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クローズアップ

5月1日は

さいたま市民の日です
市民の皆さんが、郷土である本市の歴史や文化に親しみ、市民としての一体感
とまちづくりに自ら参画する意識を高め、魅力ある本市を将来にわたって創って
いくことを期する日として、市誕生20周年を迎えた令和３年に制定しました。

行事名 日時 その他
にぎわい交流館いわつき
城下町岩槻鷹狩り行列写真展

4/15㈮まで
9:00～18:00（最終日は16時まで）

所   にぎわい交流館いわつき（岩槻区本町）
問  岩槻区観光経済室　Ｔ790・0118、Ｆ790・0260

大宮盆栽美術館
季節の展示 ５月・新緑の誘い 4/29㈷～5/25㈬　9:00～16:30

￥   一般…310円、高校生・大学生・65歳以上…150円、 
小・中学生…100円　※5月1日㈰は無料です。

休  木曜日（5月5日㈷を除く）
所・問  大宮盆栽美術館　Ｔ780・2091、Ｆ668・2323

市内で実証実験中のシェア型マルチモビリティが、4月15日㈮～5月31日㈫に、クーポン
利用で1時間乗り放題（1回限り）になります。※利用には専用アプリの登録（無料）が必要です。
問  都市総務課　Ｔ829・1394、Ｆ829・1979 電動アシスト付自転車 スクーター・超小型EV

▲使い方や 
特典内容 
などはこちら

専用アプリの
ダウンロード
は こ ち ら

▲

環境にやさしいシェアモビリティが1時間乗り放題になります

平成13年にさいたま市制が
スタートした大事な日です

 マークの見方 　日  日時　所  会場　内  内容　定  定員　￥  観覧料　休  休館日　申  申込み　問  問合せ　　※￥  の記載がない場合は、原則無料です。
 申込み時の必須事項 　①行事名　②郵便番号・住所　③氏名（ふりがな）　④電話番号

５月1日は18施設の使用料などが無料になります
大宮盆栽美術館（北区土呂町）、宇宙劇場（大宮駅西口・JACK大宮3階）、 
うらわ美術館（浦和区仲町）、青少年宇宙科学館（浦和区駒場）、 
岩槻人形博物館（岩槻区本町）

下落合プール（中央区下落合）、見沼ヘルシーランド（緑区大崎）、 
岩槻温水プール(岩槻区本丸)ほか10施設

文化施設等

健康・スポーツ 
施設等

※無料となる施設の一覧や利用条件など詳しくは、市ホームページでご覧になれます。

市内の各公共施設で、さまざまな展示を実施します

うらわ美術館開館22周年
芸術家たちの住むところ

特集展示
郷土玩具～おまもり・
えんぎもの～日   4月23日㈯～6月19日㈰、 

6月28日㈫～8月28日㈰ 
10時～17時 
（金・土曜日は20時まで）
内  地域ゆかりの芸術家の作品展示
￥   一般…830円、高校生・大学生…520円　※4月23日
㈯～5月1日㈰、7月23日㈯～31日㈰は無料です。

休  月曜日（7月18日㈷を除く）、7月19日㈫
問   うらわ美術館　Ｔ827・3215、Ｆ834・4327

日   4月29日㈷～8月21日㈰ 
9時～17時 
（入館は16時30分まで）
内   信仰的な側面を持つ郷土玩具の展示
￥   一般…300円、高校生・大学生・65歳以上…150円、 
小・中学生…100円　※5月1日㈰は無料です。

休  月曜日（7月18日㈷を除く）
問  岩槻人形博物館　Ｔ749・0222、Ｆ749・0225

▲ 高田誠 
《桐の咲ける風景》1933年　 
うらわ美術館蔵

▲五関張子（桜区）  
　恵比寿・大黒 
　大正～昭和時代

▲大宮盆栽美術館

うらわ美術館 岩槻人形博物館

▲市民の日に
ついてはこちら

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/
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をつなぐ

