年末年始はさいたま市で過ごそう

Saitama City Event Calendar - WINTER -

初詣 でパワーチャージ
うっとり、

冬のイベントカレンダー

で

12月
12/6㊋・7㊌ 第29回骨董アンティークフェア
gさいたまスーパーアリーナ（中央区）
1090・8814・5101
（同事務局）

街を華やかに彩るイルミネーションを楽しんだり、初詣で一年の幸運を祈願したり。さまざまなイベントが充実のさいたま市で、年末年始を楽しもう！

12/10㊏ 十日市 A
A

17年1/10㊋Start

g武蔵一宮氷川神社及びその周辺（大宮区）
4※1参照

「第5回さいたマーチ」
申し込み受け付け開始 ！

12/12㊊ 十二日まち B

g調神社及びその周辺（浦和区） 4※1参照

12/21㊌ 一山神社冬至祭 C
g一山神社（中央区） 4※2参照

17年3/25㊏・26 ㊐に開催
される
「第5回さいたマーチ
〜見沼ツーデーウオーク〜」
の参加申し込み受け付け
が、17年1/10 ㊋スタート !
見沼田んぼなどの自然を肌
で感じながら、ウオーキン
グを楽しもう。

17年1月
B

1/1㊗ 日進餅つき踊り

g日進神社（北区） 4※2参照

1/3㊋ 与野七福神仮装パレード

g与野本町通り周辺（中央区） 4※1参照

gさいたま新都心から見沼田んぼ周辺
（大宮区など）
1048・647・8338
（さいたま観光国際協会、
9：00〜17：45、㊏㊐㊗休み）
事前申し込み期間
17年1/10㊋〜2/28 ㊋
参加費用
（事前申し込み）
大人￥1,500、
小・中・高校生￥500
※詳細は、
公式サイト
（3 saitamasc.jp/sai
（17年1月上旬〜）
tamarch/）をチェック！

1/14㊏〜2月上旬 第9回ロウバイ観賞・ミニまつり
g石井実生園・ハナミズキの森（見沼区）
1048・684・2781（石井実生園）
C

17年3/4㊏Start

冒険と楽しさの星 PLANET
COCOON をテーマに、約
30万球のイルミが輝く。コ
クーンひろばの高さ10mのツ
リーをはじめ、冒険心をくす
ぐる仕掛けが多彩。

iさいたま市大宮区
吉敷町4-263-1
1048・601・5050
（代）
（コクーンシティ）
※開催期間・点灯時間
は一部エリアにより異
なる

〜2017年2/14㊋
17：00〜23：00

金春、観世、宝生流の
3流派が一堂に会し、
人気の大宮薪能の開催
が決定。人気の高い演
目である「羽衣」をは
じ め、2日 間 で4つ の
能と2つの狂言が行わ
れ見応え抜群。チケッ
トは早めに入手を。

g大宮第二公園（大宮区）
1048・642・2228（大宮第二・第三公園管理センター）

2/25㊏〜3/12㊐ 第14回まちかど雛めぐり D
g岩槻駅東口周辺商店街（岩槻区）
1070・1535・8177
（同実行委員会）

2/26㊐ 人形のまち岩槻流しびな E

g岩槻城址公園（岩槻区）
1048・757・8881（岩槻人形協同組合）

E

コクーンシティイルミネーション2016

「第36回大宮薪能」の開催が決定
チケット先行予約販売も

17年2月
2/18㊏〜3/12㊐ 第33回梅まつり

D

●さいたま新都心駅東口

※1 1048・647・8339
（STIB） STIB＝さいたま観光国際
協会
（9：00〜17：45 d㊏㊐㊗、
12/29㊍〜17年1/3㊋）
※2 1048・829・1723（さいたま市文化財保護課、8：30〜
17：15 d㊏㊐㊗、12/29 ㊍〜 17 年 1/3 ㊋）、1 048・835・
3156（さいたまコールセンター）

