秋 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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秋の花&紅葉巡りへ

親子でおでかけ!!

で
「三橋総合公園」
アスレチック!!

さいたまLOVER's Interview

目（
め

南川憲二さん
荒神明香さん

「さいたまトリエンナーレ2016」
。
9月24日〜12月11日開催の、
このアートの祭典で作品を発表するアーティスト、
「目」のお2人に、今回の作品について伺いました。
さいたま市で見つけたアイデアの源や、作品の構想など、
アートがより身近に感じられるお話です。

）

親子でおでかけ!!

ひと足延ばして!!

晴れやかな青空の下、
親子で楽しむなら、やっぱり公園！
今回は、アスレチック体験ができる
「三橋総合公園」
を、さいたま観光大使で
音楽ユニットのDREAM GIRLSの2人がご案内。
公園を遊び尽くそう！

宇宙飛行士に
官や 分で運転！
察
警 った気
な

三橋総合公園から徒歩10分

水の広場
駐車場近くにある水の広場
には、大小2つの水辺があ
り、涼しげな雰囲気。夏の
間は噴水が上がるのも楽し
い。水遊びは禁止されてい
るので注意しよう

●大宮駅西口

ファーマー &パティスリーカフェ
ミルティーユ

バッテリーカー

フレッシュな味わいのスイーツが勢ぞろい

大宮駅

湯けむり横丁 三橋総合
公園
三橋
三橋
五丁目
五丁目北

青葉園

約400年続く農家が直営。
自家農園で採れた季節のフ
ルーツや野菜を使ったスイ
ーツ類やキッシュは、一つ
ずつ手作り。特に、自慢の
ブルーベリーをたっぷり閉
じ込めたパイは見逃せない。

三橋

五丁目南
ファーマー＆
パティスリーカフェ 新大宮
ミルティーユ
バイパス

iさいたま市西区三橋5-965-5
1048・783・5656
610：30〜18：30（店内カフェ
LO18：00） d㊌㊍（㊗の場合
不定） f 17 席 3（テラス
4） P7台
（無料） eJe
㋥大宮駅西口より西武バス西
遊馬行約15分0三橋五丁目か
ら徒歩5分

大人も子供も乗れるミニ電気自
動車。パトカー、白バイ、スペ
ースシャトル、バス、飛行機の
形があるので、どれに乗れるか
楽しみ！ 1回￥100、雨天時休み、
6歳以下は保護者要付き添い

中でいろんな
の
然
自 チックに挑戦！
大 レ
ス
ア

き出る
水が湧
の噴
い広場
2つ すがし
が
す

子も遊べる
っ
ちび 遊具がいっぱい
い
し
楽

水の広場
屋内プール
F季節替わりのキッシュ￥450。写真はトマトFブルーベ
リーパイ￥400。サクサクのパイと甘酸っぱさがマッチ

FイートインもOK。旬
の果物や野菜の直売も

遊戯
広場
南入口広場

多目的広場

テニスコート

トリム広場

体育館

自由広場

賊
「海
の
央
中
場
広

修景池

三橋総合公園から徒歩15分
●大宮駅西口
カフェ

レストラン

乗り込め！

F海賊船で遊べるのは、12月中旬まで。
2017年3月にリニューアルして登場予定

オレンジ

Cafe Restaurant Orange

遊戯広場

読者限定のオリジナル弁当を持って公園へ

ドラッグセイムス

櫛引中央

三橋総合公園

１００円ショップ
セリア
大平公園

鴨川
2

大宮駅

大平公園前

南入口近くにある幼児
向けの広場。緑の中に
ブランコやすべり台な
どが点在している。パ
ンダ形のかわいいスプ
リング遊具などもあり、
子供も大喜び！

10

緑あふれる公園で
丸一日遊び尽くそう ！

大宮駅からバスで 分ほどの場

所に位置する﹁三橋総合公園﹂は、

60

市民の憩いの場。1991
︵ 平成

３︶年、昭和天皇在位 周年記念

事業として開園され、敷地内には

テニスコートなどのスポーツ施設

や広場などが点在。なかでも人気

なのは、アスレチックを楽しめる

太やロープで作られた﹁ 海賊船 ﹂

などのアスレチック遊具が充実し、

いつも子供たちの元気な声でいっ

ぱい！ ほかにも園内には、バッ

テリーカー、ボール遊びなどのレ

クリエーションに最適な﹁多目的

「Cafe Restaurant Orange」はカスタマイズパーティも歓迎。好みや予算により自由に料理を作ってくれるほか、完全無添加で焼き上げるホールケーキのオリジナルデザインもOK！