選ばれる街さいたま市–ウェルビーイング経営を目指して–

さいたま市長

　先日民間事業者が発表した「住みたい街ランキン
グ（首都圏版）」では、大宮が3位、浦和が5位と過去
最高となりました。また、総務省の調査では、本市
が昨年の転入超過数で全国1位、0～14歳の転入超
過数では7年連続で全国1位になるなど、選ばれる街
へと発展しています。
　昨年誕生20周年を迎えた本市がさらに成熟して
いくために、感染症や自然災害などの危機に対応で
きる強靭

じん

な都市をつくるとともに、本市らしさを深
化させるまちづくり、誰一人取り残さない持続可能

な地域社会づくりを進めて
まいります。その実現に向
け、手続きのデジタル化な
どDXを強力に進めるとと
もに、市民、事業者、大学、
行政が連携して、一緒にまちづくりを進める仕組み
を作ります。さらに、市民も職員も幸せになる「ウェ
ルビーイング経営」で市役所の進化に取り組み、さ
いたま市を「シンカ」させてまいります。

行事名／内容 日時 その他
桜区内
桜区魅力発見ウォーキング

4/14㈭～16㈯
8:30～15:00

所  桜区内　申  当日の8時30分～10時に、直接、プラザウエスト（桜区道場）へ。
問  桜区コミュニティ課　Ｔ856・6130、Ｆ856・6273

浦和美園駅周辺
みそのいち／地元農産物の販売
など

4/16㈯
10:00～15:00
（雨天中止）

所・申  当日、直接、美園台公園（緑区下野田）へ。
問  （一社）美園タウンマネジメント　Ｔ812・0301、Ｆ812・0305

宝来グラウンド・ゴルフ場
グラウンド・ゴルフ大会

5/1㈰
▶9:00～12:30
▶13:00～16:30

定  各64人 ※小学4年生以下の子どもは保護者の同伴が必要です。
所・申・問  4月10日㈰までに、直接、電話又はファクスで、必須事項
を、 宝来グラウンド・ゴルフ場（西区宝来）へ（抽選）。
※結果は参加できる方のみに連絡します。Ｔ・Ｆ622・0562

与野郷土資料館
お気楽講座 資料館で昔あそび／こま、
けん玉、割りばし鉄砲などで遊ぶ

5/1㈰
▶9:00～12:00
▶13:00～16:00

所・申・問  当日、直接、与野郷土資料館（中央区本町東）へ。 
Ｔ714・5471、Ｆ714・5472

青少年宇宙科学館・宇宙劇場
特別ワークショップ
 Wリング飛行機を飛ばそう

5/1㈰
①10:30～11:30
②13:05～14:00
③13:30～15:00

所・申・問  当日、直接、①・②は青少年宇宙科学館（Ｔ881・1515、
Ｆ882・9702）、③は宇宙劇場（Ｔ647・0011、Ｆ647・0066）へ。

市内のイオン各店舗
さいたま市フェア／市内特産品
の販売など

5/13㈮～15㈰
9:00～19:00
（15日は18時まで）

所  イオン与野店（中央区本町西）ほか ※イオンスタイル美園三丁目を除きます。
問  都市経営戦略部　Ｔ829・1034、Ｆ829・1997
※3月31日㈭まではシティセールス推進課です。

市民の日をお祝いして市内産のお米や野菜など、地元食材を使った給食を実施します。
※実施日は学校や保育園によって異なります。

市立小・中学校や公立保育園などで特別給食を実施します

市民の日に関連したさまざまな行事やイベントを開催します

※そのほかの催しなどは、18～24ページに掲載しています。また、市ホームページでもご覧になれます。

各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は12ページに記載しています。

詳しくは、都市経営戦略部(Ｔ829・1035、Ｆ829・1997)へ。

※新型コロナウイルスの影響により、中止や内容の変更をする場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。
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最大340席の多目的ホール
です。可動席を収納すると、
平土間形式にもなります。
発表会、講演などに利用で
きます。

