春 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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さいたまの観光情報 さいず
表紙＝高橋由美子さん／氷川だんご屋（大宮区）

大好きな地元の、
お気に入り！

春の新生活♪

インテリアを変えて
お部屋をリフレッシュ
甘酸っぱ〜いイチゴの季節到来！

さいたま市でイチゴ狩り
春のイベントカレンダー
3/26㊏
・27㊐

第4回さいたマーチ
〜見沼ツーデーウオーク〜

5/3㊗
〜5㊗

第33回
大盆栽まつり

新ご当地

5/27㊎
・28㊏

4/2㊏
・3㊐

第39回岩槻城址公園
桜まつり

第35回記念
大宮薪能

王道から個性派まで

大宮ナポリタン
グルメ

さいたまLOVER's Interview

高橋由美子

さん

徹底
調査

さいたま市出身の女優の高橋由美子さん。
頻繁に実家で家族と過ごしたり、地元のお店で友人と
食事をしたりするそうです。さいたま市観光宣伝部長を
務める高橋さんが、幼いころから親しんでいる場所など、
お気に入りスポットをご紹介します！

大宮ナポリタン
徹底調査

新ご当地

●麺の種類:スパゲティ
（350g）
●具材:ピーマン、
タマネギ、
マッシュ
ルーム、豚バラ、
モンゴウイカなど

￥950（平日）

●麺の種類:スパゲティ
（185g）
●具材:ピーマン、
タマネギ、
マッシ
ュルーム、ハム

元祖！大宮ナポリタン

練

￥1,166

品に洗
上
を
味
の

懐かし

B
※17：00〜限定

●麺の種類:スパゲティ
（300g）
●具材:タマネギ、
マッシュルーム、
ソーセージ、小松菜

豚肉とチ

ーズが好

E

D

昔なつかし 大宮ナポリタン

懐かしくて新しい
新名物が話題

!!

30

9

月には
﹁大宮ナポリタン会﹂
が発

足。現在、約 店が加盟し、店舗

ごとにオリジナリティあふれる味

大宮ナポリタンの条件は、旧大

「Cafe&Shot Bar FRESCO」のナポリタンは単品でも注文OKで、平日￥850、㊏㊐㊗￥880。また、㊏㊐㊗はスープ、サラダ、デザート、ドリンク付きセット￥980もアリ！

を提供している。

2

大宮ナポリタンは、大宮がかつ

宮市内に店舗を構えていること、

15

て鉄道の街として栄えた地であり、

大宮
髙島屋

埼玉県産の野菜を一つ以上使うこ

さいたま新都心

その周辺で食べたナポリタンを懐

パレスホテル大宮

三菱東京
UFJ銀行

かしむ鉄道員の声があったこと、

ソニック
シティ

東口

マクドナルド

との つ。店により卵をのせたり、

「パレスホテル大宮」は館内他店でも大宮ナポリタンを提供。
「ラウンジ サロン・ドゥ・カフェ」
（11:00～18:00、￥1,425）
「バー ロイヤルオーク」
、
（18:00～23:30、㊐㊗～22:00、￥1,544）
。

コナカ
ミニストップ
西口
鐘塚公園

iさいたま市大宮区仲町 2-17
第 2 小島ビル 1F 1 048・649・
2675 68:30〜翌3:00（フード
LO2:00、ドリンクLO2:30 ）、㊏
11：00〜、㊐11：00〜1：00（フー
ドLO24:00、
ドリンクLO24：30）
、
㊗18：00〜 d不定 f32席
4 Pなし eJ e㋥大宮
駅東口より徒歩5分

豚肉を使ったりとアレンジも多彩

大宮
髙島屋

ダイエー

iさいたま市大宮区桜木町
2-159-2 1048・643・8385
611:30〜23:30
（LO23:00）
、
㊎㊏〜24:00
（LO23:30）
、
㊐㊗〜22:30
（LO22:00）
dなし f30席 2
Pなし eJe㋥大宮駅西口
より徒歩3分

