではほかの選手に差を

つけることができないため︑早い

段階から逃げ切ってタイム差をつ

ピードで抜け出る選手など︑レー

ける選手︑ゴール間近にトップス

ス終盤まで駆け引きの連続︒一時

も目を離せないスリルあふれるレ

ースが期待できる︒また︑﹁ラフレ

さいたま前﹂を抜けた最後のコー

ナーからゴールにかけては︑強豪

70

選手らがトップギアで走り︑ラス

60

トスパートをかける可能性大だ︒

も予測される︒当日は︑メインレ

そのスピードは︑時速 〜 ㎞と

ースのほか︑ポイントレースもあ

り︑自転車ロードレースを多彩に

楽しめるのも魅力︒会場周辺では︑

与野

自転車関連の体験イベントをはじ

コクーン新都心

北与
野駅

3

1

め︑
﹁さいたまるしぇ﹂
も同時開催︒

gさいたま新都心駅周辺
103・5909・8770（
（株）
JTB
コーポレートセールス、
㊏㊐
㊗休み）
、
048･647･8338（さ
いたま観光国際協会、㊏㊐
㊗休み） 69:00〜17:00
Pなし eJさいたま新都
心駅、J北与野駅南口より
徒歩すぐ 3 saitama-crite
rium.jp ※同日、大宮ソニ
ックシティ・イベント広場（iさいたま市大宮区桜木町
1-7-5）、浦和駅東口駅前市民広場（iさいたま市浦和区東
高砂町11-1）
にて、
パブリックビューイングを予定

と間違いなし！

さいたまクリテリウム

県道56号線はコース最長
の直線区間。アタック（加
速し集団から飛び出すこ
と）はかけにくいが、集団
でのスピード感を楽しめる

ラフレ
さいたま

「ラフレさいたま」
前を通過
してすぐのコーナーは、速
度を落とさずに曲がれるた
め、高速で一気に勝負をか
ける選手も出てきそう

eさいたま推奨土
産品の金賞を6回
連続受賞したロー
ルケーキ・かやの
木ロールも登場！

お祭り気分で︑丸 日過ごせるこ

大宮

さいたま byツールドフランス
スーパー
さいたま
アリーナ
新都心駅
サイクル
フェスタ 西口 インフォ
さいた
メーション
まるしぇ
合同庁舎
２号館
クリテリウム
南口
パーク
与野本町 特設コース

線路沿いの直線で
は、高速で走る選手
を間近で見られる

s岩槻ねぎの塩焼
きそばは、甘く、
香り高く、柔らか
な岩槻ネギを使用

世界トップライダーが新都心を駆け抜ける！
本年100回目を迎えた「ツールドフランス」で好成
績を残したトップライダーを中心に20〜30名の
選手を招聘。国内トップレベルの選手も参加し、
約50名でのレースを実施。1周2.7㎞の特設コー
スを駆け抜ける。会場周辺ではイベントも満載。

さいたま新都心
合同庁舎1号館

クリテリウム
パーク

北与
野駅

自転車安全運転教室やおも
しろ自転車試乗体験のほか、
ステージではトークショー
やパブリックビューイング
も実施。自転車関係企業に
よる出展ブースも。

クリテリウムとは、街中につくられ
た短いコースを、何度も周回する自
転車ロードレースのこと。通常のロ
ードレースと異なり、観客の前を選
手が複数回通過し何度も応援できる
のが特徴。平坦でコーナーが極めて
困難なコース設定をすることが多い。

﹃さいたま
クリテリウム
by ツールドフランス
﹄
コースを走って
みました！

ネル
トン

【コミュニティアリーナ】
サイクルフェスタ

さいたまクリテリウム
byツールドフランス

徹底攻略!!