広場﹂
や
﹁自由広場﹂
、﹁屋内プール﹂

大宮駅

三橋五丁目北
三橋総合公園南口

などがあり、親子で一日中楽しく

三橋総合

公園
三橋
五丁目 テニスコート

iさいたま市西区三橋5-190 1048・623・0505
624時間
（屋内プールなど施設により一部異なる）
dなし
（施設により一部異なる）
7入園無料（体育館、屋内プール、テニスコートなどの施
設は有料）
P258台
（無料）※利用は8：00〜21：30
eJe㋥大宮駅西口より西武バス西遊馬行、川越グリー
ンパーク行約10分0三橋総合公園南口から徒歩5分

遊べる。緑豊かな木々に囲まれて

川

F7月に店内を一新し 、
ネイルサロンも併設

F上州高原鶏のはみ出
しチキンバーガー￥880
S醤油などで味付けた特製
ガパオライス￥650 。共に「本
誌を見た」で注文可。〜11月中旬

鴨

体育館

の散策もおすすめ。園内にはテー

三橋総合公園

ブルやベンチもあちこちに。お弁

三橋総合公園

23もの遊具が集まるアスレ
チックフィールド。シンボ
ルは、らせんすべり台やロ
ープウェイなどがある大き
な「海賊船」
。
「忍者わたり」
なども人気！

当やおやつを持参して、ピクニッ

●大宮駅西口

トリム広場

ク気分で出かけよう！

iさいたま市大宮区櫛引町
1-774-4 1F 1048・871・5706
611：00〜18：00 d㊐㊗
f16席
（〜14：00 3、
テラス
4） P3台
（無料）
eJe㋥大宮駅西口より東武
バスシティハイツ三橋（日進
公園経由）行など約 10 分0櫛
引中央から徒歩5分

﹁トリム広場﹂
。船をモチーフに丸

アットホームな雰囲気で、
近隣住民に愛される店。和
洋中の店で腕を磨いた店主
が、主に国産素材を使い丁
寧に作る料理はボリューム
も満点だ。今回は、本誌読
者だけに特製弁当を用意！

3

に
船」

「三橋総合公園」には、1時間につき￥100（9：00～20：00）とリーズナブルに利用できるトレーニング・エリアもあるのでチェックを。高校生以下は半額で利用できる！

DREAM GIRLS・ドリーム ガー

ルズ。
玉木聖愛
（右）
、
町田奈々
実（左）の音楽ユニット。
「THE
登竜門」
夢KANAユニットオー
ディション10代目グランプリ。
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

2

Pick Up
Sports

Saitama City Event Calendar - Autumn 毎年高い人気を誇る「第四回大相撲さいたま場所」や
「J:COM presents 2016ツール・ド・フランス さいたまクリテリウム」など、
さいたま市の秋は、スポーツイベントから目が離せない！

秋のイベントカレンダー
「国際ふれあいフェア2016」や「さいたま市農業祭」など、秋を楽しむイベントが続々。11月には、恒例のイルミネーションもスタートし、
街が華やかに彩られる季節が到来！ 「十日市」
、
「十二日まち」のような伝統行事もぜひ楽しもう。
DF目の前で繰り広
げられる、迫力あふ
れる取り組みから目
が離せない。当日は、
相撲講座や、関取と
子供とのけいこなど
も楽しめる