また、氷川神社の鳥居やプロサッ

マクドナルド
さいたま
新都心

東口

日進

です。店を訪れるたびに新しい味

eJe㋥大宮駅東口より徒歩
6分

てんや

iさいたま市大宮区宮町1-46
蓮見ビル1F
1048・644・3998
6 24 時間（ランチ 11:00 〜 14:
30） dなし
f54席 4 Pなし
eJe㋥大宮駅東口より徒歩
5分

1991（平成3）年創業で、大宮の
カフェ&バーの先駆け。人気の
ナポリタンは、オーナーのみが
レシピを知る門外不出の味。ト
マトや香辛料を3時間煮込んだ
特製ソースで炒め、仕上げにバ
ターオイルでコクをプラス！

カーチーム・大宮アルディージャ

大宮
髙島屋

大宮ラクーン

伯爵邸

本格洋食を手ごろなワインと楽
しめるバル風の1軒。オムレツ
がのったナポリタンは、オムラ
イスをイメージ。とろとろの卵、
自家製デミグラスソース、濃厚
チェダーチーズソースが2.2mm
の極太麺に絡み、新しい味わい。
鉄道博物館

フレスコ

大宮区役所

デイリー
ヤマザキ

ローソン

2 2F-A
1048・644・3393
611:30〜14:00、
17:30〜23:00
（LO22:30） d第2㊐
f34席 4 Pなし

駅
大宮

さいたま
新都心

東口

一番街

1975（ 昭和50）年に創業し、大
宮で知らない人はいないと言わ
れる喫茶店。定番のナポリタン
はケチャップのみで麺を炒めた
昔ながらの味。柔らかいモンゴ
ウイカのほか、脂のコクが出る
豚バラを使うのはここならでは。

Cafe＆Shot Bar

A FRESCO

駅
大宮

ローソン

ミニストップ
大宮ラクーン

iさいたま市大宮区宮町2-8-

●大宮駅東口

ひいき屋
B 洋食
Kitchen＆Wine 大宮西口店

C 伯爵邸

駅
大宮

豚しゃぶ専門店
ぶたのしっぽ

●大宮駅西口

を発見できるのが、その最大の魅

梅山豚や望来豚など希少な豚を
使うしゃぶしゃぶが自慢。ナポ
リタンにも大ぶりの豚肉が入り、
特製トマトソース、モッツァレ
ラチーズと相性抜群！ 店長の
出身地である東秩父村から届く
旬の野菜もたっぷり使っている。

駅
大宮

3

無料） e J e㋥大宮駅西口
より徒歩3分

豚しゃぶ専門店

北本線
JR東

駅
大宮

西口
ソニック
シティ
鐘塚公園
パレスホテル
大宮 そごう さいたま
大宮店 新都心
17

iさいたま市大宮区桜木町

1-7-5 パレスホテル大宮1F
1048・647・3300
（代）
67:00〜23:00 dなし
f120席 3
P140台（￥200/30分。レスト
ラン￥3,000以上利用で120分

麺に

●大宮駅東口

D ぶたのしっぽ

線
野田
東武

鉄道博物館

カフェレストラン
パルテール ダイエー

ま
ら
か

のチームカラー、そして大宮区の

15年7月、新名物にナポリタン
が仲間入り。1週間かけて作る
デミグラスソースを合わせた特
製トマトソースが、洗練された
味を生む。地元食材にもこだわ
り、地場野菜のほか、県産の彩
たまごの目玉焼きがアクセント。