↑大宮

10:00〜17:00

さいたま市の名産品やご当
地グルメ、スイーツなどが
そろう
「さいたま市場」
も同
時開催。会場内には、ヨー
ロピアンテントを設置した
パリ市場も登場。フランスの特産品やフード、ワインも
販売し、
「フランス」
のような雰囲気に。休憩スペースも
あり、ひと休みに最適。gけやきひろば

by ツールド
フランス

同時開催の
「さいたまるしぇ」
ではフランスの物産を販売する
「パリ市場」
がもうけられるのも楽しみ。フランスにちなんだ商品が登場するのもさいたまクリテリウムならでは♪
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イベ
秋の

さいたまクリテリウム

！

秋色フレンチで贅沢ランチ

街中が大正モダンな雰囲気に包まれる「大正時代まつり」や国際色豊かな「国際ふれあいフェア2013」
、伝統行事をいまに伝える
岩槻の
「人形供養祭」
をはじめ、秋はイベントが盛りだくさん。見て、参加して、秋の一日を思う存分楽しみたい！

2

10/6㊐
●浦和駅東口

国際ふれあいフェア2013

音楽や舞踊、グルメなどで気軽に国際交流！

10/13㊐
●与野駅西口

g浦和駅東口駅前市民広場（浦
和区） 1 048･813･8500（さい
たま市国際交流センター）
611:00〜16:00※雨天決行、
荒天中止
eJ浦和駅東口よりすぐ

3

11/3㊗

●岩槻駅・東岩槻駅

第49回人形のまち岩槻
人形供養祭

大切な人形のご冥福を祈る、人形の町・岩槻の伝統行事
毎年、11/3㊗に行われる伝統行事。 g岩槻城址公園内 人形塚・黒門
古くなって飾らなくなったり、壊れ 周辺（岩槻区） 1048・757・8881
（岩槻人形協同組合）
たり、使わなくなった人形を、僧侶 610：00〜14：00（式典は11：00
の読経のもと参加者が焼香。供養札 〜12：00）※雨天決行
とともにお焚き上げし冥福を祈る。 ee岩槻駅より徒歩23分

コチラも
チェック

10月〜2014年1月 秋のイベントカレンダー
10/13㊐
（荒天時10/14㊗）
さいたま市政令指定都市10周年記念花火大会
g荒川総合運動公園周辺
（桜区・西区）
（NTTテレドーム）
10180・99・3144

10/19㊏ 秋季例大祭

12/1㊐ さいたま太鼓エキスパート2013

gさいたま市民会館おおみや
（大宮区） 1※1参照

12/3㊋・4㊌ 第23回骨董アンティークフェア
gさいたまスーパーアリーナ
（中央区）
（同事務局）
1090・8814・5101

10/12㊏〜 2014年1/13㊗
鉄道博物館

「越境のドラマ!」

〜峠を越える鉄道の物語〜

11/16㊏
さいたま市大宮盆栽美術館

ロビーコンサート

gさいたまスーパーアリーナ
（中央区）
（同実行委員会事務局）
1048・829・1364

11/16㊏〜2014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）
（さいたまスーパーアリーナ）
1048・601・1122

11/16㊏・17㊐ さいたま市農業祭

g市民の森
（北区）
（同実行委員会事務局）
1048・829・1378

バターを極力使わず、地元
野菜や新鮮な魚介を贅沢に
使ったヘルシーなフレンチ
を気軽に楽しめる一軒。ラ
ンチは、
その日の魚料理と肉
料理を一皿で味わえるBon
Tiggerランチがお値打ち。

BISTORO Bon Tigger

iさいたま市浦和区上木崎

1-8-4 1F 1048・831・8007
611：30〜15：00
（LO14：00）
、
17：00〜24：00（㊐〜23：00、
LO各60分前）、㊏17：00〜24：
00（LO23：00） d㊊（㊗は
ディナーのみ営業）
f 20 席 Pなし e J与野
駅西口より徒歩すぐ

新 鮮 素 材が 魅

力のビストロへ

fBon Tiggerラ ン チ ￥
1380。鮮魚のお刺身サラダ、
本日の魚&肉料理盛合せに
スープ、パン、プチデザー
ト、ドリンク付きsワイ
ン
（グラス￥480〜）
も充実

2014年1/1㊗ 日進餅つき踊り【市指定無形民俗文化財】
g日進神社
（北区） 1※2参照

2014年1/3㊎ 与野七福神行列

g与野本町通り周辺ほか
（中央区） 1※1参照

（STIB）
※1 1048・647・8339

STIB＝さいたま観光国際協会（9:00〜17:45、㊏㊐㊗休み）

※2 1048・835・3156
（さいたまコールセンター）
（さいたま市文化財保護課、
1048・829・1723
8：30
〜17：15、
㊏㊐㊗休み）

fランチコース リッシュ
￥2100の一例（写真はイメ
ージ）
。アミューズ、オード
ブル、魚料理、肉料理に、
デザート盛り合わせ、パン、
コーヒー付き。前日までの
予約も可djオリエンタル
×モダンなイメージの店内。
ディナーは、
コース￥3675〜。
会食に最適な個室もあり

