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社団法人さいたま観光国際協会では、本年４月２０日（土）、２１日（日）に、恒例の	 	 	 

「さくら草まつり’１３」を開催します。	 

「さくら草まつり」は、国の特別天然記念物に指定されている「田島ケ原のサクラソウ

自生地」でのサクラソウの開花時期に合わせて、観光事業振興及び市の花サクラソウの啓

発、サクラソウ自生地の保護保全を目的に開催しているもので、旧浦和市の時代である昭

和３１年から毎年開催され、今回で５６回目を迎えます。	 

	 

記	 

	 

１	 開催会場及び日時	 

（１）さいたま市役所会場（浦和区常盤６−４−４）	 

平成２５年４月２０日（土）、２１日（日）９時００分〜１６時００分	 

【雨天決行】	 

（２）桜草公園会場（桜区田島ほか）	 

平成２５年４月２１日（日）１０時００分〜１５時００分	 	 

【雨天決行・一部中止】	 

	 

２	 開催内容	 

（１）さいたま市役所会場	 

さくら草展、さくら草実費頒布(１鉢６００円、１，５００鉢を頒布予定)、山草展、

盆栽展、さくら草栽培相談コーナー、盆栽栽培相談コーナー、植木市、農産物の即売、	 

さいたま市花いっぱい運動推進会	 など	 

「さくら草まつり’１３」を開催します	 

記	 者	 発	 表	 資	 料（２５-０１）	 

平成２５年	 ４月１０日（水）	 

<本状に関する問合せ先> 
	 

観光事業担当	 	 	 林・保坂	 

TEL：048-647-8339	 FAX：048-647-0126	 

広報宣伝事業担当	 遊馬（あすま）・五味	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：koho@stib.jp	 

URL：http://stib.jp	 

Twitter：@SaitamaTIB	 
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（２）桜草公園会場	 

ステージイベント（太鼓演奏、コンサート、キャラクターショー『獣電戦隊キョウリ

ュウジャー』）、民踊大会、野点、フォークダンスひろば、ボーイスカウトカブラリ

ー、防犯展、緑の基金、茶店、どじょうすくい踊り、さくら草郵便局、警察車両の展

示、飲食物の販売、街商出店（約１００店）など	 

（３）さくら草展示	 

	 	 (a)４月１７日（水）〜１９日（金）	 

市内各区役所、ＮＨＫさいたま放送局、青少年宇宙科学館	 

※	 青少年宇宙科学館は２１日（日）まで実施	 

	 	 (b)４月１９日（金）〜２１日（日）	 

コルソ、浦和駅、大宮駅、武蔵浦和駅、与野本町コミュニティセンター、田島公

民館	 

	 	 	 	 (a)及び(b)に関する問合せ	 さいたま市役所	 みどり推進課	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＴＥＬ０４８−８２９−１４２３	 

	 	 (c)４月２０日（土）〜５月５日（日）	 

農業者トレーニングセンター園芸植物園（月曜休園）	 

	 (c)に関する問合せ	 農業者トレーニングセンター	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＴＥＬ０４８−８７８−１１２８	 

	 

３	 アクセス・交通	 

（１）さいたま市役所会場	 

	 	 浦和駅西口、北浦和駅西口、中浦和駅より徒歩約１５分〜２０分	 

（２）桜草公園会場	 

	 	 電	 	 車／西浦和駅より徒歩約２０分	 

	 	 定期バス／浦和駅西口３番のりばから「志木駅東口」行、「さくら草公園前」下車徒

歩すぐ	 

	 	 臨時バス／浦和駅西口１番のりばから中浦和駅経由、「さくら草まつり会場」行、終点

下車徒歩３分	 

	 	 運行時間：行き	 	 ９時００分〜１２時００分（約１０〜１５分間隔）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 帰り	 １１時３０分〜１５時５０分（約１０〜１５分間隔）	 

	 	 	 	 	 	 	 料	 	 金：【浦和駅〜会場臨時バス停】	 ２１０円	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ：【中浦和駅〜会場臨時バス停】１９０円	 

	 

４	 一般の方の問合せ先	 

社団法人さいたま観光国際協会（土・日・祝日・休日は休み）	 

ＴＥＬ：０４８—６４７—８３３９	 ＦＡＸ：０４８—６４７—０１２６	 
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【主催】（社）さいたま観光国際協会　　【共催】さいたま市、さいたま商工会議所
【後援】国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所、埼玉県、（公財）さいたま市公園緑地協会、 　　　さいたま放送局

048ｰ647ー 8339お問い
合わせ

（社）さいたま観光国際協会（土・日・祝日休）  http://stib.jp

（荒川第一調節池内）

さいたま市役所会場

■ 浦和駅西口、北浦和駅西口、又は
　中浦和駅から徒歩約15分～20分　
※会場周辺は大変混雑いたしますので、車でのご来遊は
　ご遠慮ください

●さくら草展　●さくら草実費頒布（鉢数限定）
●山草展　●盆栽展
●さくら草栽培相談コーナー
●盆栽栽培相談コーナー
●植木市　●農産物即売　他

雨天決行

 20 21（土） （日）
9：00～16：00

4
桜草公園会場

■ 西浦和駅から徒歩約20分／浦和駅西口
　から中浦和駅経由で臨時バス運行
※会場周辺は大変混雑いたしますので、車でのご来遊は
　ご遠慮ください

●さくら草コンサート＆キャラクターショー
●民踊大会　●野点　●フォークダンスひろば
●カブラリー　●防犯展　●緑の基金　●茶店
●どじょうすくい踊り　●さくら草郵便局
●警察車両の展示　●飲食物販売　他　

雨天決行・ステージイベント一部中止

 21（日）
10：00～15：00

4

1回目 11：35公演

2回目 14：15公演

キャラクターショー

ご希望の方は、
特別天然記念物石碑前の
テントにお越しください。

サクラソウ自生地では、
ご希望の方に
ボランティアが

ご案内しております。

4月2日（火）～
     4月26日（金）
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