ろ
と
る

力。味わう楽しみは無限大なのだ。

●麺の種類:リングイネ
（100g）
●具材:季節の野菜（キノコなど）、
豚ロース、
モッツァレラチーズ

F「大宮ナポリタン会」
の加盟店は、このポス
ターやのぼりが目印

色にちなんで、ナポリタンを名物

●麺の種類:スパゲティ
（150g）
●具材:ピーマン、
タマネギ、
マッシュ
ルーム、ハム、鶏もも肉など

※17：30〜限定

にしようと考えられたもの。 年

￥1,134

●大宮駅東口

カフェレストラン

卵
り
〜

大宮ナポリタン

￥1,425（サ込）※13:00〜限定

●大宮駅西口

E パルテール

相性 ！

から個性派 まで

ナポリタン（サラダ、デザート、ドリ

ンク付き）

現在、大宮の新しいご当地グルメとして注目

懐かしのナポリタン（サラダ、

スープ付き）
￥850（ランチ時￥800）

5

を集めている、大宮ナポリタン。街のあち

!ド
迫力
の老
舗名
物

A

こちで味わうことができ、個性もさまざ

50g

ま。その由来と人気の 軒に迫ってみ

C

ました。どこか懐かしい味わいをぜひ！

麺3

ピで
シ
レ
秘伝の 道の味 ！
作る王

王道

グルメ

2

Sオーバルの陶板
￥5,400 ■
A

甘酸っぱ 〜 い
イチゴの季節
到来！

F高設ベンチ（いちごの棚）は上下可動式で、ベビーカーや車椅子もOK。1列に6品種を栽培し、食べ比べしやすい配置
●浦和美園駅

岩槻いちごファーム Nakaiwa
味わいが異なる6品種を食べ比べ！
さいたま市内屈指の多さを誇る6品種を生産。
「いちごステーション」という高設ベンチで
栽培し、清潔で摘み取りやすい。安心・安全
を心がけ、減農薬で育てるのもこだわり。
岩槻IC

イチゴ狩り

●期間：〜6月中旬の㊌㊍㊏㊐㊗
●料金：〜 2/28 ㊐小学生以上￥
1,800、4歳以上￥1,400、3/2㊌〜
4/10 ㊐小学生以上￥1,600 、4 歳
以上￥1,200、4/13㊌〜5/8㊐小学
生以上￥1,400、4歳以上￥1,000、
5/11 ㊌〜6 月中旬 小学生以上￥
1,000、4歳以上￥800 ※3歳以下
無料

衛生的な充実設備でファミリーなどに人気！

立ったままでラクラク！ 高設栽培のイチゴ

ベンチ栽培で苗から一本
ずつ育てるイチゴは大粒
で甘さたっぷり。特にこ
こだけのオリジナル品種
レイベリーは必食！ ハ
ウスはバリアフリー仕様 F地面や通路などにイチゴ
で、ベビールームも完備。が触れず、子供にも安心

土がつかない高設栽培で
育った約3品種のイチゴ
を味わえる。子供の目の
高さに実り、大人でも立
ったまま摘み取れる。従
来より通路が広いハウス F一つのハウス内で紅ほっぺ
でベビーカーもラクラク。やあきひめを食べ比べられる

浦和IC
大崎公園
(上り）
さいたま市
大門
クリーンセンター
東北自動車道

大崎園芸植物園

浦和IC（下り）

浦和駅

美園
いちごランド

iさいたま市緑区間宮803
1048・826・6360
610:00〜15:00
d㊊㊍（㊗の場合営業）、ほか不
定 P20台
（無料）
eJ浦和駅東口より国際興業バ
ス東川口駅北口行など約17分0
大崎園芸植物園から徒歩3分

イチゴ狩りデータ
●期間：〜6月中旬の㊋㊌㊎㊏㊐㊗

カインズ
ホーム
高木
大宮駅

お部屋をリフレッシュ

イチゴ狩りデータ
●期間：〜5/31㊋ごろ

静岡県産の品種。大粒で濃
い赤色が特徴。コクがあり、
甘味と酸味のバランスもよ
く、イチゴらしい香りと味

FHキリムのクッション 各￥8,100

B

FKチェア モケットグリーン ￥44,820、スタンダードブラック￥38,340、カフェテーブル ￥52,380

イランやトルコの平織り布を使用。織り柄に
より雰囲気もさまざま。使いやすい42×42㎝

●大宮駅東口

A rytas

B

リータス

あきひめ

「美園いちごランド」の独
自交配で生まれたオリジナ
ル品種で、市場には出回ら
ない。濃厚な香りと甘さ

「岩槻いちごファーム Nakaiwa」では、5/7㊏～6月中旬に夜のイチゴ狩り「キャンドルナイト」を実施。619:00～20:00（前日までに要予約） 7小学生以上￥1,200、4歳以上￥1,000

