夏 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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極上かき氷

夏のイベントカレンダー
6/30㊍

氷川神社の茅の輪くぐりと
植木草花市

7/24㊐

浦和まつり
第 13 回浦和よさこい

8/6㊏・
7㊐

大宮夏まつり
第 45 回大宮日進七夕まつり

9/1㊍

平成 28 年度さいたま市
総合防災訓練・防災フェア

親子でおでかけ!!

「さいたま市青少年
へ行こう！
宇宙科学館」
さいたまLOVER's Interview

芹沢高志

さん

9月から開催されるアートの祭典、
「さいたまトリエンナーレ2016」
ディレクターの芹沢高志さん。
さいたま市誕生15年という節目で行われる、
さまざまな市民参加型アートプロジェクトの、
魅力や楽しみ方などを伺いました。

●北浦和駅東口

プラネタリウムは︑迫力あふれる映像

科学や宇宙の不思議を学べる

2

﹁さいたま市青少年宇宙科学館﹂
を

さいたま小町の 人が探訪 ！
今度のお休みは︑

ランチやおやつ持参で︑

おでかけしてみてはいかが ？

非
日
美
し
9

6 実物大のソユーズを体感

7 若田光一さんの手形も展示 8 国際宇宙ス
8
テーション内の寝室やトイレを再現。壁から離れないように設置された寝
袋が寝室と聞き驚き 9 若田光一さんの生い立ちなどもスタッフが説明

向けイベントが充実
子供

さいたま市
青少年宇宙科学館
浦和駒場
体育館
宇宙
科学館
入口

駒場

2
7

さいたま市
青少年
宇宙科学館
浦和駒場
スタジアム

産業道路 駒場運動公園

iさいたま市浦和区駒場2-3-45
1048・881・1515 69：00〜17：00
d㊊
（㊗の場合は翌日）
、
12/28〜1/4
7入館無料、プラネタリウム観覧大人￥510、子
供（4歳〜高校生）￥200 P18台（無料）※なで
しこリーグ等開催日は使用不可 eJ浦和駅東
口より国際興業バスグラウンド経由北浦和駅東
口行約10分0宇宙科学館入口から徒歩3分
※昼食・休憩は1F
「ふれあい広場」
を利用

科学の不思
議
発見! を

7/9㊏ 19：30〜20：30
（受付19：00〜19：30）

3
3 5 1Fにある
「ふし
ぎ広場」
では、ボール
コースター
（写真 3 ）
やフーコーの振り子
（写真 5 ）
のほか、不
思議な装置がズラリ
4 公開天文台は㊐㊗
13：05〜開催

天体観望会（月と木星大接近）／一般
（中学生以下は、保護者同伴で申し込み）
7無料、
TELにて事前受付、先着100人

㊐㊗13：30〜14：00

日祝映画会／子供向け映画を公開。
7無料、当日受付 ※上映スケジュー
ルは3www.kagakukan.urawa.saitama.
jpで要確認

「花月庵つくば」では毎月1日のみ、県産小麦使用の「ついたちまんじゅう」￥108を販売。かつて埼玉県で、旧暦6月1日にその年に採れた小麦でまんじゅうを作っていた風習に由来
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へ行こう！

3

はもちろん︑子供向けプログラムも充

D浦和ポテト1個￥
151。
自然の甘味と
味わいをそのまま
生かした和風スイ
ートポテト

!!

㊏㊐㊗
開催

1

蓮昌寺

F生クリーム大福
（い
ちご）1 個￥140。特
製あんと生クリーム
がマッチ。全6種

2

6

●浦和駅東口

F御 調最中￥183。
浦和の調神社にちな
んで命名。柔らかい
食感の羽二重餅入り

!!