気軽に食事を
楽しめます♪

●大宮駅東口

プロヴァンス ヴェール
氷川参道沿いの地下にある iさいたま市大宮区大門町
南フランス料理店。旬の食 3-50 VIP.ロイヤル氷川台B1
1048・649・5822
材を使った自家製料理はど 611：30〜15：45（LO14：30）、
れもボリューム満点。ラン 18：00〜24：00（LO22：00）
チの定番であるロールキャ d㊊（㊗の場合は営業）
ベツは、ふんわりとした口 f25席 Pなし
eJe㋥大宮駅東口より徒
当たりと肉のうま味が絶妙。歩7分

作り料 理を

見た目のかわいさに
感激♥ 野菜のおいしさ
にも驚きました

fランチのけやきメニュー
￥3150の一例。彩の自然
豚のロースト木の子のラタ
トゥイユ仕立てdj季節の
花やアートが彩る店内。隣
接する
「お菓子やさん」
では
「さいたまクリテリウム」
に
ちなみ、パリブレスト（￥
2000前後、販売は10月中）
を発売する予定も！

優雅な空間で
本格フレンチ。
特別な日にぜひ！

●さいたま新都心駅西口

12/22㊐ 一山神社冬至祭【市指定無形民俗文化財】

g岩槻駅周辺 1048･790･0118
（同実行委員会事務局） g一山神社
（中央区） 1※2参照

11/8㊎〜10㊐
コラボさいたま2013 さいたま市商工見本市

ビストロ ボン・ティガー

温かみ 感じる
手

g久伊豆神社
（岩槻区） 1048・756・0503
（久伊豆神社） 12/10㊋ 十日市
g武蔵一宮氷川神社及びその周辺
（大宮区） 1※1参照
10/20㊐ 第54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）
12/12㊍ 十二日まち
（同実行委員会）
1048・644・3220
g調神社及びその周辺
（浦和区） 1※1参照

11/3㊗ 城下町岩槻鷹狩り行列

●与野駅西口

第22回大正時代まつり

大正元年11月1日の与野駅開設から、 g与野駅西口駅前通り周辺（中
80周年を記念して始まった大正時 央区） 1048・855・8011（さい
たま商工会議所与野支所）
代を再現する一大イベント。大正時 6 10：00 〜17：00※雨天の場合
代を思わせる衣服を着用した人々が 翌日に順延
eJ与野駅西口より徒歩すぐ
練り歩く仮装パレードは必見！

さいたま市内在住、
20歳、大学生。さいた
ま市の魅力をPRする
べく、
日々活動中！

10/26㊏に開催される
「さいたまクリテリウム by ツールドフランス」
にちなんで、
この秋はフレンチレストランへ！ 季節の味覚をたっぷりと使ったちょっぴり贅沢なランチをぜひ。

仮装パレードや模擬店で大正ロマンムードを満喫

ほか
馬車の
もぜひ！
人力車

大澤史佳
さん

チ
秋フレン
味わう
五感で

さいたま市の姉妹友好都市を中心と
した各国と触れ合えるイベント。珍
しい民芸品や外国の料理、民族舞踊
や音楽の演奏など多彩。外国の人と
交流できるふれあいコーナーも。

1

第5代さ
いたま小
町

アートな
空
間
で
至福の
ひと時

ト
イベン！
満載

ント盛りだくさん

今回は…

は
のあと

クラリオン株式会社の協力によ
るロビーコンサートを開催。ク
ラリオン音楽部
「クラリオーノ」
が癒しの音楽をお届け！

山がちな日本、坂に弱い鉄道。
そこに鉄道を作るための技術や
工夫、開通後の地域の変化など、 iさいたま市北区土呂町2-24-3
峠を越える鉄道の物語を紹介。
1048・780・2091 6第1部11：00
iさいたま市大宮区大成町3-47
〜、第2部13：00〜 d㊍（㊗は開
館）
※臨時休館あり 7入館300、
1048・651・0088 610：00〜18：
高校生・大学生・65歳以上150、小・
00※入館30分前まで d㊋
7 1000 、小・中・高校生 500 、幼児
中学生100※ロビーコンサート観
覧無料 P39台
（120分無料）
200 P280台（￥500/1日） e㋥
鉄道博物館
（大成）
駅より徒歩1分
eJ土呂駅東口より徒歩5分