Long Life Design Interior

ディング

温かみあふれるヨーロッパのアンティークとハンドクラフト

シンプル&上質なこだわりのインテリア用品が勢ぞろい！

周辺でも希少なインポート雑
貨ショップ。食器やインテリ
ア用品などの商品はすべて、
オーナーが年に数回、ヨーロ
ッパや北欧、バルトの国々を
旅しながら探してきたもの。
優しい温もりがいっぱい！

国内企業が1960年代に作っ
た古きよき製品を集めたシリ
ーズ「60VISION」を中心に、
家具や雑貨をラインナップ。
特に、
「カリモク60」の正規取
り扱い店として全商品をそろ
えるのは、近隣でもここだけ。

北大宮

大宮愛仕幼稚園
大栄橋

ｒytas

一番街

東口
大宮駅

大宮ラクーン

さいたま
新都心

大宮髙島屋

iさいたま市大宮区高鼻町1-38 1F 1048・778・8424
612:00〜19:00、
㊐〜18:00 d㊊㊋、
ほか不定 Pなし
eJe㋥大宮駅東口より徒歩10分

マルエツ

大宮

ディング

Ding Ding

北大宮駅

レイベリー

●鉄道博物館駅

大宮公園

静岡県原産。細長く上品な
形で、果肉は柔らかく、ジ
ューシー。酸味が少なく甘
いので、特に子供に人気

B

「カリモク60」を代表する不動のデザイン。長く使えるフォルムと味わいのある素材が魅力

大宮警察署

●備考：持ち帰りは1パック￥500〜700

紅ほっぺ

東武野田線

●備考：持ち帰りは1パック￥500〜4,000。自家製の手作
りいちごジャム￥650、
ダブルベリージャム￥650も販売

●品種：あきひめ、紅ほっぺ。季節により、
やよいひめ

B

チーク材の木目がナチュラルな
雰囲気いっぱい。少し濃い色味
の「ウォールナット」もある

スウェーデン「Rorstrand」
社製。ふっくらした形とハ
ンドペイントの花模様が愛
らしさ満点のアンティーク

リトアニアで一枚
ずつ手織り。速乾
性が高く色柄豊富
なリネン100％で、
テーブルに映える

長崎県波佐見町の
陶磁器ブランド
「HASAMI」。釉
薬にこだわった美
しい色で、重ねて
収納OK

大宮中央
総合病院

●予約：予約優先
（前日までに）

Fリモコンスタンド ￥3,240

LF花瓶 ㊧￥28,080、
㊨￥23,760 ■
A

Sコースター
各￥1,620 ■
A

ル
シャト
ニュー

●時間：10：00〜15：00（なくなり次第終了）。30分間食べ放題

Sブロックマグ
￥1,620、
￥1,944 B

鉄道博物館駅

●料金：〜2/29 ㊊小学 4 年生以上￥1,700 、小学 1〜3 年生￥
1,400、小学生未満￥1,100、3/1㊋〜4/10㊐小学4年生以上￥
1,500、小学1〜3年生￥1,200、小学生未満￥1,000、4/11㊊〜
5/10㊋小学4年生以上￥1,200、小学1〜3年生￥1,000、小学
生未満￥800、5/11㊌〜31㊋ごろ 小学4年生以上￥1,000、小
学1〜3年生￥700、小学生未満￥500 ※2歳以下無料

新しい生活がスタートするこの季節は、お部屋を模様替えして
気分も一新してみてはいかが!? 暖かい春の風に吹かれながら、
人気のインテリアショップでお気に入りの家具や小物を探してみよう。

とれたてイチゴを
食べ比べ

iさいたま市西区高木1782-1
1090・3408・1583
（9:00〜9:30、
10:30〜17:00）
610:00〜17:00 dなし
P15台
（無料）
eJe㋥大宮駅西口より東武バ
ス平方行など約20分0高木から
徒歩10分

