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み や し ろ の 遊 び か た 教 えま す

い ね～
■1面 みやしろの春は
 東武動物公園でキマリ！
■２-３面 みやしろまるごと観光カレンダー
■4面 みやしろカフェスポット

■住 宮代町須賀110　■交 東武動物公園駅西口より徒歩10分
■問 ☎0480-93-1200

4/1(土)ハートフルガーデンに
新エリアがオープン！
200種類のバラや季節の花々が楽しめる｢ハートフル
ガーデン｣に彩り豊かな果樹と花木の新エリアがオープ
ンします。バラやペチュニアも5月頃に見頃を迎えます。

開園記念日チャリティー ３月２８日（火）は

「入園料は１円からの募金でＯＫ！」
おかげさまで今年の3月28
日で東武動物公園は、開園
36周年を迎えます。日頃の
ご愛顧に感謝の気持ちを込
めて、当日の入園料は1円か
らの募金でＯＫ！皆様のご来
園お待ちしております。 マレーバクの「オリヒメ」。

かわいいニューカマーに
会いに行こう♪

Profile 平成29年1月23日現在

『オリヒメ』
昨年１１月８日に誕生した
マレーバクの赤ちゃん

みやしろの春は“東武動物公園”でキマリ！

●生年月日：平成28年11月8日 
●性 別：雌
●名 前：オリヒメ（通称ヒメ） 
●体 長：100cm ●体 重：31.2 kg

家族と！
 友達と！

新しい村で
グリーン
ツーリズム！



みやしろみやしろ
まるごと観光カレンダーまるごと観光カレンダー

みやしろ イベントスケジュール

○今回のイベント情報は、各団体のご協力により掲載しております。（2017.2.1現在） 
○町内の観光情報、イベントについて掲載したい場合は、産業観光課までお知らせください。

19㈰ 春の自然観察会～五楽体験事業～ 新しい村周辺

18㈯

26㈰

東部地区文化財担当者会 巡回展
「埼玉県東部地区の交通」（～5/7㈰)

卒業記念合同自主公演「春 絢爛 !!
今咲き誇る演劇祭 Ⅵ in 進修館」

郷土資料館

コミュニティセンター
進修館

28㈫

29㈬

開園日チャリティ
『入園料は１円からの募金でＯＫ』 東武動物公園

2017.3

新しい村料理講座2017
「美人を作るスープ塾」 村の集会所

ハガキまたは右記のQRコードを読み取って郵便番号、住所、氏名、電話番号、希望プ
レゼント番号、本誌の入手場所、「宮代iIine!」のご意見・ご感想をご記入ください。 ※
当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。 ※応募は一人1
通のみです。複数応募いただいた場合は無効となります。
[ハガキ応募の宛先]〒345-8504 宮代町産業観光課　｢宮代いーね! プレゼント｣係