実している︒ 階にある若田光一宇宙

浦和駅

花月

遊んで学ぶ
体験型科学館へ

中尾陸橋下
花月
（北）

iさいたま市緑区原山
3-18-15 1048・881・
0939 69：00〜19：00
dなし P5台
（無料）
eJ浦和駅東口より国
際興業バス浦和美園駅
西口行など約15分0不
動谷から徒歩1分

飛行士コーナーでは︑㊐㊗限定で︑宇

約55年続く和菓子店。北海道産小豆を煮た3
種のあんを使い分け、焼き印などもすべて手
作業で仕上げている。夏の水ようかんなど、
季節ごとに登場する菓子や上生菓子も楽しみ。
ヤマダ
電機

宙飛行士体験ツアーも行っているので︑

手作りがモットーの銘菓をおみやげに

不動谷

1

1 2 科学のおもしろさや不
思議を紹介する約20分の実
験ショーは、毎月テーマが
替わる。6㊏㊐㊗15：10〜

花月庵つくば

花月庵つくば

見て︑触って︑体験しながら︑科学

●浦和駅東口

ぜひチェックを！ また︑身近な材料

科学館から
徒歩15分

る
力あ スショ
ーも
迫 エン
イ
サ

や宇宙の魅力を学べる﹁さいたま市青

㊐㊗
開催

を使って科学を遊ぶサイエンスショー

宇宙飛行士
気分を体験

少年宇宙科学館﹂
︒ 階には︑地球の

「満天の星に感動！」と、8代目さいたま小町の縣 菜緒さん（左）、北村理奈さん（右）

や︑コンピューター制御された天体望

F宇治抹茶あんぱん￥
238（手前）
、プティ長時
間バケット￥162（左）
、
フレッシュ苺のブリオ
ッシュ￥324（右奥）D
「La Rue」は仏語で
「道」

自転を証明する
﹁フーコーの振り子﹂
や︑

北浦和駅

ファッション
センター
しまむら

エネルギーの変換を体験できる﹁ボー

総合教育
センター入口

ビバ
市営アパート ホーム

iさいたま市緑区道祖
土
（さいど）
1-27-10 サイ
ド プ ラ ザ 1F 1 048・
881・0273 68：00〜18：
00 d㊋ P7台（無料）
e J北浦和駅東口より
東武バスさいたま市立
病院行約10分0市営ア
パートから徒歩1分

遠鏡で太陽の黒点などを観望する公開

厳選した小麦粉や天然酵母を使い、1つずつ
丁寧に焼き上げるパンは130〜140種。枝豆
やリンゴなどバラエティ豊かなハード系も充
実。食べやすい味と食感にファンが多い。

天文台も好評︒食事ができる休憩室も

心を込めたパンが並ぶ人気店

ルコースター﹂など︑科学の不思議を

リュ

あるので︑ランチ持参で一日楽しもう︒

ラ

体感できる展示がいっぱい︒1000

ブーランジェリー

Boulangerie La Rue

親子でおでかけ

科学館から
徒歩15分

万個の星を投影できるハイブリッド・

ざなう
い
へ
ジタル映像
空
デ
る
時
あ
力
な
迫
的
と
常 星空
い

アイコンの見方

＝店内全面禁煙
＝おむつ替えスペースあり
＝ベビーカー入店OK
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毎週㊏は公開電子顕微鏡（613：05～13：20）
、第2・4㊏はワークショップ（613：30～14：00）など、当日参加のイベントも充実している。詳細は3で要確認

2

Saitama City Event Calendar - Summer -

イベントカレンダー

約

大和田公園、大間木公園、岩槻文化公園の3つ
の会場が、華やかに彩られる「さいたま市花火
大会」。見どころをさっそくチェック ！
見て、参加して楽しめる夏まつりも満載

5,000発

「浦和まつり」や「大宮夏まつり」をはじめ夏まつりがめじろ押しで、いつも以上に街もにぎやかに。
「氷川神社の茅の輪くぐりと植木草花市」
のような伝統行事はもちろん、防災対策を見つめ直すきっかけになる「さいたま市総合防災訓練・防災フェア」もチェック！