F1周約3.1㎞のコースを駆け抜ける様は圧巻！
F沿道でトップランナーたちにエールを送ろう

10/29㊏
●さいたま新都心駅

11/13㊐
●さいたま新都心駅

第2回さいたま国際マラソン

J:COM presents 2016ツール・ド・
フランス さいたまクリテリウム

●浦和駅東口

第四回大相撲さいたま場所

トップ選手らによるサイクルレースを体感

見どころ満載のさいたま場所を観戦

国内外の招待選手も含めた女子エリートランナーが
出場する「代表チャレンジャーの部」のほか、男女
一般ランナーを対象とした一般フルマラソンの部、
8㎞のファンラン部門も実施。観戦を楽しもう！

世界最高峰のサイクルロードレース「ツール・ド・フ
ランス」の名を冠した自転車競技イベントを今年も
開催。国内外のトップ選手たちが集結し、さいたま
新都心駅周辺の特設コースで熱戦を繰り広げる。

横綱の土俵入りや幕内の取組のほか、禁じ手や珍し
い決まり手をわかりやすく説明する初っ切り、化粧
回しを締め、手拍子と足の音頭に合わせて歌う相撲
甚句など、本場所では見られない催しが多彩。

2016ツール・
ド・フランス
さいたまクリテリウム

g浦和駅周辺商店街
（浦和区）
1048･838･7701
（同実行委員会事務局）

gさいたま市浦和駒場体育館
iさいたま市浦和区駒場2-5-6
1048・625・9077
（同実行委員会
浦和駒場
事務局）
スタジアム
68：00〜15：00
（予定）
駒場
463
7タマリ席1人￥14,000ほか。
チ
本太坂下
ケット完売の場合、当日券の販
463
売はなし
浦和駅
eJ浦和駅東口より国際興業バ
ス北浦和駅東口行約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25分

A

35

10/9㊐ 第25回大正時代まつり

B

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）

10/16㊐ 第60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）

さいたま市
浦和駒場体育館

宇宙科学館入口

D

E

11/5㊏〜2017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

gさいたま新都心けやきひろば
（中央区）
1048・601・1122
（さいたまアリーナ）

11/19㊏・20㊐ 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）

F

12月

10/29㊏ 2016さいたまるしぇ
inさいたまクリテリウム C

gさいたまスーパーアリーナ
（中央区）
1090・8814・5101
（同事務局）

H

12/6㊋・7㊌ 第29回骨董アンティークフェア

gさいたま新都心けやきひろば
（中央区）
1050・5541・8600
（ハローダイヤル）

紅葉

F

g岩槻駅東口周辺
（岩槻区）
1048・790・0118
（同実行委員会事務局）

12/4㊐ さいたま太鼓エキスパート2016
g市民会館おおみや
（大宮区） 1※1

g久伊豆神社
（岩槻区）
1048・756・0503
（久伊豆神社）
C

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）

10/19㊌ 秋季例大祭

10/29㊏ 2016サイクルフェスタ
〈見ごろ〉
11月中旬〜
12月上旬

A

10/9㊐ 国際ふれあいフェア2016

B

11/3㊗ 第52回人形のまち岩槻
人形供養祭 E

11/3㊗ 第4回城下町岩槻鷹狩り行列

10月
g与野駅西口駅前通り周辺
（中央区）
1048・855・8011
（同実行委員会事務局）

第四回大相撲さいたま場所
ファミリーマート

北与野駅

北与野駅

のフィニッシュは駒場運動公園
1048・832・2561（ 大会事務局、
さいたま
西口 新都心駅
10：00〜18：00、㊏㊐㊗休み）
69：10スタート
合同庁舎
1号館
Pなし
合同庁舎
南口
２号館
与野
e Jさいたま新都心駅、J北与
与野
本町
野駅南口より徒歩すぐ
※11/12㊏は親子ラン、
リレーマラソンの部などがある
「駒場
ファンラン」
を駒場運動公園で開催
さいたま
スーパー
アリーナ

J：COM presents

gさいたま新都心駅周辺
1048・829・1736
（さいたま市ス
ポーツイベント課、8：30 〜 17：
さいたま
新都心駅
15、㊏㊐㊗休み）
西口
610：00〜 Pなし
インフォ
e Jさいたま新都心駅、J北与
メーション
野駅南口より徒歩すぐ
南口
合同庁舎
２号館
与野
※フランスとさいたまの食を楽
与野
本町 特設コース
しめる「 2016 さいたまるしぇin
さいたまクリテリウム」、
自転車関連商品の販売、安全教室
等を楽しめる
「2016サイクルフェスタ」
も同日開催
大宮