●応募方法

㈱新しい村農業部門が栽
培管理を行っている宮代
町内の田んぼで苗づくり
から精米まで行い、丹精
こめて育てたコシヒカリ
です。

1宮代産コシヒカリ
　「村そだち」10kg

2名
様

すっきりとした飲み口で、
特に、ロゼは巨峰ならで
はの色彩と甘味が特徴。
平成28年産のワイン(ロ
ゼ･白)をセットでお届け！

2みやしろ
　巨峰ワインセット

1名
様

宮代町で育った新鮮な
野菜や果物、お米、お
酒(日本酒･ワイン)、加
工品などが手に入る森
の市場「結」。併設で森
のカフェもあります。

3新しい村 森の市場結
　お買い物券1,000円分 2名

様

甘さ控えめのあ
ずきあんを黒糖
の蒸しカステラ
でくるみました。
ふわっとしたあ
とにしっとりす
る食感がグッド！
12個入り。

4茶マン詰め合わせ 2名
様

EVENT PICK UP

1㈯ 桜市2017 保健センター周辺

2017.4

23㈰

9㈰ 春の自然観察会・野草の天ぷらを
味わい、春を食す～五楽体験事業～

絵本であそぼう

新しい村周辺

新しい村
村の集会所

新しい村　春の苗物市 森の市場「結」29㈯・30㈰

26㈬ ハーブ講座2017「香りを楽しむ
ハーブ講座～バスソルト作り」

新しい村
村の集会所

1㈯・2㈰
8㈯・9㈰ 夜桜まつり2017

2017.7

下旬

1㈯

29㈯

中旬

23㈰

東武スーパープールオープン 東武動物公園

新しい村　夏祭り 森の市場「結」

ブルーベリーつみとり体験
（なくなり次第終了）

みやしろ市民ガイドウォーク７
宮代初山めぐり 新しい村～和戸駅

新しい村

「宮代こども昆虫博士」検定
～五楽体験事業～

新しい村
村の集会所

3㈬㈷
～7㈰

新しい村　甘いもの市
お弁当市
じゃんけん大会

森の市場「結」

2017.5

14㈰ まちなかコスプレフェス
ラブコスみやしろ2017

コミュニティセンター
進修館周辺

21㈰

20㈯ ランニングバイク無料体験会
はらっパーク
宮代

山崎山ツリークライミング
～五楽体験事業～ 新しい村周辺

24㈬ 新しい村料理講座2017
「美人を作るスープ塾」 村の集会所

中旬 ラベンダーつみとり体験 新しい村

18㈰ 絵本であそぼう

24㈯ 畑で婚カツ～じゃがいもほり～ 新しい村

25㈰ 新しい村　春の大収穫祭 森の市場「結」

2017.6

中旬 じゃがいもほり体験
（なくなり次第終了） 新しい村

17㈯・18㈰

3㈯・4㈰ ほっつけ稲作体験2017～田植え～ 新しい村

ホタルの夕べ・鑑賞会
～五楽体験事業～ 新しい村周辺

21㈬ ハーブ講座2017「香りを楽しむ
ハーブ講座～スパイスロープ作り」

新しい村
村の集会所

新しい村
村の集会所

「グリーンツーリズム」とは農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ余暇活動。新しい村では、一年を通じて農業
体験、自然観察会などの五楽体験事業など、豊かな自然の中で楽しむイベントを行っています。親子で、友達同士で参加してみませんか。

■時 9時～20時
■住 宮代町山崎777-1
■交 東武動物公園駅西口より徒歩12分
■問 ☎0480-48-6560（農の家）

農業体験を楽しむ！
❶ほっつけ稲作体験2017～田植え～

婚カツを楽しむ！

新しい村内にある屋内施設。２施設とも天気に左右
されることなくご利用いただけます。
主に各種講座や会議、料理教室、そば打ちなどに利
用され、村の集会所では婚カツイベントなども。
また、会議・パーティーでは、村弁（新しい村特製弁
当）やお料理、お子さま等のイベントでは、カレーライ
スとデザートなど、ご希望に合わせてお食事のご用
意も可能です。
お気軽にお問い合わせください。

■日 6/3（土）・4（日）
　 午前の部＝9時半～11時半、午後の部＝13時～15時
■料 大人(中学生以上) 1,500円、
　 小学生 1,000円、未就学児～幼稚園 500円
■定 各回50名様まで(先着順)　最少催行人数10名様迄
　 ※荒天時・中止の場合は事前連格いたします。
　 ※小学生以下は保護者様の申し込みが必要となります。
■申 3/14（火）～ＨＰまたは電話にて申込

■問 農の家
　 ☎0480-48-6560まで

この時期にしか出来ない田植え体験！
江戸時代の水田開発を今に伝える
新しい村の敷地内にある田んぼ「ほっつけ田」で
実施します。
一日で午前･午後の2回開催するのでご都合にあわ
せてお申込みください♪

お土産たっぷり！体験型イベント
畑で婚カツ～じゃがいもほり～

■日 6/24（土）10時～14時半
■定 男女各25名（最少催行人数各１０名）
■対 男女ともに30歳～45歳までの独身男女
■持 飲み物、帽子、筆記用具
■費 男性6,000円　女性4,000円
■申 4/1（土）～6/15（木）17時まで、電話又はホームページにて申込（応募多数の場合は抽選）

