
உ ��ଐƸ ��ȖȪȩȳ &C[

ǑƏƜƦųᇰƕƋƾǕǔțȆȫǁ

秋のイ
ベント盛りだくさん！

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）　
10180・99・3144（NTTテレドーム）
10/19㊏　秋季例大祭
g久伊豆神社（岩槻区）　1048・756・0503（久伊豆神社）
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）　
1048・644・3220（同実行委員会）
11/3㊗　城下町岩槻鷹狩り行列
g岩槻駅周辺　1048･790･0118（同実行委員会事務局）
11/8㊎～10㊐　
コラボさいたま2013 さいたま市商工見本市
gさいたまスーパーアリーナ（中央区）　
1048・829・1364（同実行委員会事務局）
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）　
1048・601・1122（さいたまスーパーアリーナ）
11/16㊏・17㊐　さいたま市農業祭
g市民の森（北区）　
1048・829・1378（同実行委員会事務局）

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）　
1090・8814・5101（同事務局）
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
12/12㊍ 十二日まち
g調神社及びその周辺（浦和区）　1※1参照
12/22㊐ 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）　1※2参照
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

※1　1048・647・8339（STIB）
　　　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）
1048・829・1723（さいたま市文化財保護課、8：30
～17：15、㊏㊐㊗休み）

10月～2014年1月　秋のイベントカレンダー
コチラもチェック
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大正元年11月1日の与野駅開設から、
80周年を記念して始まった大正時
代を再現する一大イベント。大正時
代を思わせる衣服を着用した人々が
練り歩く仮装パレードは必見！

仮装パレードや模擬店で大正ロマンムードを満喫
g与野駅西口駅前通り周辺（中
央区）　1048・855・8011（さい
たま商工会議所与野支所）
610：00～17：00※雨天の場合
翌日に順延
eJ与野駅西口より徒歩すぐ

10/13㊐
●与野駅西口

第22回大正時代まつり

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。

音楽や舞踊、グルメなどで気軽に国際交流！
g浦和駅東口駅前市民広場（浦
和区）　1048･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

10/6㊐
●浦和駅東口

国際ふれあいフェア2013

毎年、11/3㊗に行われる伝統行事。
古くなって飾らなくなったり、壊れ
たり、使わなくなった人形を、僧侶
の読経のもと参加者が焼香。供養札
とともにお焚き上げし冥福を祈る。

大切な人形のご冥福を祈る、人形の町・岩槻の伝統行事
g岩槻城址公園内 人形塚・黒門
周辺（岩槻区）　1048・757・8881
（岩槻人形協同組合）
610：00～14：00（式典は11：00
～12：00）※雨天決行　
ee岩槻駅より徒歩23分

11/3㊗
●岩槻駅・東岩槻駅

第49回人形のまち岩槻 
人形供養祭

さいたまクリテリウムの
あとは

イベント
満載！

今回は…
第5代さいたま小町大澤史佳さん

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。

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！

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

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

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

秋色フレンチで贅沢ランチ
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新鮮素材が魅力のビ
ストロへ

温かみ感じる手作り料理を

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
理の数々。ワイン（グラス840円～）も充実。

フランス料理 アルピーノ
●さいたま新都心駅東口

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％

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！

ホテルブリランテ武蔵野 フランス料理
「ル・ソレイユ・ルヴァン」

●さいたま新都心駅西口

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

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。

氷川参道沿いの地下にある
南フランス料理店。旬の食
材を使った自家製料理はど
れもボリューム満点。ラン
チの定番であるロールキャ
ベツは、ふんわりとした口
当たりと肉のうま味が絶妙。

ビストロ ボン・ティガー BISTORO Bon Tigger

プロヴァンス ヴェール

●与野駅西口

●大宮駅東口

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）　
f20席 Pなし　eJ与野
駅西口より徒歩すぐ

iさいたま市大宮区大門町
3-50 VIP.ロイヤル氷川台B1
1048・649・5822
611：30～15：45（LO14：30）、
18：00～24：00（LO22：00）
d㊊（㊗の場合は営業）
f25席　Pなし　
eJe㋥大宮駅東口より徒
歩7分 優雅な空間で

本格フレンチ。
特別な日にぜひ！

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

馬車のほか

人力車もぜ
ひ！

アットホームな
空間で食事を

気軽に食事を
楽しめます♪

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！
iさいたま市北区土呂町2-24-3
1048・780・2091　6第1部11：00
～、第2部13：00～　d㊍（㊗は開
館）※臨時休館あり　7入館300、
高校生・大学生・65歳以上150、小・
中学生100※ロビーコンサート観
覧無料　P39台（120分無料）
eJ土呂駅東口より徒歩5分

11/16㊏
さいたま市大宮盆栽美術館
ロビーコンサート

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、
峠を越える鉄道の物語を紹介。
iさいたま市大宮区大成町3-47
1048・651・0088　610：00～18：
00※入館30分前まで　d㊋
71000、小・中・高校生500、幼児
200　P280台（￥500/1日）　e㋥
鉄道博物館（大成）駅より徒歩1分

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～

「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！　11月に3周年を迎える浦和店（1048・678・2662）でも同時開催

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！

45 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
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