ホテルブリランテ武蔵野 フランス料理

●さいたま新都心駅東口

季節の野菜をふんだんに使った、見た目にも
華やかな料理が評判。秋は、栗やギンナンを
はじめ、旬の味覚が多彩にお目見え。シェフ
自慢のデザートの盛り合わせは豪華！

ことしで開業45年を迎えるフランス料理店。
洗練された空間で味わえるのは、有機野菜や
天然の魚など、食材の持ち味を大切にした料
も充実。
理の数々。ワイン
（グラス840円〜）

「ル・ソレイユ・ルヴァン」

f日替わりランチ￥1000。
写真はロールキャベツ。ス
ープ、サラダ、コーヒー付
きs㊎の夜はハウスワイン
（グラス￥600、ボトル￥
2600ほか）
半額サービスも

アットホームな
空間で食事を

iさいたま市中央区新都心2-2 1048・601・5557
（直通） 611：30〜14：30、
㊏㊐㊗〜15：00
（LO各30
分前）
、
17：30〜21：30（LOコース20：30、アラカルト
21：00） d不定 f52席、個室2室
Pあり
（￥2000以上利用で120分無料）
eJさいたま新都心駅西口より徒歩5分

フランス料理 アルピーノ

iさいたま市大宮区北袋町1-130
1048・641・9489 611：30〜14：00
（LO）
、
17：30〜
21：00（LO） d㊋ f46席、個室1室 P30台（無
料） eJさいたま新都心駅東口より徒歩8分
※ランチ・ディナーともに別途サービス料10％

ようこそ

笑顔があふれるホテルへ

毎月

5

10/12㊏〜11/23㊗の㊏㊐㊗限定で大宮盆栽美術館〜鉄道博物館間の無料シャトルバスが運行。各日5往復。相互入館割引サービスも。詳細は1048・780・2091（大宮盆栽美術館）へ

「ビストロ ボン・ティガー」
では、10・11月の間、オープン1周年記念でハウスワイン
（グラス）￥480がなんと￥300に！

21 日は

11月に3周年を迎える浦和店（1048・678・2662）でも同時開催

21

ブリラン Day

4

見ごろ

11月中旬
〜12月上旬

の

©美水かがみ／角川書店

「アニメ・マン
10/19㊏・20㊐に
。埼
ガまつりin埼玉」が初開催
作品
ンガ
とマ
ニメ
のア
玉ゆかり
のト
優ら
。声
する
集結
堂に
が一
。
ークショーも予定

みを

紅葉や秋のお花、
楽しいイモ掘り、
自然の中へGo!

いただきまーす

市内には、満開のコスモスや、赤や黄色に染
まる紅葉スポット、味覚狩りを体験できる農
園などが充実。近場で秋を見つけてみよう！

をはじめ、埼玉
「らき☆すた」
f人気の

B級グルメ
（大宮区）
g大宮ソニックシティ
が舞台のアニメが大集合。
店も予定
化センター）
1048・647・4034（県産業文
の販売やメイドカフェの出
3anitamasai.jp/

10/13㊐に「ガッツみぬま2
013」を開催。当日
は、
「ハロウィン仮装コンテス
ト」
やミュージ
シャン、ダンサー等による
パフォーマンスな
どのほか、20代限定の街
コン、グルメ、地
場産の野菜、花などの直売
もあり、まる一日
たっぷり楽しめる。

さいたま市
最旬 NEWS
この秋は、街を盛り上げる
イベントがまだまだ登場。
なかでも注目の2つのイベ
ントをチェックしよう！

f「ハロウィン仮装コンテスト」は
（11：00〜13：00）
当日受付

g大宮第三公園 iさいた
ま市大宮区堀の内町地内
1070・6988・3719
（同実行委員会） 6
10/13㊐10：00
〜18：00（予定）※雨天時
は10/14㊗ 7参加無料
P
大宮第二公園駐車場利
用 ee大宮公園駅より徒
歩
30分、Je㋥大宮駅東口より
東武バス宮下・岩槻駅行
約12分、
0芝川から徒歩すぐ。
0鹿島橋から徒歩3分