●品種：あきひめ、紅ほっぺ、
レイベリー

5

インテリアを変えて

A
■

リトアニアの家庭に伝わる編み
方。美しい透かし模様で、パン
などを入れるのもおすすめ

加茂宮

●予約：予約不可。当日先着順

ストロベリー
ハウス 宮前IC
細田

A

1930年代ごろに生
産されたもの。華や
かなグリーンにミモ
ザの花柄がキュート。
直径約18㎝

活

氷川神社
入口

●時間：10：00〜15：00（受付9：00〜14：30、なくなり次第終
了）。30分間食べ放題

観音寺

F果物かご ￥4,320

線
野田
東武
北本線
JR東

●料金：〜 2/28 ㊐一般（小学生以上）
￥1,800 、3 〜 5 歳￥
1,300、3/1㊋〜5/8㊐一般￥1,600、3〜5歳￥1,100、5/10㊋
〜31㊋一般￥1,300、3〜5歳￥900、6/1㊌〜6月中旬一般
￥1,100、3〜5歳￥700 ※2歳以下無料

上尾道路 西新井北
大宮北
特別支援学校

形も味もさまざま ！
希少な品種も楽しみ

ストロベリーハウス細田

新鮮なイチゴを自分で摘み取る

美園いちごランド

のが楽しいイチゴ狩り。農園によ

●大宮駅西口

って異なる品種を味わえるのも醍

●浦和駅東口

醐味だ。例えば、
﹁レイベリー﹂
は

●備考：持ち帰りは1パック￥700

美園いちごランドだけのオリジナ

FF常時4品種に、季節替りの
2品種を栽培。近隣の人も買い
に来るF今シーズンから発売
の「いちごプリン」1個￥300

ル品種。﹁かおり野﹂や﹁やよいひ

●予約：予約優先（前日までに）

め﹂など市場にあまり出回らない

●時間：10：00〜15：00（ 受付 9：30
〜14：30、なくなり次第終了）。30
分間食べ放題
●品種：あきひめ、紅ほっぺ、かお
り野、
やよいひめ。ほか約2種

新生
春の

現在、さいたま市はイチゴシーズン真っ盛り。
市内各所に農園が点在し、気軽にイチゴ狩り
を楽しめます。摘みたての完熟イチゴは甘さ
も香りも格別で、いくつでも食べられそう！

希少な品種も。旬のイチゴを思う

浦和東高

浦和
美園駅

iさいたま市岩槻区笹
久保新田 1089 1 080・
3402・8600（9:30〜17:00
ごろ） 69:30〜15:00
d㊊㊋㊎
（㊗の場合営業）
P 12 台（無料） e 浦
和美園駅より車で約 10
分、または東北自動車道
岩槻ICより車で約10分

さいたま市で

存分、食べ比べてみよう。

街道
岩槻

岩槻いちご
東北自動車道
ファーム
Nakaiwa

イチゴ狩りデータ

Sアンティーク
プレート ￥2,592

スウェーデン「GABRIEL」
社製のアンティークの壁飾
り。自然の花がレリーフ状
に施され、優しい色使い

iさいたま市北区東大成町2-74-1 1048・652・0962
610:00〜19:00 d不定 P3台
（無料）
e㋥鉄道博物館駅より徒歩15分

「rytas」には、リトアニアの手工芸品を集めたショップ「fragmentas（フラグメンタス）
」も併設。リネン類のほか、手彫りの木製ボウルや白樺の小物入れなどは要チェック！
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s vol.7
さいたまLOVER ’

!
さいたま市といえば

女優

イベントカレンダー

さい
た

鉄道博物館

北海道新幹線開業記念展
わた

「海を航る」

際

!!

協

内

2/27㊏～ 6/26㊐

会

鉄道＆盆栽!!
まい ま観 がご 案
まい
光国

日ごとに暖かさが増すこの時季は、
「さいたまるしぇ」やお花見、
「大宮フリーマーケット」など、
イベントを楽しむのに絶好な季節。お目当てをチェックしたら、さっそく出かけよう！

2月

4/16㊏・17㊐ さくら草まつり ＇16

2/28㊐ 人形のまち岩槻流しびな

g岩槻城址公園
（岩槻区）
1048・757・8881
（岩槻人形協同組合）

3/13㊐ 田島の獅子舞（市指定文化財）
g田島氷川社
（桜区） 1048・829・1723

F1988（昭和63）年の青函トンネル開業により、
青森―函館間を結んだ快速列車
「海峡」

16年3月の北海道新幹線開業に合わせ、
東京―北海道を結ぶ鉄道の歴史をたど
る企画展。長年にわたり青森〜函館間
を結んだ青函連絡船、それに代わった
青函トンネルについても紹介する。