●小ホール

●レクリエーションホール
●リハーサルルーム
●集会室（10 室）
●スタジオ（6室）
●和室

詳しくは、文化振興課（Ｔ829・1227、Ｆ829・1996）へ。

市民会館おおみや（愛称 R
レ イ ボ ッ ク

aiBoC H
ホール

all）は新しい文化芸術拠点として大宮駅東口駅前に移転します。

施設概要

住　　所　大宮区大門町2-118（大宮門街4～8階）
開館時間　9時～22時
休 館 日　年末年始、保守点検日（不定期）
問 合 せ　Ｔ641･6131　Ｆ641･6133
※ 専用の駐車場・駐輪場はありません。公共交通機関をご利用ください。

RaiBoC Hallとは市民公募により名付けられた愛称で、
大宮エリアの地域文化資源である鉄道（Railway）、盆
栽（Bonsai）、漫画（Cartoon）の頭文字からの造語です。

施
設
情
報

至
熊
谷

旧
中
山
道

至
東
京

大
宮
駅
東

　口

市民会館
おおみや

三井住友銀行大宮タカシマヤ

▲和室

氷川参道の木々と緑をイ
メージした、1,400席（固定
席）の多目的ホールです。音
楽、演劇、講演などのさま
ざまな用途に利用できます。

催しの規模に応じて、部屋間
の可動壁を移動することに
より隣接する部屋を一体で
使用することができます。

予約方法など詳しくは、（公財）市文化振興事業団のホーム
ページ（Ｈhttp://www.saitama-culture.jp/）でご覧になれ
ます。なお、関連する催しは19ページに掲載しています。

●大ホール

●展示室（3室）

4月1日㈮
がオープンします

詳しくは、都市経営戦略部（Ｔ829・1034、Ｆ829・1997）へ。

ヌゥの大型フラッグが生まれ変わる!

障害のある方が作るハートフルグッズが勢揃
ぞろ

いするオンラ
インストアです。

※3月31日㈭まではシティセールス推進課です。

「ヌゥのうろこポシェット」を抽選で
10人にプレゼントします
応募方法　4月28日㈭（必着）までに、はがき（1
人1通のみ）で、郵便番号・住所、氏名、電話番
号を、〒330-9588 浦和区常盤6-4-4 都市経営
戦略部へ。※市ホームページでも申し込めます。なお、
当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

企画から製作までの流れ（製作風景は31ページに掲載）
① 「つながる」をコンセプトに、役目を終えた大型フラッグの
　使い道を検討
② 「サデコMONOがたり」の運営管理者である（公社）
埼玉デザイン協議会にデザインを依頼し、商品開発
③障害者施設で製作

▲スマートフォンや財布などが入るサイズです

アップサイクルで大型フラッグに新しい命を吹き込みます

市誕生20周年を記念して大宮駅に掲出した大型フラッグを、「サデコMONOがたり」や
デザイナー、市内障害者施設の協力で素敵な商品に生まれ変わらせます。製作する商品
はオンラインストアで販売されます。

商品の販売情報はInstagramで配信します。
アカウント名　＠sadeco.monogatari

プレゼント企画

詳しくはこちら

▲

アップサイクルとは
捨てられてしまうはずだった端材や
廃棄材に、デザインやアイデアといっ
た新たな付加価値を持たせることで、
新しい製品に生まれ変わらせるサス
テナブル(持続可能)な仕組みのこと

ヌゥが運ぶ
米袋型トートバッグ

未来を担う子どもたちに
反射材キーホルダー

SDGsをなじみあるものに
ヌゥのペンケース

ヌゥをもっと身近に
ヌゥのうろこポシェット

6m

5
m

サデコMONOがたり
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※新型コロナウイルスの影響により、中止や内容の変更をする場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。