f12年 に 好 評 だっ
た「ハロウィン仮装
コンテスト」を今年
も開催。ステージイ
ベントも豊富

f広々とした芝生広場
でくつろぎながら、ピ
クニック気分でイベン
トを楽しめるのも魅力

見ごろ

紅葉

9月下旬
〜10月中旬

水面に映える
秋色の木々にうっとり

沼を囲むようにそびえ立つ木々の紅葉を楽し
める「別所沼公園」
（ ）は、紅葉狩りのベス
トスポット。
「武蔵一宮 氷川神社」
（ ）
では、
黄色やオレンジに染まる木々が池に映る様を
眺めつつ、喧騒とは無縁の時を過ごそう。

見ごろ

11月中旬
〜12月上旬

イモ掘り

秋の花

収穫体験で
自然の恵みに感謝

さいたま市内には、気軽にチャレンジできる
収穫体験スポットも充実。秋はサツマイモや
サトイモなどのイモ掘りがオススメだ。いず
れも事前に予約してから訪れるのが確実。

菜々緒

収穫期

9/20㊎
〜10/30㊌

おしゃれの原点はよく通った大宮駅。
年末の十日市はいまも行きたいお祭りです。

コスモス×サルビア
秋の花々が競演
園内の
「花の丘」
からは、花畑
を一望。薄ピンク色で可憐な
雰囲気のコスモスと、真っ赤
に咲き誇るサルビアを同時に
楽しめるのはここならでは。

まち

私のおしゃれの原点といえば大宮駅。ショッピングビル
が充実しているのでよく通いましたね。そして、地元での
」
。家族や
毎年の楽しみといえば、12月の「十日市（まち）
友達と屋台を巡ったり、お祭り気分を楽しみました。
最近は、新しい自転車が欲しいなと考えているとこ
ろです。高校時代は、学校まで往復1時間自転車通学
していました。いまとなってはこの通学のおかげで、
みなさんに美脚と言われるような脚ができたので
は？ と思うぐらい。いまも、涼しい時期は現場に
自転車で行くことも。体質的に上半身にお肉が付き
にくく、下半身をおもに鍛えたいので、自転車運動
が体に合っているみたいなんです。自転車だと、気軽
にエクササイズができたり、軽い有酸素運動ができる
のもいいですよね。この秋には、さいたま市で「さい
たまクリテリウム」があるそうで、自転車レースを見
るのも楽しそう。さいたま市観光宣伝部長になってから、
地元の人からの応援を実感しています。これからもさいた
ま市をアピールしていきます！

7

武蔵一宮 氷川神社（P6参照）の最新情報がわかるホームページが開設。さっそくチェックしよう！

「学生時代にアルバイトをして
いた焼肉店。焼肉はもちろんタ
レもおいしいんです。好きなメ
ニューは黒毛和牛ユッケです」

炭火焼肉 高麗房
iさいたま市大宮区北袋町2-424
1048･647･1060
6 17 : 00 〜翌 3 : 00（ LO2 : 30 ）、㊐㊗〜
24:00（LO23:30） dなし f52席
e Jさいたま新都心駅東口、J与野
駅東口より各徒歩15分 ※黒毛和牛
ユッケ￥2520、
和牛カルビ￥1365

収穫期

●中浦和

別所沼を中心にメタセコイ
アやイチョウ、モミジなど
が立ち並ぶ。秋が深まるに
つれ、黄色や赤色の落ち葉
が園内を埋め尽くし見事！
●大宮

モデル。1988年10月28日生まれ。さ
いたま市出身。雑誌「GINGER」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。
さいたま市観光宣伝部長

3musashiichinomiya-hikawa.or.jp/

収穫期

10月下旬
〜11月上旬

別所沼公園

吉田農園
10月下旬になると、予約制
でサツマイモの収穫体験が
できる。品種は紅あずま。
手洗い用の水も用意されて
おり、清潔に収穫できる。

iさいたま市南区別所
4丁目地内
1048・836・5678
624時間 dなし
7入園無料
P20台
（無料、
9：00〜19：00、
10〜3月は〜17：30）
eJ中浦和駅東口より
徒歩5分
iさいたま市西区三橋5丁目
1048・625・6746
69：00〜17：00
d不定
7500
（入園料込）
Pなし
eJe㋥大宮駅西口より東武
バス三橋総合公園行約15 分、
0終点から徒歩2分

