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	 公益社団法人さいたま観光国際協会では、平成２７年３月２８日（土）２９日（日）の

２日間、ウオーキングイベント「第３回さいたマーチ	 〜見沼ツーデーウオーク〜」とグル

メイベント「２０１５さいたまるしぇ」を下記のとおり同時開催いたします。	 

	 

記	 

	 

【第３回さいたマーチ	 〜見沼ツーデーウオーク〜】	 

	 見沼田圃の自然に親しみ、豊かな心と体の健康づくりを目指して開催するウオーキング

イベントです。サクラを愛でながらのお花見ウオーキングをお楽しみいただけます。	 

	 

	 １	 日時	 

	 	 平成２７年３月２８日（土）、２９日（日）	 ８時００分〜１６時００分	 

	 	 	 ※雨天決行	 

	 

	 ２	 会場	 

	 	 さいたま新都心から見沼田圃周辺	 

	 	 受付場所(出発・ゴール地点)：高沼遊歩道（さいたま市大宮区北袋町１−１１２−２）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※さいたま新都心駅東口から徒歩５分	 

	 

	 

	 

「第３回さいたマーチ	 〜見沼ツーデーウオーク〜」及び「２０１５さいたまるしぇ」	 

を開催します	 

	 

記	 者	 発	 表	 資	 料（２６-０４４）	 

平成２７年	 ３月	 ９日（月）	 

<本状に関する問合せ先> 
 

スポーツコミッション事業担当（さいたマーチ）	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 矢作・松本	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：ssc@stib.jp	 

URL：http://saitamasc.jp/	 

観光事業担当（さいたまるしぇ）大月・秋本	 

TEL：048-647-8339	 FAX：048-647-0126	 

広報宣伝事業担当	 	 	 	 	 	 	 遊馬・五味	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：koho@stib.jp	 

URL：http://www.stib.jp	 

Twitter：@SaitamaTIB	 
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	 ３	 コース	 

	 	 ⑴	 第１日目	 見沼田圃北側ルート	 

	 	 	 	 	 氷川参道を抜けて大宮公園や見沼田圃、人形のまち岩槻などを巡るルート	 

	 	 	 	 	 ４コース（距離：３０km、２０km、１０km、５km）	 

	 	 ⑵	 第２日目	 見沼田圃南側ルート	 

	 	 	 	 	 見沼代用水西縁・東縁と芝川の川沿いを歩くルート	 

	 	 	 	 	 ４コース（距離：３０km、２０km、１０km、５km）	 

	 

	 ４	 参加資格	 

	 	 年齢・性別を問わず健康な人。ただし、小学生以下は保護者または引率者の同伴が	 

	 	 必要です。	 

	 

	 ５	 参加費（当日申込み）	 

	 	 大人：２，０００円	 中学生以下：１，０００円	 	 

	 	 	 ※事前申込みは終了しています。	 

	 

	 ６	 受付・出発・ゴール時間（両日とも）	 

距	 離	 受	 付	 出発式	 出	 発	 ゴール	 

３０km コース	 	 7:30〜	 8:30	 	 7:45〜	 8:00	 	 8:00〜	 8:45	 

12:00〜16:00	 
２０km コース	 	 8:30〜	 9:30	 	 8:45〜	 9:00	 	 9:00〜	 9:45	 

１０km コース	 
	 9:30〜10:30	 	 9:45〜10:00	 

10:00〜10:45	 

	 ５km コース	 10:30〜10:45	 

	 	 

	 ７	 問合せ	 

	 	 	 さいたマーチ実行委員会事務局（公益社団法人さいたま観光国際協会内）	 

	 	 	 	 ＴＥＬ	 ０４８−６４７−８３３８	 ＦＡＸ	 ０４８−６４７−０１１６	 

	 

	 ８	 その他	 

	 	 	 公式ホームページ	 http://saitamasc.jp/saitamarch/	 
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【２０１５さいたまるしぇ】	 

	 ご当地グルメやスイーツ、物産品などが集結する、さいたま市の「食」に出会えるグル

メイベントです。地酒の試飲販売やステージイベントも行います。	 

	 

	 １	 日時	 

	 	 平成２７年３月２８日（土）、２９日（日）	 １１時００分〜１６時００分	 

	 	 	 ※雨天決行	 

	 

	 ２	 会場	 

	 	 高沼遊歩道（さいたま市大宮区北袋町１−１１２−２）	 

	 	 	 ※さいたま新都心駅東口から徒歩 5分	 

	 

	 ３	 主な販売内容	 

	 	 ⑴	 第６回さいたま推奨土産品金賞受賞商品	 

	 	 ⑵	 伝統産業：浦和のうなぎ（浦和のうなぎを育てる会）	 

	 	 ⑶	 Ｂ級グルメ：岩槻ねぎの塩焼きそば（岩槻ねぎクラブ）	 

	 	 ⑷	 ご当地グルメ：うらわぐりる（うらわぐりる研究会）	 

	 	 	 	 ※「うらわぐりる」は２９日のみ出店	 

	 	 ⑸	 紅赤スイーツ	 

	 	 ⑹	 市内４蔵元の地酒の試飲及び販売	 	 等	 

	 	 詳しくは公式ホームページをご覧ください	 

	 

	 ４	 一般の方の問合せ先	 

	 	 ハローダイヤル	 ０５０−５５４１−８６００	 ※〜３月３０日（月）８時〜２２時	 

	 

	 ５	 その他	 

	 	 公式ホームページ	 http://www.saitamarche.info/	 

	 

	 

	 

	 

	 