野菜の収穫体験や、野菜やハーブを使ったものづく
り体験などを通じて、男女の出会いを応援していま
す。気軽に参加が出来るように、普段着で行うとこ
ろがアピールポイント！

春の自然観察会
暖かくなりはじめるこの時期、春を迎えよ
うと動き出す木々や昆虫などを五感全て
を使って観察してみませんか？

そば打ち二八会のみなさん
ふだん農の家を利用されている二八会のみなさんにお話を聞いてきました！
『農の家には、そば打ちの道具がそろっているので便利！』
『第３日曜日に集まってそばを打っています。もともと新しい村で
「そば道場」という講座があり、そのＯＢが集まって結成した会です。』
できたてのそばを食べながら、地元の人たちと交流できる場として
みなさん楽しく利用されています。

宮代産のそば粉は、
森の市場「結」で
購入しています！

その他の予定

❷じゃがいもほり体験・・・・・・・・・・・・・・・・・6月中旬～下旬（なくなり次第終了）
❸ラベンダーつみとり体験・・・・・・・・・・・・・6月中旬～下旬（なくなり次第終了）
❹ブルーベリーつみとり体験・・・・・・・・・・・7月下旬～8月下旬（なくなり次第終了）
❺ほっつけ稲作体験2017～稲刈り～・・・10月上旬～中旬
❻さつまいもほり体験・・・・・・・・・・・・・・・・・10月下旬～11月上旬（なくなり次第終了）

※❷～❻の収穫体験は10名
様以上のお申し込みには事前
予約が必要となります。

生産者とふれあえる！『春の苗物市』

ハーブ講座2017（全6回予定）

『香りを楽しむハーブ講座～バスソルト作り～』

GWのお楽しみイベント
『甘いもの市』『お弁当市』
『じゃんけん大会』

花苗、野菜苗、種等、生産
者による説明販売。
肥料詰め放題、野菜種(生
産者協力)ハーブの寄せ
植え講座、コンサートな
どが実施されます。

新しい村で育った香り豊かなハーブを使用。
ハーブの効能、メンテナンス方法等、専属のハーブ
講師がアドバイス。日常でハーブに多く触れていた
だけるよう、手作りのバスソルトや石けんなども企
画中です。

4/29（土･祝）・30（日） 5/3(水)～
7(日)

宮代産野菜がたくさん！
『春の大収穫祭』6/25(日)

ブルーベリーフェアも！
『夏祭り』7/23(日)

★申込は･･･農の家 0480-48-6560　http://www.atarasiimura.com（婚カツ、ハーブ講座、スープ塾共通）

■日 4/26（水）10時～11時半　場所 村の集会所
■定 30名（最少催行人数5名）
■持 エプロン
■費 800円
■申 開催日3日前まで、電話又はホームページにて申込

宮代町在住･美食プロデューサー小松美貴子氏が登場！

美人を作るスープ塾
美は女性にとって永遠の課題！身体も心も美人に
なれるスープ。宮代町の旬の野菜をたっぷりと使用
し、ご家庭でも簡単に作れるスープを紹介します。
3月から平成30年3月まで全6回開催します。
毎回参加も1回限りの参加でも大歓迎。
次回は5/24（水）を予定しています。
■日 3/29（水）10時～12時
■内 美人スープ作り、地元のパン屋「labo」のパンを
　 食べながらスープの試食。
■定 12名（最少催行人数5名）
■持 エプロン、三角巾、筆記用具
■費 2,000円
■申 受付中～開催日3日前まで、
　 電話又はホームページにて申込

『香りを楽しむハーブ講座～スパイスロープ作り～』
■日 6/21（水）10時～12時　場所 村の集会所
■定 20名（最少催行人数5名）
■持 エプロン、お裁縫道具、持ち帰り用袋
■費 1,000円
■申 4/1（土）～開催日3日前まで、
　 電話又はホームページにて申込