●大宮駅東口

武蔵一宮 氷川神社
2000年以上の歴史をもつとい
われる日本屈指の古社。関東に
280以上ある氷川神社の総本宮
として多くの信仰を集める。大
木が多く茂る境内は荘厳な趣。

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）
※
3/22㊋、29㊋、4/5㊋、26㊋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

iさいたま市大宮区高鼻町 1-

407

1048･641･0137
（9:00〜16:00）
6 5:30 〜 17:30 、5 〜 8 月 5:00 〜
18:00、11〜2月6:00〜17:00
dなし P180台
eJe㋥大宮駅東口より徒歩20
分、
e北大宮駅より徒歩15分

F「大いなる宮居」として大宮の
地名の由来にもなった、街の象徴

む〜んしゃいん

氷川だんご屋
約45年続く甘味処。名物は手作
りの団子。驚くほど柔らかく、
創業来つぎ足して使う醤油ダレ
が香ばしいと評判。いそべ焼き
だんご390円（2本、梅茶付き）
。

F店内では甘味のほか、きしめ
ん￥600などの食事も楽しめる
S売店コーナーにはいつも人
がいっぱい。甘酒￥250なども
香ばしい
香り
たまりませ が
ん！

31本ずつ店頭
で焼き上げる。
海苔付き・なし
があり、持ち帰
りは2本￥200〜

iさいたま市大宮区高鼻町2-130
1048･644･3782 69:00〜18:30
（喫茶〜 18:00 ） d㊊（㊗の場合
翌日） f 26 席 3 P 1 台（無
料） eJe㋥大宮駅東口より徒
歩15分、e北大宮駅より徒歩16分

4

戻るたびに癒される
優しくて元気な街

3

忙しい女優業の合間を縫って、

月に ～ 回は地元に戻って時間

を過ごすという高橋由美子さん。

幼少時は氷川神社や見沼田んぼの

周辺でよく遊んでいたそうです。

や七五三、受験前などに必ず訪れ

﹁
﹃武蔵一宮 氷川神社﹄は、初詣

た場所 。コンサートの前など＂こ

こぞの時〟の神頼みにも来ていま

した。その参道にある﹃氷川だん

ご屋﹄は、高橋家の定番。店頭で

焼くお団子は冷めてもおいしく、

おみやげにもよく買います﹂

最近は参道も広く整備され、こ

の辺りの発展も楽しみだと言いま

8

す。そんな高橋さんですが、実は

祭りやイベントが大好き。毎年

月の大宮夏まつりでは、羽織を着

てみこしを担ぐのが恒例だそう。

﹁
﹃む～んしゃいん﹄はそんな地元

中華料理店で、エビチリがお気に

の飲み仲間がオーナー。おいしい

都会と自然、昼と夜の楽しみな

入り。お酒と楽しんでいます﹂

ど、多くが共存するのがさいたま

市の魅力。盆栽や鉄道などの文化

もさらに広めたいと話します。﹁埼

玉県を代表する大都市にふさわし

く、住みやすくて、大人も子供も

元気な街でいてほしいですね﹂
。

たかはしゆみこ●さいたま
市（大宮区）出身。15年8月
に「さいたま市観光宣伝部
長」に就任。3 月にNHK連
続テレビ小説
「あさが来た」
、
4月より舞台『寝盗られ宗
介』に出演予定。

4月
4/2㊏・3㊐
第39回岩槻城址公園桜まつり B

g岩槻城址公園
（岩槻区）
1※

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）

5/3㊗～5㊗ 第33回大盆栽まつり

g大宮盆栽村
（北区）
1048・663・3899
（同実行委員会）

5/4㊗・5㊗ アグリフェスタ ＇16

ちん か さい

4/5㊋～7㊍ 鎮花祭

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）

g武蔵一宮氷川神社
（大宮区）
1048・641・0137
（同神社）

A

5/21㊏・22㊐ ばらまつり2016 D

g与野公園
（中央区） 1※

5/21㊏～25㊌
2016日本ランキングサーキット大会

gさいたま市記念総合体育館
（桜区）
103・3481・2382
（日本バドミントン協会）

5月下旬（予定）
第15回さいたま市浦和うなぎまつり

gさいたま市役所
（浦和区）
（予定）
1048・829・6179
（さいたま市浦和区総務
課 地域商工室）
※1048・647・8339
（さいたま観光国際協
会、
9:00〜17:45、㊏㊐㊗休み）