イモ掘りには、
軍手持参が必須。
まずは予約を！

10/1㊋
〜11/10㊐

●大宮駅東口

武蔵一宮
氷川神社

iさいたま市大宮区高鼻町

1-407
1048・641・0137
65：30〜17：30、
11〜2月6：00〜17：00

中山道から氷川神社へと続
く参道は、11月中旬ごろ dなし 7参拝無料
になると紅葉のトンネルに。 P80台（無料）
境内の随所で、美しく秋色 e J e㋥大宮駅東口、e北大
に染まった木々を楽しめる。 宮駅より各徒歩20分
●北浦和

iさいたま市見沼区御蔵937
1 048・685・0446 6 9：00 〜
16：00 d不定 7入園無料、
持ち帰りサツマイモ130/1株、サ
10/1㊋〜11/10㊐はイモ掘 トイモ300/1株 Pなし eJ
りを楽しめる農園。竹の棒 北浦和駅より宮下・岩槻行バス
を使い柿の収穫体験（5個 約20分、0御蔵騎西屋前から徒
100円※予定）もできる。持ち 歩5分。J大宮駅より7番バス利
帰りキョウイモ1株400円も。 用、0片柳郵便局から徒歩15分

尾島農園

サツマイモ掘りなら、
「飯野農園」
もおすすめ。〜10/20㊐ごろは、ホクホクの紅あずまの収穫が可能。iさいたま市緑区三室

●上尾

大宮花の丘
農林公苑
四季折々の花を楽しめる公
園。10月に入ると、コス
モスやサルビアの花々が満
開に。園内では、新鮮な農
産物や季節の花の直売も。

iさいたま市西区西新井124
1048・622・5781 67：30〜
19：00、10〜3月8：00〜18：00
dなし 7入園無料 P250
台
（無料） eJ上尾駅西口よ
り上尾市内循環バスぐるっと
くん大谷循環（戸崎先回りま
たは日産先回り）
約25分、
0花
の丘公苑からすぐ

●南与野

iさいたま市中央区鈴谷4-8
1090・3590・0994
69：00〜17：00
d不定
住宅街の真ん中で、約10 7入園無料、持ち帰りサツマ
年続くイモ掘り農園。黄色 イモ600/5株
い上り旗が目印だ。期間中 Pなし
は、紅あずま
（サツマイモ） e J南与野駅、与野本町駅よ
の収穫ができる。軍手持参。り各徒歩13分

小川農園

1048・874・3945 69：00〜15：00頃

7120〜130/1株

6

J I M O T O

さいたま2 大ブロガー

さいたま市で活躍する人気ブロガーが、独自の
視点で繰り広げるジモトジマン対決！ 今回は
さいたま市が誇るスタジアムの魅力を再発見。

ジモトジマン対決 !
大宮のブロガー、
のりおです。
普段はブロガーイベントなど
を企画・運営。
さいたま市の熱
い情報を常に募集中！
合同会社オラニエ代表

エアロプレイン管理人
の り

お

中山記男

3airoplane.net/
＠norio_airoplane

コグレマサト
3netafull.net/
＠kogure

市民の憩いの広場 サイスタ で、秋の一日を！
秋と言って真っ先に思い浮かぶ
のは
「食欲の秋」
。この連載でも、
食については何度も取り上げてき
ましたので、今回は目先を変えて
「スポーツの秋」
に注目！ さいた
ま市でスポーツと言えば、浦和レ
ッズのホームゲームが行われるほ
か、サッカー日本代表の国際試合
も開催される「埼玉スタジアム
2002」が外せません。サイスタ
の名で親しまれるこのスタジアム、
実は エコスタジアム 活動が盛ん
で、Jリーグ開催時には紙コップ
を回収してトイレットペーパーに

す。その後2007年に全面改修工
事が行われ、現在の姿に。観客席
からピッチまでの距離が最短で5
ｍと、日本で最も臨場感溢れるス
タジアムとも。ここでの注目が、
月に数回行われるスタジアムツア
ー。更衣室や放送席から来賓室、
さらにはピッチ上まで！ 競技場
の隅から隅まで見学できる貴重な
催し。まさか室内練習場がここ
に！ という発見も。現役では日
本最古かつ最高のスタジアムを見
学すれば、アルディージャの応援
にもさらに熱が入るはず。