〜2017年2/14㊋
17：00〜24：00

●さいたま新都心駅西口

さいたま新都心けやきひろば
イルミネーション2016-17

SOUND & LIGHTS FANTASY

g武蔵一宮氷川神社境内
（雨天時：市民会館おおみや大ホール）
1048・647・8338
（さいたま観光国際協会、
9：00〜17：45、㊏㊐㊗休み）
開催日／17年5/26㊎・27㊏
先行予約受付期間／17年3/4㊏〜
観覧／S席￥7,000、
A席￥6,000、A席先行予約￥5,000
※詳細は、
案内サイト
（3www.stib.jp）
をチェック！
（17年2月上旬〜）

17年1/27㊎〜2/22㊌

〜17年2/27㊊

さいたま市大宮盆栽美術館

鉄道博物館

企画展
「春の花もの盆栽展」

冬の風物詩〜イルミネーション点灯

花もの盆栽で、ひと足早いお花見を満喫！

幻想的なイルミネーションの中で運転体験を

梅やツバキ、ボケなど、見ごろを迎
える可憐な花もの盆栽を取り上げ、
移ろいゆく春の風情を紹介。2/5㊐、
18㊏各13：30〜は、スタッフによる
ギャラリートークも開催。

パークゾーンのミニ運転列車線路周
辺で、恒例のイルミネーションを点
灯。これに合わせてミニ運転列車の
運転時間を延長。イルミネーション
が輝く中で、運転を楽しめる！

iさいたま市北区土呂町2-24-3 1048･
780･2091 69：00〜16：00、3〜10月は〜
16:30※入館は各30分前まで d㊍（㊗の
場合開館）
※12/30㊎〜17年1/3㊋は休み
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 F計36席（ 1週9席、毎週展示替えを実施）を
紹介。写真は「野梅」
／清香園
料） eJ土呂駅東口より徒歩5分

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）、
12/27㊋・17年1/3㊋は開館※12/29㊍〜17
年 1/1㊗は休み 7￥1,000 、小・中・高校
生￥500、幼児￥200 P280台（￥500/1 4期間中の㊏㊐㊗と12/26㊊〜17年1/5㊍は
ミニ運転列車を17：30まで延長（通常16：30）
日） e㋥鉄道博物館駅より徒歩1分

150本のケヤキの木を、ブルーを
基調に、ホワイトとキャンドル色
のLEDを織り交ぜたイルミが彩
り、ロマンチックな雰囲気に！

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）

初詣

イルミ点灯：
〜11/21㊊16：30〜、
11/22㊋〜17年1/19㊍16：00〜、
1/20㊎〜2/27㊊17：00〜

●岩槻駅西口

●大宮駅東口

久伊豆神社

武蔵一宮氷川神社

午太鼓が行われ、正月らし
い雰囲気を楽しめる。

首都圏に点在する約280の
氷川神社の総本社で、2400
年の歴史をもつ古社。初詣
は毎年210万人以上の参拝
客で混雑するので、時間に
余裕をもって訪れよう。

iさいたま市岩槻区
宮町2-6-55
1048・756・0503
6参拝自由
祭神は大国主命。創建年代
dなし
は1400年以上前と伝わる
7参拝無料
古社。1/1㊗は御神楽奉納、 P100台（無料）
ee岩槻駅西口より徒
2㊗は琴の演奏、3㊋には初
歩15分

iさいたま市大宮区高
鼻町1-407
1048・641・0137
6 11 〜 2 月 6：00 〜 17：
00※17年1/1㊗〜7㊏は
変動あり、
要確認
dなし 7参拝無料
P正月期間はなし
eJe㊁大宮駅東口よ
り徒歩 20 分、e大宮公
園駅より徒歩15分

●浦和駅西口
つき

調神社
「つきのみや」などと呼ば
れて親しまれる社。社名か
ら月待ち信仰と結びつき、
月の動物と言われるウサギ
が神の使いとされる。例年、
約17万人の人出でにぎわう。

iさいたま市浦和区
岸町3丁目
6参拝自由
dなし
7参拝無料
Pなし
eJ浦和駅西口より徒
歩10分

髙島屋

大宮駅

5

「与野七福神仮装パレード」は七福神が練り歩く恒例行事。七福神を祀る各寺社で入手できる七福神色紙は、初穂料￥1,000、押印1か所￥100。

お正月の「久伊豆神社」には、小さな釣り竿で鯛のおみくじを釣り上げる、一年安鯛みくじ（￥300）がお目見え。一年の幸運を願い、チャレンジしてみよう！
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