コクーン サイクル
シティ フェスタ

コクーン
シティ

gさいたまスーパーアリーナ発
第２回さいたま
（発着地） 着※ファンラン部門の8kmの部
国際マラソン

11月

9/22㊗〜25㊐
サッカーの街 浦和フットバル

10/8㊏

トップランナーのスピードに興奮！

大宮

9月

D

g三菱マテリアル株式会社さいたま総合
事務所隣接地
（大宮区）
1048・829・1398
（さいたま市自転車まちづくり推進課）

G

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

12/12㊊ 十二日まち

g調神社及びその周辺
（浦和区） 1※1
※1 1048･647･8339
（STIB）

H

市内の公園には、コスモスや紅葉など、秋ならではの草木の美しいスポットが充実。
秋だからこそ楽しめる景色を見に、おでかけしよう！

岩槻城址公園（岩槻区）
10/8㊏〜11/30㊌

岩槻城の城跡を生かして整備された公園。
サクラの名所として有名だが、多種多様
な樹木が茂り、秋は美しい紅葉を楽しめ
る。1048・757・9122 6入園自由

紅葉

〈見ごろ〉
11月上旬〜
12月上旬

さいたま市大宮盆栽美術館

コスモス

〈見ごろ〉
〜10月下旬

〈見ごろ〉
11月中旬〜
12月上旬

（緑区）

5

「Les Merveilles de
L'Exposition de 1889」
Librairie Illustree、
1889年頃、
大宮盆栽美術館蔵

江戸文化を引き継ぎながら
展開する、盆栽の近代史を紹介
古写真、書籍、マンガなど、全50点ほ
どの資料で、明治時代を主にした盆栽
の近代史を紹介。
「磯野波平さんの盆栽
〜昭和のお父さんの趣味へ」など、４
つの構成からなり見応え満点。

紅葉

さぎ山記念公園

平成28年度 秋季特別展 明治の盆栽事情
─昭和のお父さんの背景

毎日12:00 〜、15:00 〜の2回

アスレチックやバーベキューなど、家族で楽しめる施
設が充実。秋には修景池の周りが赤や黄色に彩られる。
1048・878・3656 6入園自由

大宮公園（大宮区）

大宮花の丘農林公苑（西区）

日本庭園ではヤマモミジ、自由広場ではハ
ゼノキ、博物館裏ではカイノキ、旧ボート
池湖畔ではメタセコイアなど、多彩な紅葉
が魅力。1048・641・6391 6入園自由

四季折々に美しい花々を楽しめるスポット。
秋は、可憐なコスモスの花畑や真っ赤なじゅ
うたんのように一面を彩るサルビアを満喫。
1048・622・5781 6入園自由

「与野公園」
（中央区）は、約170種3,000株の美しいバラが咲き誇る名所。10月中旬～11月上旬には、秋バラが目を楽しませてくれる。1048・711・2290（別所沼公園） 6入園自由

iさいたま市北区土呂町2-24-3 1048･780･2091 69：00〜16：30、
11〜2月は〜16：
00※入館は30分前まで d㊍（㊗の場合開館）※11/4㊎は展示替えのため「秋季特別展」
は閉室 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） eJ土呂駅東口より徒歩5分

鉄道博物館

転車台回転実演
館内に響き渡る、迫力満点の汽笛の音に興奮！
1Fヒストリーゾーン中央の転車台上
の機関車が汽笛を鳴らしながら1回
転し、機関車の歩みや汽笛の種類な
どをスタッフが解説。現役当時と同
じ汽笛の音色を楽しめる。見学無料。
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￥1,000、
小・中・高校生￥500、
幼児￥
4 9月末〜はC57蒸気機関車を展示。展示
200 P280台（￥500/1日）
車両は時期によって変更あり
e㋥鉄道博物館駅より徒歩1分

