Saitama City Event Calendar - SPRING -

春のイベントカレンダー
3/25㊏・26㊐

3月

●さいたま新都心駅東口

3/12㊐ 田島の獅子舞（市指定文化財）

第5回さいたマーチ
〜見沼ツーデーウオーク〜

g田島氷川社
（桜区）
1048・829・1723
（さいたま市文化財保護課）
A

さいたま
新都心駅

B

g武蔵一宮氷川神社
（大宮区）
（同神社）
1048・641・0137

テニス、バドミントン、スカ

かわらず、どこででもプレイが

ば、屋内外はもちろん昼夜にか

れるように、ラケットさえあれ

まり、日本でも盛り上がりを見

ッシュのよさを融合させた新た

可能です ﹂と、笠原さん。国際

せている。﹁クロスミントンはネ

なラケットスポーツ〝クロスミ

ットのないバドミントンと言わ

ントン〟
。そ の 国 際 大 会﹁ ジ ャ

3/25㊏・26㊐は、食のイベント「2017さいたまるしぇwithさいたマーチ」。ご当地グルメやスイーツ、みやげ品などが多彩にそろうので、のぞいてみよう ！

©SSF

5/13㊏・14㊐
●さいたま新都心駅西口

さいたまスポーツ
フェスティバル2017
＂みんなでからだをうごかそう＂をテ
ーマに、家族みんなで楽しめる日本
最大級のスポーツファミリーイベン
DFバスケットボールやミニボルダリ
ト。東京オリンピック2020の候補
ングなどのスポーツにチャレンジ
になっているスポーツ競技から、流
行のスポーツを体験できる！

「さいたまスポーツフェスティバル2017」で実施される競技は、事前予約不要、参加費無料なものが多いので、家族みんなで気軽に参加してみよう！

大宮

さいたまスポーツ
フェスティバル2017

さいたま
スーパー
アリーナ
北与野駅

5

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） ※3/21㊋・28㊋、4/4㊋、
5/2㊋は開館 7￥1,000、小・中・高校生￥500、幼
児￥200 P280台
（￥500/1日）
e㋥鉄道博物館駅より徒歩1分

大会での見どころは、なんとい

※1 1048・647・8339
（さいたま観光国際協会、9：00〜17：45、
㊏㊐㊗休み）
※2 1050・5541・8600
（ハローダイヤル、8：00〜22：00、
3/16
㊍〜4/17㊊）

iさいたま市北区土呂町 2-24-3 1 048 ･ 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）、4/26 ㊌、
4/14㊎は企画展示室のみ閉室 ※4/27㊍、5/4㊗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）
eJ土呂駅東口より徒歩5分

ってもスピード感。とりわけ、

g埼玉県庁南側駐車場
（予定）
1048・829・6179
（さいたま市浦和区総務課地域商工室）

F企画展示室では盆栽の歴史と文化を伝える
美術作品を、前後期に分けて紹介

しるべ

（予定） 第16回さいたま市浦和うなぎまつり
5/27㊏

F専用ラケットとスピーダーがあれ
ばどこでもプレイ可能

パン スプリングオープン﹂が開
催される。そこで、日本クロス

g大宮駅東口・銀座通りほか（大宮区）
1048・644・3220
（同実行委員会）

©SSF

D鉄道が走る
仕組みなどを
楽しみながら
学べる展示施
設に。写真：
鉄道博物館

463

現在、各地でクラブが増加中。

5/21㊐ 第61回大宮フリーマーケット

浦和駅

男子のラリーは迫力満点だそう。

g与野公園
（中央区）
1050・5541・8600
（ハローダイヤル、4/23㊐〜5/22㊊）

本太坂下

いずれも経験や年代にかかわら

D

「第8回世界盆栽大会inさ
いたま」
（P7）開催を記念
し、
大宮盆栽の美と文化・
歴史を紹介する特別展。
約 6年ぶりに公開される、
盆栽界の至宝・五葉松銘
「日暮し」も必見。

鉄道の科学 を楽しく学ぼう！
旧ラーニングゾーンが「科学ステーション」に
生まれ変わる。鉄道の科学をテーマに鉄道に
隠された不思議を発見し、科学の視線で探究
することで鉄道の仕組みをわかりやすく紹介。

浦和駒場
スタジアム
463

ミントン協会理事の笠原 標 さ
んにその魅力を聞いてみた。

5/20㊏・21㊐ ばらまつり2017 D

大宮盆栽の歴史や文化、魅力を紹介

駒場

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
6未定 43 crossminton.jp/より
受け付け 7観戦無料 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 ※参加申し込みは、3/
17㊎まで。詳細はHP参照

ず、多くの人が共に練習に取り

5/7㊐ アートフルゆめまつり2017

「科学ステーション」オープン

さいたま市
浦和駒場体育館

2
0



盆栽 ─さいたま発の世界ブランド─

35

宇宙科学館入口

g農業者トレーニングセンター・緑の広場（緑区）
1048・878・2026
（同実行委員会）

ジャパン スプリングオープン

鉄道博物館

ファミリーマート

5/4㊗・5㊗ アグリフェスタ 17

g大宮駅周辺
（大宮区）
1048・795・9048
（同実行委員会事務局）

4月下旬

さいたま市大宮盆栽美術館
「第8回世界盆栽大会inさいたま」記念特別展

新しいラケットスポーツとして注目されているクロス
ミントンの国際大会が開催。シングルス、ダブルス共
に参加は誰でもOK。全ての参加者には世界ランキン
グポイントが加算されるので、挑戦してみよう。