さいたま市花火大会
10180・99・3144
（NTTテレドーム、
7/21㊍〜8/20㊏
※延期の場合は〜8/22㊊） 3www.stib.jp

6月
6/30㊍ 氷川神社の茅の輪くぐりと
植木草花市

g武蔵一宮氷川神社境内および参道（大
宮区） 1※1

7月

A

7/3㊐
第20回人形のまち岩槻 朝顔市

gクレセントモール（岩槻区） 1※1

7/16㊏・17㊐ 平成28年度与野夏祭り

g本町通り周辺（中央区）
1050・5541・8600
（NTTハローダイヤル、
6/19㊐〜7/18㊗）

B

7/17㊐ 浦和まつり
「第21回音楽パレード」
「第40回浦和おどり」

g旧中山道（浦和区） 1※2

7/17㊐ 大宮夏まつり
「第25回中山道みやはらまつり2016」
gJ宮原駅東口周辺及び旧中山道
（北区）
1※3

C

7/24㊐ 浦和まつり
「第13回浦和よさこい」

gJ南浦和駅周辺（南区） 1※2

7/31㊐
大宮夏まつり
「西口夏まつり」

gJe㋥大宮駅西口周辺（大宮区）
1※3

D

8月

1

8/1㊊・2㊋ 大宮夏まつり
「2016中山道まつり」

3会場で行われる花火大会のオープニングを飾る。
見晴らしのよい会場では、スターマインや早打ちな
ど、約5,000発を打ち上げ、夜空を華やかに彩る。

E

g大和田公園周辺
（打ち上げ場所：大和田公園北側耕作地付
近・北区見沼1丁目地内）
ee大宮公園駅、
大和田駅より各徒歩15分

8/6㊏・7㊐ 大宮夏まつり
「第45回大宮日進七夕まつり」

g日進七夕通り周辺（北区） 1※3

8/20㊏ 大宮夏まつり
「第46回指扇まつり大会」

g滝沼川遊水地、指扇小学校（西区）
1※3

1

F

9月
gさいたま新都心周辺（大宮区）
1048・829・1127
（さいたま市防災課）
G

さいたま市大宮盆栽美術館

企画展
「夏休み子どもぼんさい美術館」
夏休みの自由研究にもオススメ！ 盆栽を学べる、子供向け展示開催
地域学習を織り込みながら、大宮盆
栽村90年の歴史を振り返る子供向
けの企画展を開催。小学生以上は、
「学習ノート」の設問に答えながら、
盆栽の見方や歴史を楽しく学べる。
iさいたま市北区土呂町2-24-3
1048･780･2091
69：00〜16：30※入館は16：00まで
d㊍※8/11㊗は開館 7入館￥300、
高
校生･大学生･65歳以上￥150、小･中学
生￥100 P39台
（120分無料）
4子供向けのワークショップも開催
eJ土呂駅東口より徒歩5分

5

8/20㊏19：30 〜※荒天時8/22㊊
●岩槻駅東口、東岩槻駅南口

岩槻文化公園会場
公園内の川縁を舞台にした、光と音の競演が見事。
なかでも、川面に映し出される幻想的な花火の美し
さは必見。園内から鑑賞すれば、間近で楽しめる。

H

3,600発

約

鉄道博物館

「さよならてっぱくジオラマ〜また逢う日まで」
人気の模型鉄道ジオラマが、リバイバル上演！
開館から現在までに実施したジオラ
マプログラムをリバイバル上演。
8/16㊋〜は、
「さよなら記念」特別プ
ログラムも実施。〜7/18㊗は、ジオ
ラマ車両の特別展示も行う。
iさいたま市大宮区大成町3-47
1048・651・0088 610:00〜18:00※
入館は 17:30 まで d㊋（㊗の場合開
館）
※7/19㊋、
26㊋、8月の㊋は開館
7￥1,000、
小・中・高校生￥500、
幼児￥
200 P280台（￥500/1日）
4改装のため、9/5㊊〜閉鎖するジオラマ
e㋥鉄道博物館駅より徒歩1分