B

C

D

「大宮盆栽村の歴史展Ⅲ 世界
のBONSAIへ 1945-1989」

●大宮駅東口

Lギターなどスタッフが
収集したアンティークで
装飾D川越のビール、蓮
田の日本酒など埼玉県産
にこだわったドリンクも

3/26㊏・27㊐ 2016 さいたまるしぇ
with さいたマーチ A
g高沼遊歩道
（大宮区） 1050・5541・
8600（ハローダイヤル、2/29㊊〜3/28㊊）

5/3㊗・4㊗ 花と緑の祭典2016 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2016

平成27年度春季特別展

F物心が付いたころから訪れ、今でも店とは家族ぐるみの付き合い。
「舞台などの差し入れに200本、300本と買うこともあるんですよ！」

iさいたま市大宮区大門町 2113-3 1048･643･2674
617:00〜翌1:00
（LO24:00）
d㊐㊗ f30席 4 Pなし
eJe㋥大宮駅東口より徒歩4分

5/15㊐ 第59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）

～ 3/30㊌

S須佐之男命を
はじめ、
3 柱の神
が祭られる

路地裏に立つ、隠れ家風中華バ
ル&ダイニング。アンティーク
に囲まれた店内で、約30年来
変わらぬ手作りの味を楽しめる。
エビのチリソース1,100円など。

（さいたま市文化財保護課）

5/8㊐ アートフルゆめまつり2016

g大宮駅周辺
（大宮区）
1048・795・9048
（同実行委員会）

さいたま市大宮盆栽美術館

Fギャラリートークな
どイベントも充実

大宮盆栽村の歴史
を紹介するシリー
ズ展の第3弾。戦
後の大宮盆栽村の
歴史を通し、今や
世界のBONSAIと
なったその道程を
たどる。戦後の大
宮盆栽村を代表す
る園主の作品展も
同時開催（〜3/16
㊌）する。

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㊍ 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
まい

●大宮駅東口

4/17㊐さくら草まつり ＇16 C

g桜草公園
（桜区） 1※

5月

3月

今回は、生まれも育ちもさいたま市
（大宮区）
という、高橋由美子さんが登場！
15年8月には
「さいたま市観光宣伝部長」
に就任し、街の魅力を発信しています。
今でもたびたび地元でオフを過ごす高橋さんに、思い出やお気に入りの場所を伺いました。

gさいたま市役所
（浦和区） 1※

いME MO!
ま

「さいたま市大宮盆栽美術館」
では、3/21㊗14:00〜15:30に、
「大宮盆栽村から世界のBONSAI
VILLAGEへ〜激動の時代を生き
抜いた盆栽と人々〜」と題し、作
家・野村路子氏による講座を開催。
参加申し込みの方法は、さいたま
市報、大宮盆栽美術館 3
（www.
bonsai-art-museum.jp/）にて先
着40名限定なのでお早めに！

PICK UP!

春イベント

まいまいPICK UP!

第4回さいたマーチに
15㎞コースが初登場！

氷川神社や参道、大宮公園、大宮盆栽村…名所を満喫

今年初めて、
1日目のみに15㎞コースを追加。世界の盆栽の
中心地・大宮盆栽村を巡るコースを満喫できます！

3/26㊏･27㊐
●さいたま新都心駅東口

第4回さいたマーチ
〜見沼ツーデーウオーク〜
自然に親しみ、豊かな心と身体の健康づ
くりを目指すウオーキングイベント。見
沼田んぼの見どころであるサクラをめで
つつ、お花見ウオーキングを楽しめる。
1日のみの参加や当日申し込みもOK。

