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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！
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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
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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。
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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！ 3musashiichinomiya-hikawa.or.jp/

「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

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
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