5,000発

3

〜9/4㊐

「さいたま市大宮盆栽美術館」では、7/16㊏～8/31㊌に、子供向けワークショップを多数実施。盆栽づくりなどの体験講座をはじめ、ほぼ毎日開催（要事前申し込み）

●東浦和駅

東浦和 大間木公園会場

3

約
7/16㊏〜8/31㊌

8/11㊗19：30 〜※荒天時8/12㊎

g大間木公園周辺
（打ち上げ場所：大間木公園内・緑区大字大間木地内）
eJ東浦和駅より観覧場所誘導ルートを通り徒歩20分

gJ北浦和駅西口周辺（浦和区） 1※2
※1 1048･647･8339
（STIB）
※2 1050･5541･8600（NTTハローダイ
ヤル、
6/19㊐〜9/5㊊）
※3 1050･5541･8600（NTTハローダイ
ヤル、
6/22㊌〜8/21㊐）

2

見沼の豊かな自然を間近に感じながら楽しめる大会。
打ち上げ場所そばの一般観覧席からは、スターマイ
ンや早打ちを間近で見られ、迫力も満点！

9/1㊍ 平成28年度さいたま市
総合防災訓練・防災フェア

9/3㊏ 浦和まつり
「第38回北浦和阿波おどり大会」

●大宮公園駅、大和田駅

大和田公園会場

gJe㋥大宮駅東口周辺（大宮区）
1※3

8/5㊎・6㊏ 大宮夏まつり
「第20回東大宮サマーフェスティバル」
g東大宮中央公園（見沼区） 1※3

7/30㊏19：30 〜※荒天時7/31㊐

2

g岩槻文化公園
（打ち上げ場所：岩槻文化公園内・岩槻区大字村国229）
ee岩槻駅東口、
東岩槻駅南口より各徒歩40分

8/21㊐

8/1㊊

7/24㊐

●岩槻駅東口

●大宮駅西口

●浦和駅西口

2016人形のまち岩槻まつり

大宮夏まつり「第29回スパークカーニバル」

浦和まつり「第36回みこし渡御」

幅10m・高さ8m
のジャンボ雛段
をはじめ、華や
かな人形仮装パ
レードや子ども
みこし、よさこ
い踊り、鼓笛パ
レードなど、イ
ベントが多彩。
g旧岩槻区役所跡地、岩槻駅東口周辺、市宿通り周辺（岩槻
区） 1048・756・1445
（同実行委員会、
㊏㊐㊗休み）
615：00〜21：00※雨天決行 ee岩槻駅東口より徒歩すぐ

趣向をこらした
コスチュームと
振り付けで登場
するサンバチー
ムと、地元町会
のみこしが競演。
よさこい踊りや
万灯パレードな
ども実施する。
g大宮駅西口周辺
（大宮区） 1050・5541・8600
（NTTハロー
ダイヤル、
6/22㊌〜8/21㊐） 617：00〜22：00※雨天一部中
止 eJe㋥大宮駅西口より徒歩すぐ

と

ぎょ

沿道のお囃子の
音色が祭りの雰
囲気を盛り上げ
る中、木遣り流
しや二十数基の
みこしが旧中山
道を練り歩く。
間近で、迫力満
点の渡御を満喫。
g旧中山道
（浦和区） 1050・5541・8600
（NTTハローダイヤ
ル、
6/19㊐〜9/5㊊） 614：30〜20：30※雨天決行
eJ浦和駅西口より徒歩5分

各花火大会についての情報は、
変更となる可能性がありますので、
あらかじめご了承ください。
問い合わせ先の電話番号は、
24時間対応です（PHS、プリペイドカード式携帯電話及び
一部のIP、
光電話などでは利用できない場合があります）