「さいたま市大宮盆栽美術館」では、11/3㊗に講演会「近代数寄者の盆栽愛好」を実施（13：30～15：00）
。10/15㊏、11/6㊐・19㊏13：30～は「特別展ギャラリートーク」も行う

4

断

面
！

Sレーズンとクルミ￥
200。天然酵母を使い、
バターや生クリームを
加えた生地が風味豊か

Sドライトマトとオリ
ーブ￥270。チーズも入
りピザのよう。食事系
ベーグルの人気No.1

！
断面

見て︑体感して︑楽しむ
現代アートの魅力に出合う

いよいよ開催が迫った﹁さいたま

トリエンナーレ2016﹂に参加す

る現代芸術活動チーム・目は、ディ

レクターの南川憲二さん、アーティ

3

ストの荒神明香さん、制作統括の増

井宏文さんの 人を中心としたアー

ティストグループ。今回は、南川さ

ん、荒神さんに、
﹁ さいたまトリエ

ンナーレ2016﹂へ向けての思い

5

！
断面

Fパンチェッタのカス
クルート￥410。ライ麦
入りバゲットに生ベー
コンやチーズをサンド

Dカスタード入り
メロンパン￥150。
クリームは自家製。
上のレモンピール
がアクセント

S枝豆塩焼き￥162。
生地は低温長時間発酵。
枝豆とチーズがのって
ビールにもぴったり

断

Dタンドリーチキン￥
270。ス パ イ シーな チ
キンがモッチリとした
生地にマッチ！

面
！

断

面
！

！
断面

D究極のメロンパン￥194。
仏産発酵バターを使った
塩バタークリーム入り。
サクサク食感
断

面
！

K天然酵母のパン チョ
コレート￥180。チョコ
レート生地の中にほろ
苦のビターチョコ

●七里駅

Sモンブラン￥270。
スイーツ系の一番人
気。優しい甘さのマ
ロンクリーム入り

！
断面

！
断面

DD｢多くの人に
愛されるように｣
と、長女の名を店
名にD少量ずつ、
随時焼きたてを並
べるのがモットー

DD住宅街にある
一軒D大塚耕司さ
ん･裕子さん夫妻。
最上級の小麦粉、
オーストラリアの
塩など素材も厳選

DD早朝から続々
とお客が来店する
D月替りで約 6 種、
日替りで1〜3 種の
ベーグルも登場す
るから楽しみ

●岩槻駅東口

●武蔵浦和駅西口

Boulangerie Kurumi

パン工房 麦物語

ベーグルショップ vivant

多彩な食材を使う個性派パンがズラリ

店主の優しい人柄が伝わる手作りパン

素材にこだわるベーグルが常時約80種！

店主の福井さんは数々の製パンコンテストで受賞
した実力派。一つの生地に2〜3種の小麦粉を合
わせ、数種の｢種｣で焼き上げるパンは常時170種。
自家製パテを使った特製のサンド類もぜひ。

夫婦2人で営み、近隣の人々が通うのがコチラ。添
加物不使用、カレーやクリームもすべて自家製の
ため、深夜3時から仕込みを開始。バゲットからあ
んパンまで幅広い年代に愛されるパンが揃う。

天然酵母を使ったベーグルが評判。北海道産小麦、
種子島産洗双糖、淡路島藻塩のほか、オーガニッ
クのドライフルーツやナッツ類を主に使い、生地
は11種。モチモチの食感で、食べ応えも十分！