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
地点
（中央会場）
は、
高沼遊歩道
（さ
いたま市大宮区北袋町1-112-2）
1048･647･8338
（さいたま観光国
際協会、
9:00〜17:45、㊏㊐㊗休み）
68:00〜16:00※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

5/27㊎・28㊏

g武蔵一宮氷川神社
iさいたま市大宮区高鼻町1-407
1048･647･8339
（さいたま観光国
際協会、
9:00〜17:45、㊏㊐㊗休み）
第 回記念大宮薪能
617:40〜21:30
（開場17：00）
7観覧S席￥7,000、A席￥6,000、A
金春、観世、宝生流の3流派が一堂に会し、 席先行予約￥5,000
幽玄の世界を堪能できる人気の大宮薪能。 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
●大宮駅東口

35

先行予約販売は、3/5㊏・6 ㊐、12 ㊏・13
㊐（2 0120･400･106）
、一般販売は4/8
㊎〜（大宮駅・浦和駅各観光案内所）
。

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

「武蔵一宮 氷川神社」に控える大宮公園は、県内指折りのサクラの名所。高橋由美子さんも子供のころから毎年花見に訪れるそうで、約1,000本が咲き誇るその景色は「圧巻！」だとか

今年で35回目を迎える「大宮薪能」は、毎年人気の高いイベントなので、先行予約が確実。2000年を超す歴史を有する武蔵一宮氷川神社の境内に能舞台が特設され、見応え抜群！

6

2/27㊏・28㊐、あとバル2/29㊊～ 3/6㊐

第3回 さいたまスイーツバル
「自転車 de スイーツバル」
開催決定！
「さいたまスイーツバル」が、エリアと参加
店舗数を拡大して開催！ 北区、大宮区、
中央区などに設置されているコミュニティサ
イクルポート周辺の洋菓子店や和菓子店、カ
フェなど、36店舗が登場。この期間しか味わ
えない、プレミアムなスイーツや、さいたまス
イーツバル限定のオリジナルメニューも続々！
1048･829･1364
（さいたま市商業振興課）
6開催時間は、店舗により異なる
7当日券￥1,500
（￥500×3枚）
。
チケットは2/29㊊
〜3/6㊐のあとバルでも使用可

さいたま市で注目のニュースをいち早くご紹介！ この春は、さいたま市を舞台にした携
帯ロールプレイングアプリがスタート。3 回目となる「さいたまスイーツバル」もチェック！
！

16年3月
リリース
予定!!

さいたま市RPG
ローカルディア・
クロニクル

ロールプレイングゲーム（RPG）を楽しみながら、さいた
ま市に関心を持ってもらい地域活性化につなげようと開発
されたスマートフォン用携帯ゲームアプリ「さいたま市
RPGローカルディア・クロニクル」
。王国に見立てた市内10
区をおもに旅しながらゴールを目指す。実在する参加店舗
のクーポンを入手できるなど、仮装空間と現実のさいたま
市をつなげる試みもユニーク。アプリの提供は3月予定！

FDD初月10 万ダ
ウンロード、
年間100
万ダウンロードを目
指し、
リリース開始！
さいたま市ニュービ
ジネス大賞2015「ビ
ジネスプラン賞」
受賞

1048･783･3236
team9256@gmail.com（井桁屋） 7無料
（一部課金ツールあり） 3 www.saitama-rpg.info
©2016 IGETAYA. Inc and 9256

D 北区を
＂ノースノース王国〟
とする
など、
キャラクターや場所は、
市に関
係する名所や史跡をイメージ

S 枚つづりのチケットを使
い、参加店舗をはしごできる、
スイーツの食べ歩き＆買い巡り
イベント。イートインはもちろ
ん、テイクアウトも充実！
3

さいたま市最旬 NEWS

DK「アルピーノお菓子や
さん 工房本店」
（左）や「シ
ェ・シブヤ」
（右）など、
人気店が多数登場。
チケット1枚で1店舗
の特別メニューを楽
しめる！

ツイッターもやってます!

Follow us on Twitter@SaitamaTIB

QRコードでHPへ!
3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
セスしよう！

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
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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
…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
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