4
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ひんやり涼やか
さいたまトリエンナーレ2016

アーティストと共に
つくり出す芸術祭

この秋初開催される﹁さいたまトリ

エンナーレ2016﹂
︒国内外から多

数のアーティストたちが参加し︑約

のアートプロジェクトを展開︒アーテ

ィストたちが発見する︑多様で多面的

3
を巻き込むプロジェクトの展開を考え

3

ています﹂
︒そんな思いのもと︑メイ

ンとなる つのエリアが決定︒都市の

にぎやかな街並みそのものを楽しむ︑

与野本町駅〜大宮駅周辺︑閑静な住宅

街や別所沼公園などを回遊しながらア

ートに触れられる武蔵浦和駅〜中浦和

駅周辺︑日常と非日常が交差する不思

議な体験を楽しめる岩槻駅周辺と︑実

に個性豊か︒岩槻駅周辺には︑アーテ

2 狭山抹茶金時
￥918

いちごミルク

抹茶のシロップはほろ苦さ
と香りが際立ち、中に隠れ
た小豆あんと相性抜群。秩
父連峰の天然水で作った純
氷を削り、ふんわり食感

￥600

帯状に薄く削られた氷はき
め細かく、口の中ですっと
溶けてゆく。かき氷のみの
注文、持ち帰り可。かき氷
はない日もあるので要確認

3

●大宮駅西口
もも ふく

たこ焼き居酒屋 百福

本場大阪出身のスタッフが焼
くたこ焼き￥400〜と、一品
料理を楽しめる新スタイルの
一軒で、かき氷は隠れ名物。
14種がそろい、最新の機械で
少しずつ削るのがポイント。

●浦和駅東口
クラフト

カフェ

CRAFT CAFE

地場素材も使った手作りのシロップが自慢

「むさしのクラフト陶芸スク
ール」に併設の陶芸カフェ。
かき氷は月替りで約10種。市
内のイチゴや毛呂山の柑橘類
など、地元の特産を積極的に
用いた特製シロップが人気。

iさいたま市中央区上落合

9-13-28
1048･829･7011
617：00〜24：00
（夏季は変更の

可能性あり。
要確認） d㊐㊗
f50席 4
Pなし eJe㋥大宮駅西口よ
り徒歩8分

浦和

産業道路

CRAFT CAFE
ユニクロ
谷田小

谷田
小学校

野線
武蔵
JR
川口

iさいたま市南区太田窪
（大字）

1695-1 1048･882･0696
612：00〜17：00
（LO16：45）
、
㊏㊐㊗〜18：00
（LO17：45）
d㊍ f24席 3
（テラス4）
P5台
（無料）
eJ浦和駅東口より国際興業バ
ス南浦和駅西口行約10分0谷田
小学校から徒歩1分

1

●浦和駅西口
つた

浦和かき氷 蔦

ツタが絡まる一軒家で厳選素材の一杯を
長年、学校給食を作ってきた
栄養士の女性シェフが素材を
吟味し、シロップなどはすべ
て手作り。季節替りで12〜
13 種そろい、菓子やケーキを
イメージした個性派ばかり。
北浦和
伊勢丹
浦和店
浦和
コルソ
三菱ＵＦＪ
信託銀行

西口
交番

線
東北
京浜
JR 和駅
浦

たこ焼き居酒屋
百福

さいたま
新都心

西口
ソニック 鐘塚公園
シティ
ビック そごう
カメラ 大宮店
ファミリーマート

2

浦和競馬場

丸井大宮店

駅
大宮

鉄道博物館

東口

と交流しながら︑作品を制作・展示す

る試みも行われる︒また︑開催期間中

は︑街のさまざまな場所に作品が出没

するので︑思わぬところでアートに出

合える楽しみもありそうだ︒

﹁さいたまトリエンナーレ2016の

テーマは︑〝未来の発見！〟
︒アーティ

ストの創造力を借りながら︑生活する

人々が創造力を発揮する︒鑑賞するの

でなく︑共につくっていける芸術祭を

「アートプロジェクト」
「市民プロジ
ェクト」
「連携プロジェクト」など
各プロジェクトにおいて、共につ
くる、参加できるイベントを多彩
に展開予定。写真は、15年にプレ
イベントとして開催された「小沢
剛：あなたが誰かを好きなように、
誰もが誰かを好き」さいたま版。