リサイクルしたり、雨水貯留槽を
設置して、屋根に降った雨水を地
下に貯め、芝の散水やトイレの浄
水、冷却塔補給水に活用する取り
組みもしているので、スタジアム
観戦の際はぜひチェックを！
ところで サイスタ は、スタジ
アムを中心とした公園なので、試
合のない日も芝生広場でのんびり
したり、ジョギングやフットサル
をしたりとさまざまに過ごせるん
です。映画やドラマのロケもたく
さん行われているので、散歩気分
でロケ地巡りも楽しいですよ。

●大宮公園

gロナウジー
ニョ選手のサ
インも！

fサポーターなら必ず驚く
「ある場所」
にある室内練習
場
（答えは僕のブログに！）

NACK5スタジアム
大宮
iさいたま市大宮区高
鼻町4 大宮公園内
1048･644･7950
7試合により異なる
f1万5600席
ee大宮公園駅より徒
歩10分、
Je㋥大宮駅
東口より徒歩20分

ツイッターもやってます!
Follow us on Twitter@SaitamaTIB

QRコードでHPへ!
d携帯からでもさ
いたま観光国際協
会の公式3に飛べ
ます。気軽にアク
セス！

今回のお題は…

スポーツの
秋

浦和出身のブロガー、コグレ
マサトです。浦和の街で夜な
夜な飲み歩いています。浦和
レッズサポーター。
趣味
の写真撮影も復活♪

ネタフル運営人

日本最高のスタジアムが大宮に！
J1大宮アルディージャが本拠
地として利用する、ご存知NACK
5スタジアム大宮。同競技場は、
ネーミングライツが行われる前は
大宮公園サッカー場と呼ばれてお
年
り、その完成は1960（昭和35）
まで遡ります。サッカー専用スタ
ジアムとして完成し、東京オリン
ピックではサッカー会場の一つに。
大きな大会で使われることも多く、
2002年の日韓Ｗ杯ではブラジル
が練習会場として利用。スタジア
ム内の壁には、いまも当時のメン
バーによるサインが残されていま

J I M A N

g園内にはカ
ツラの並木や
ちびっこ広場
などもある

fスタジアムには、雨水貯
留遭を設置し、雨水を芝の
散水などに活用。ほかに太
陽光発電装置も設置

●浦和美園

埼玉スタジアム

2002

iさいたま市緑区中野
田500
1048･812･2002
7試合により異なる
f6万3700席
e 浦和美園駅より徒
歩15分

もっとさいたま市を知りたくなったら!

大宮駅観光案内所

さいたま新都心観光案内所

浦和観光案内所
iさいたま市浦和区高
砂1-16-20(J浦和駅西
口） 1048・824・0333
610：00~18：30
d年末年始
eJ浦和駅西口より徒
歩すぐ

iさいたま市中央区上
落合2(Jさいたま新都
心駅東西自由通路内）
1048・600・0070
610：00~18：30
d年末年始 eJさい
たま新都心駅直結

iさいたま市大宮区錦
町630(J大宮駅構内）
1048・644・1144
69：00〜19：00
dなし
e J大宮駅直結、e㋥
大宮駅より徒歩3分

東 京 または 大 宮
被災地復興支援

発着

好評実施中！

【福島県南相馬市】
ボランティアバスパック

旅行期間 2013年9月13日(金)･20日(金)、11月1日(金)･29日(金)、12月13日(金)の各2日間 1泊(車中)2日
参加代金 お一人様 9,900円〈最少催行人員 25名〉 添乗員 同行します ※昼食はつきません

TEL 048-644-5313
FAX 048-649-0746

発行 社団法人さいたま観光国際協会
iさいたま市大宮区錦町682-2 JACK大宮3F
1048・647・8338 3www.stib.jp
制作
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マークの見方

i…住所 1…電話番号 2…フリーダイヤル 6…営業時間 d…定休日 f…座席数 P…駐車場 e…アクセス c…祝日、
国民の休日、
振替休日
4…問い合わせ先 g…会場 0…バス停 7…料金 3…ホームページ J…JR線 e…東武線 ㋥…ニューシャトル
…埼玉高速鉄道
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