ブーランジュリー

クルミ

d㊌
（㊗の場合翌日）
fなし
P2台
（無料）
ee七里駅より徒歩15分

ヴィヴァン

iさいたま市岩槻区南辻
65

元荒

川

パン工房
麦物語
人間総合科学大学
岩槻キャンパス

岩槻駅

1-5 1048・757・5522
610：00〜18：00（売切れ次

第閉店） d㊌
（㊗の場合不
定） fなし Pなし
ee岩槻駅東口より朝日バ
ス国立東埼玉病院行約5分
0人間総合科学大学岩槻キ
ャンパスから徒歩2分

JR武蔵野線

沼影

武蔵浦和駅
西口

ウエルシア
マルエツ
イエロー
ハット
沼影

南浦和 北戸田
ロッテ
線
埼京
浦和工場
JR

322

七里駅
大和田

岩槻

春里中

1-22-1
1048・685・0444
67：00〜18：00

人間総合科学大学

iさいたま市見沼区春岡

ウエルシア
東武野田線

約 年前から埼玉県内で創作活動

を行っている目のお 人。常日ごろ、

埼玉の風景を見て、既視感を触発さ

れることが多いのだとか。今回も、

初めて出合ったはずなのに、自分の

中に自然と風景が入ってくるような

既視感を感じさせる作品を目指して

いるそう。
﹁見に来てくれた人が、

日常感じている身体感覚とはちょっ

と違った、不思議な感覚になれる作

品です。自分自身の体がいろんな分

子でできているのを体感する、風景

2

化センター﹂を舞台に、大がかりな

屋外での作品作りに挑戦。﹁この場所

に出合った時、住宅街でも資料館で

もない、
＂ どこにも属さない場所 ”

というのをテーマに作品を作りたい

と思いました﹂とは、荒神さん。
﹁荒

神のインスピレーションを受けて、

自分を構成する要素を感知する場所

という意味合いで、
＂エレメンタル

ディテクション”というタイトルを

付けました。この場所は、廃墟でも

なく、緑に侵食されすぎているわけ

㊏ワークショップも
開 催。詳 細 は さ い
たまトリエンナーレ
２０１６公式HPを
チェック！

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
（一部の公演、上映を除く）
3saitamatriennale.jp

に溶け込むような感覚を楽しんでほ

大宮小学校を舞台に、アジアからのアーティ
ストが一般の参加者と共に作り上げる音楽パ
フォーマンス。g大宮小学校 612：00〜16：00
7入場無料 ※11/25㊎トーク＆ライブ、11/26

しい﹂と言う。小さな子供や日ごろ

アンサンブルズ・アジア・スペシャル

でもなく、かといってレトロな風合

さいたま
トリエンナーレ２０１６

アートとは無縁な人でも、自分の感

大友良英 ＋アジアン・ミュージック・ネットワーク
プレゼンツ

覚で楽しめる、新たなアートの魅力

●さいたま市各所

にきっと出合えるはずだ。

11/27㊐

いがあるわけでもない。また使われ

9/24㊏〜12/11㊐

これまで数々の作品を発表してき

F今回の作品は屋外に設置する
ため、地面を整地するところから
作品作りが始まるのだそう

や作品の見どころをお伺いしました。

バンパークライン（東武野田
線）車両内 6大宮駅14：06
発 – 大宮駅15：57着の約110分
©momoko japan
7一般￥2,000、高校生以下
￥1,000※未就学児入場不可。前売りチケットは、
Confetti（20120・240・540、平日10：00〜18：00、
3confetti-web.com/saitama）で販売中

そうで、使われなさそうでっていう、

実際に運行する車両を舞台
に繰り広げられる新作演劇
パフォーマンス。g東武アー

どっちつかずの感じがおもしろいん

フ ロ ン テ ー ジ

Saitama Frontage

秋の到来と共に楽しみたいのが、焼きたてホカホカのパン。選び抜いた素材を使って焼き上げるパンは、手作りのぬくもりいっぱい！

いよいよ間近に迫った「さいたまトリエンナーレ2016」。
その参加アーティストである「目」のお2人に、
トリエンナーレの楽しみ方、作品に対する思いを伺いました。

た目の皆さんですが、﹁さいたまトリ

サ イ タ マ ・

南川憲二さん
荒神明香さん

です﹂と、南川さん。

9/24㊏・25㊐、10/8㊏・9㊐

さいたま市の

目

エンナーレ2016﹂では、現在は

目

め 左・南川憲二（みなみがわ･けんじ）
、右・荒神明香（こうじん・はるか）。共に
埼玉県在住。「目」は、個々のクリエイティビティを特性化し、連携を重視するチームによる
芸術活動を行う。中心メンバーは、ほかに増井宏文を含む3人。
Profile:

o l. 9

さいたまトリエンナーレ２０１６
参加アーティスト

使われていない﹁旧埼玉県立民俗文

一見、
見
慣
れ
た
景色の見
ガラ
え
リ
方
と
や
変
感
わ
じ方が
る瞬間を
体
感
し
て
ほしい

sv
VER’
さいたまL O

ベーグルショップ 公園
vivant
沼影小

iさいたま市南区沼影

1-25-12 1048・839・4311
67：00〜18：00

（売切れ次第閉店）
d㊐、
不定㊗
fなし P2台
（無料）
eJ武蔵浦和駅西口より
徒歩7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

「ベーグルショップ vivant」では天然酵母パン教室も開催している。ホシノ天然酵母コース、自家製酵母コースがあり、￥43,200（全 8回）～。詳細は3 www.pan-vivant.net/ へ

「パン工房 麦物語」では、前日までに要予約で注文できるパンも人気。カンパーニュ￥680（1個）
、ベーグル￥150（プレーン）
。㊏㊐㊗限定のパンもあるので要チェック！

6

9/2㊎
OPEN!!

「けやきひろばレストラン&ショップ」
リニューアルオープン！

さいたま市最旬 NEWS
この秋は、
「けやきひろばレストラン＆ショップ」のリ
ニューアルや「造幣さいたま博物館」の誕生など、大
型スポットが続々登場し、目が離せない！

10/3㊊
OPEN!!

10/3㊊、さいたま新都心に新たに「造幣局さいたま支局」が開局。
500円、100円の通常貨幣をはじめ、記念貨幣、収集用のプルー
フ貨幣、勲章などを製造するほか、事業者向けに指輪やネックレ
スなど貴金属製品の品位証明を行う予定だ。あわせて、
「造幣さい
たま博物館」
もオープンし、
貨幣や勲章の製造工程を紹介するほか、
古銭、記念貨幣、勲章などを展示。また、博物館内には、貨幣セ
ットや金属工芸品などの造幣局製品が買えるミントショップも併
設する。平日には工場見学も実施するので、家族で訪れてみよう。

F森をイメージさせる心地いい空間
S京都発、黒毛和牛熟成肉ステーキが人
気の「ハンバーグ＆ステーキ 听（ポンド）
」
が埼玉県初出店

けやきひろば1階の「けやきひろば
レストラン&ショップ」がリニュー
アル！ 新たな空間コンセプトは、
森の中の遊歩道〜フォレストモダ
ン と題し、まるで森の中を散策し
ているかのようなすがすがしい雰囲
気に。銀座の人気ラーメン店「むぎ
とオリーブ」をはじめ、埼玉県内初
出店や新業態も多数！
iさいたま市中央区新都心10
1048・601・1122（株式会社さいたまア
リーナ） P290台（最初の60分￥400、
以降￥200/30分）
eJさいたま新都心駅より徒歩2分、
J北与野駅より徒歩5分

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！

iさいたま市大宮区北袋町1-190-22 103・3987・3153（独立行政法人造
幣局 東京支局総務課 ※9/30 ㊎まで。10/3 ㊊以降については3www.mint.
go.jp/ で要確認） 7無料 Pなし eJさいたま新都心駅東口より徒歩
10分 ※博物館の開館時間、定休日は未定

注目店が続々登場！
埼玉県内初出店

ポンド

S造幣局さい
たま支局完成
イメージ。左手
前が博物館棟
になる

ハンバーグ＆ステーキ 听

（黒毛和牛熟成肉ステーキ）

（ラーメン）
むぎとオリーブ
（明太子ともつ鍋）
博多ふくいち

新業態店舗
ウフ

デ

タマコ

oeuf de TAMACO（和風カフェ）
（焼肉バル）
ケセラ・セナラ
（焼鳥、しゃぶしゃぶ、地酒）
ひびき庵 別館

ツイッターもやってます!

Follow us on Twitter@SaitamaTIB

造幣局さいたま支局が開局！
造幣事業を紹介する博物館や
工場見学なども

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

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

2016年 9 月14日発行

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
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
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