なさいたまの魅力を︑街中に居ながら

イベントも

にして体感できる︒この大規模なイベ

with the support of Espace Louis Vuitton
Tokyo © LOUIS VUITTON / Jérémie Souteyrat
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今年もかき氷の季節が到来 ！ ふわふ
わの氷はもちろん、自然素材で作る手作
りシロップなど、自慢の一杯をぜひ。

お酒のあとも味わえる！ふわっと食感のかき氷
目指しています︒アートが生み出す驚

（左上）大友良英「フェスティバルTOWADA」
2013年 十和田市現代美術館
（上）目「おじさんの顔が空に浮かぶ日」2014
年 宇都宮美術館館外プロジェクト
（左）ソ・ミンジョン《Sum in a Point of Time Existence》Espace Louis Vuitton Tokyo Work

きや喜びを共有できたらいいですね﹂

2016

ィスト・イン・レジデンス・プロジェク

さいたまトリエンナーレ

トの拠点も置き︑アーティストが住民

LFD世界各国から集まったアー
ティストによる展示が多彩

ントをプロデュースするのが︑これま

●さいたま市各所

で︑数々の地でアートプロジェクトを

9/24㊏〜12/11㊐

手がけてきた︑芹沢高志さんだ︒

﹁ さ い た ま 市 は︑い わ ゆ る 通 勤 圏︒

人々が日常生活を送る〝見慣れた日常

空間〟でのトリエンナーレは︑実は初

の試みなんです︒
だからこそ︑
住む人々

アートが
多彩な
街中に

せりざわたかし

g主な開催エリア／与野本町駅〜大宮駅
周辺、
武蔵浦和駅〜中浦和駅周辺、
岩槻駅
周辺 ※会期中は、
主要エリアのほか、
市
内各地でアートイベントを実施予定
1048･829･1225
（実行委員会事務局）
6イベントにより異なる 7鑑賞無料
（一部有料プロジェクトあり）
3saitamatriennale.jp

レモン、生クリーム、練乳
を合わせた特製シロップは
爽やかな酸味。純氷を極薄
に削り、中にタルト生地入
り。まるでケーキのよう！

この秋、さいたま市内で初開催される「さいたまトリエンナ
ーレ2016」。街全体がアートに染まる、トリエンナーレの楽
しみ方をディレクターの芹沢高志さんに伺いました。

1951（ 昭和26）年東京生まれ。02年「と
かち国際現代アート展『デメール』」総
合ディレクター、05年「横浜トリエンナー
レ」キュレーター、09・12・15年「別府現
代芸術フェスティバル
『混浴温泉世界』」
総合ディレクターを歴任

未来の発見！ をテーマにした国際
芸術祭が、さいたま市で初開催。3
つの主要エリアを中心に、市内各所
でさまざまなアートプロジェクトが
出現。見て、触って、参加する、ア
ートの多彩な魅力を発見しよう！

￥800

芹沢高志さん

く
のではな
す
鑑賞する
芸術祭で
アートを
参加する
る、
一緒につく
Profile:

極上
かき氷

1 レモンタルト

ディレクター

ウエルシア

浦和かき氷 蔦

南浦和

iさいたま市浦和区高砂1-9-11
1非公開。問い合わせは3（ura
wa-tsuta.com/）より受け付け
611:00〜19:00
（LO18：40）
d㊊
（㊗の場合翌日）
f20席 3
Pなし
eJ浦和駅西口より徒歩3分

年中無休・24時間営業

サウナ・スパ & カプセル・ビジネスホテル
JR大宮駅東口徒歩 3 分 南銀座通り

〒330-0845

さいたま市大宮区仲町1-119-1（パークプラザ大宮ビル）

T E L 0 4 8（ 6 4 3 ）5 8 1 1（ 代 ） FA X 0 4 8（ 6 4 3 ）3 1 3 7
http://www.parkplazahotel.net/

7

「たこ焼き居酒屋 百福」自慢のたこ焼きは、定番ソース、ポン酢ソース、塩、カレーソース、醤油、ダシ味の全6種。各￥400（6個）
、￥700（12個）
。かき氷と一緒にぜひ！ 持ち帰り可