0
1

クロスミントンの発祥は

3/17㊎〜5/10㊌

ジャパン スプリングオープン

組んでいる。時には、世界で活

5/3㊗〜5㊗ 第34回大盆栽まつり C
g大宮盆栽村
（北区） 1048・663・3899（同実行委員会）

●浦和駅東口

F迫力あるプレ
イを間近で観戦
S取材時は、元
世界チャンピオ
ンのパトリック・
シュセラー選 手
が来日中だった

年
 、ベルリン。バドミント
ンを屋外で行うため、風に対し

g市民の森・見沼グリーンセンター（北区）
園芸まつり
1048・664・5915
（見沼グリーンセンター）
シビックグリーンさいたま
1048・829・1423
（さいたま市みどり推進課）
国際友好フェア
1048・813・8500
（さいたま市国際交流センター）

4/8㊏・9㊐

躍するトップ選手とプレイでき

5月
5/3㊗・4㊗ 花と緑の祭典2017
春の園芸まつり・シビックグリーンさいたま・国際友好フェア

る機会もあるというから、興味

g武蔵一宮氷川神社境
内
（雨天時：市民会館お
第36回
おみや大ホール）
大宮薪能
iさいたま市大宮区
市立
高鼻町1-407
博物館
1048・647・8339
（さい
大栄橋
たま観光国際協会、
9：00
東口
〜17：45、㊏㊐㊗休み）
大宮駅
大宮区役所
617：40〜21：30（開場
17：00） 7観覧席S席￥7,000、A席￥6,000、A席先
行予約￥5,000 eJe㋥大宮駅東口より徒歩20
分、
e大宮公園駅より徒歩15分
大宮公園
武蔵一宮
氷川神社

て安定性のあるシャトルの開発

田線
北大宮駅 東武野
崎線
JR高

4/16㊐ さくら草まつり 17 B
g桜草公園
（桜区）
※2

金春、観世、宝生流の3 流派が一堂に会する
大宮薪能。先行予約販売は3/4㊏・5㊐、11㊏・
12㊐（20120･400･106）
、一般販売 4/7㊎～
（大宮駅観光案内所、浦和観光案内所）
。

のある人は挑戦してみよう。

C

第36回大宮薪能

を機に、新たなスポーツとして

●大宮駅東口

始まった。以来、世界各地へ広

4/15㊏・16㊐ さくら草まつり 17
gさいたま市役所
（浦和区）※2

D「初心者でも簡単に楽しめ
るのがクロスミントンの魅力
です」と、笠原さん

幽玄な薪能の世界を体感！

5/26㊎・27㊏

gさいたま市記念総合体育館（桜区）
1090・3516・2300
（関東車椅子バスケットボール連盟）

ト
ラケッ んで
新たな ツを楽し
スポー

新たなラケットスポーツ︑
魅力はスピード感！

4/8㊏・9㊐ 第7回関東カップ
車椅子バスケットボール大会さいたま

大宮北袋郵便局

コクーン1

4月

4/5㊌〜7㊎ 鎮花祭

この春、さいたま市初開催となるクロスミントンの国際大会「ジャパン スプリングオープン」をはじめ、
見て、参加して楽しめるスポーツイベントに注目！ この機会に、チャレンジしてみよう！

イングレス

gさいたま新都心から
見沼田んぼ周辺（大宮
区など）
※出発・ゴール
コクーン2
地点（中央会場）は、高
北袋町
沼遊歩道（さいたま市
東口
大宮区北袋町1-112-2）
高沼遊歩道
20120・711・951
（問い
（スタート／ゴール）
合 わせのみ、10:00 〜
与野
17:30、㊏㊐㊗休み）
6 8：00〜16：00※雨天開催 7当日￥2,000、小・
中・高校生￥1,000、
未就学児無料
eJさいたま新都心駅東口より徒歩5分

g高沼遊歩道
（大宮区）
1050・5541・8600
（ハローダイヤル、2/26㊐〜3/27㊊）

4/1㊏・2㊐ 第40回岩槻城址公園桜まつり
g岩槻城址公園
（岩槻区）
※1

誰でも気軽に参加できるよう両日とも5㎞か
らコースを設定。1日目には、位置情報ゲー
ム＂Ingress＂を楽しみながら参加できる10㎞
コースも。2日間完歩すると完歩賞を進呈。
大宮

3/25㊏・26㊐ 2017さいたまるしぇ
withさいたマーチ A

春はスポーツイベントへGO!

春を感じるウオーキングに挑戦

南口
与野
本町

コクーン
シティ
西口 さいたま
新都心駅

合同庁舎
1号館
合同庁舎
２号館

与野

gさいたまスーパーアリーナ コミ
ュニティアリーナ iさいたま市中
央区新都心 8 1048・601・1122（ 株
式会社さいたまアリーナ） 610:00
〜18:00 7無料※一部アトラクショ
ンは参加費あり eJさいたま新都
心駅西口より徒歩3分

4