「CRAFT CAFE」は「何か楽しいコトが見つかるカフェ」がコンセプト。お茶やかき氷をセットにした陶芸体験約￥3,000～のほか、お菓子作りやクラフトのワークショップなども随時開催！

6

応募
受付中

「平成28年度
さいたま市花火大会」
一般優待席募集中

花火大会を間近で楽しもう！
人気の「さいたま市花火大会」
（P4参照）
を、
場所取りの心配なく、ゆったりと楽しめる一
般優待席販売の応募がスタート。今年は、
7/30㊏（荒天時は翌日）に開催する大和田公
園会場のみ募集。今すぐ応募しよう！
●応募はコチラ！
期間：〜7/1㊎※当日消印有効、
1人1通、応募多
数の場合は抽選
募集席：ペアシート￥ 3,000（ 横 120 ×縦 150
㎝）
、
ファミリーシート￥5,000
（横180×縦180
㎝）
※飲食の持ち込み可
応募方法：往復ハガキに、希望シート、氏名、
年齢、住所、電話番号を記入して、下記宛に
送付ください。当選者は、当選通知ハガキを
持参のうえ、7/16 ㊏〜 24 ㊐に、協会事務所、
もしくは下記浦和観光案内所にて料金をお
支払いください。
送付先：〒330-0853
さいたま市大宮区錦町682-2 JACK大宮3F
公益社団法人さいたま観光国際協会内
さいたま市花火大会実行委員会 事務局宛
※詳細および往復ハガキの記入方法について
は、
3www.stib.jpを参照

さいたま市最旬 NEWS
4 回目を迎える「大相撲さいたま場所」。毎年人気のイベントだけに、チケットの入手は
早めが確実！ 「さいたま市花火大会」の一般優待席への応募も急いで。

7/5㊋
Start

「大相撲さいたま場所」この秋も開催決定！

迫力ある大相撲を満喫
10/8㊏に開催される「第四回大相撲
さいたま場所」
。当日は、迫力あふ
れる力士の取り組みのほか、子供た
ちとのわんぱく相撲や相撲甚句、初
っ切りなど、普段は見られない相撲
の魅力をたっぷりと堪能できる。
g浦和駒場体育館
iさいたま市浦和区駒場2-5-6
1048・625・9077
（同実行委員会事務局）
68：00〜15：00（予定）
eJ浦和駅東口より国際興業バス北浦和
東口行約 10 分0宇宙科学館入口から徒
歩5分、
J北浦和駅東口より徒歩約25分

FDJ力士が一堂に会してけいこ
に臨む様子を間近で見られる。子
供との取り組みも巡業ならでは

当日のスケジュール
8：00 開場、公開げいこ
11：00 関取とちびっこのけいこ

●チケット販売は
販売日：7/5㊋〜

11：40 各段の取り組み開始、お好
み（相撲甚句、初っ切りなど）

販売場所：浦和観光案内所
（下
記参照）※販売はタマリ席の
み、支払いは現金のみ取り扱
い／チケットぴあ
料金：タマリ席 1名￥14,000 、
ペアマス席2名￥26,000、
特別
イス席1名￥12,000ほか

13：00 十両土俵入り、十両取り組み
13：30 幕内・横綱土俵入り、幕内
取り組み、弓取り式
（終了）
15：00 打ち出し

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！

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

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

浦和観光案内所

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さいたま市浦和区高
砂1-16-12 アトレ浦和

South Area
1048･883・1055
610:00〜18:30
d年末年始
eJ浦和駅直結

൦હိ ޑཞ༃  ࣞ

ഊႜȯȞȹɘ௲ஒ
10月8日(土) 開場 8:00
さいたま市浦和駒場体育館
チケットの販売 7月5日(火)〜

発行 公益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

株式会社KADOKAWA
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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 z…メールアドレス
4…問い合わせ先 g…会場 0…バス停 7…料金 a…前売り b…当日 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

8