美食プロデューサー 小松美貴子さん
埼玉県宮代町在住。名古屋出身。中学1年生と小学3年生の男児の母。
長男のアレルギーと虚弱体質をきっかけに、食の大切さを痛感し日本の
伝統的な食事法を重んずるマクロビオティックを学ぶ。2007年より郷土
料理や、地元でとれる野菜をメインに美味しくて、元気になる料理教室
『vivera's kitchen』を主催。参加者数はのべ1,000人以上。
その他、生産者と消費者をつなぐ料理会、各種イベントにて料理の提供。

※申込や詳細については各担当へお問い合わせください

■日 4/9（日）9時半～12時半※小雨決行
■場 新しい村 芝生広場ステージ前
■料 中学生以上 300円、小学生以下 200円
■問 NPO法人宮代水と緑のネットワーク ☎0480-34-0867
　 宮代町環境推進担当 ☎0480-34-1111(内線274･275)

春の野草観察会
～野草の天ぷらを味わい、春を食す～
新しい村と山崎山には、レア品種を含め多くの野草が自生しています。野草を観察しなが
ら食べられる物を摘み取り、天ぷらにして味わいます。

＜電話･窓口＞宮代町環境推進担当 
☎0480-34-1111(内線274･275)
＜メール＞kankyo@town.miyashiro.saitama.jp

■期 3/18（土）～5/7（日）
■場 宮代町郷土資料館　特別展示室
■交 姫宮駅より徒歩20分
■料 無料　
■問 ☎0480-34-8882

東部地区文化財担当者会

巡回展「埼玉県東部地区の交通」
明治時代以降の河川交通や
陸上交通、幻の鉄道、現在の
鉄道路線のほか、貨物輸送の
推移、駅舎設置の経過などを
展示します。

■期 3/26（日）開場9時半～18時40分
■場 進修館大ホール
■交 東武動物公園駅西口より徒歩5分
■料 無料　
■問 ☎0480-32-4388(宮代高校演劇部 渡部)

卒業記念合同自主公演

「春 絢爛！！今咲き誇る演劇祭 Ⅵ in 進修館」
東武線沿線の高校･中学の
演劇部が3年生の卒業を
祝って行う合同自主公演。卒
業する3年生やOB･OG劇団
による上演もお楽しみに！

■期 4/1（土）10時～15時※雨天の場合、翌日に順延
■場 笠原小学校～保健センター前姫宮落川付近
■交 東武動物公園駅西口より徒歩10分　
■問 宮代町商工観光担当 ☎0480-34-1111(内線265)

宮代の春を感じさせる

桜市 ２０１７
町内外にあるお店自慢
の逸品を販売するほか、
宮代進修太鼓や琴、地元
小中学生による演奏、夜
のライトアップなど内容
も盛りだくさん。 ■募 宮代町内で撮影した桜のある風景写真。

　 1人3点まで。キャビネ版から四つ切り
　 ※応募いただいた写真は返却しません。また広報やＰＲ冊子などに二次流用することがあります。
■賞 最優秀賞1点 5,000円相当、優秀賞２点 3,000円相当
■締 4/21（金）厳守　
■問 宮代町環境推進担当 ☎0480-34-1111(内線274)

あなたが感じた“みやしろの春”を撮ろう！

みやしろ桜の写真コンテスト
「美しい桜と宮代町の風景」を
テーマにした写真を募集しま
す。職場、家庭、野外など町内
であれば場所は問いません。
ふるってご応募ください。

■持 ランニングバイク・ヘルメット・プロテクター・手袋・
　 動きやすい靴(サンダル不可)
■期 5月20日（土）10時～（受付9時半）　■場 はらっパーク宮代
■交 東武動物公園駅より徒歩35分　
■問 管理事務所 ☎0480-37-1982

直感的にコントロールができるように！

ランニングバイクの無料体験会
足で地面を蹴って進む、人気
のランニングバイク体験会。
2歳から6歳までの未就学児
が対象。
ランニングバイクのレンタル
もあります(※要予約)

■期 5/14(日)10時～17時
■場 進修館周辺
■交 東武動物公園駅西口周辺
■問 宮代町商工観光担当 ☎0480-34-1111(内線265)

まちなかコスプレフェス

ラブコスみやしろ 2017
年に一度のコスプレし
て街歩きの日。進修館、
神社、園庭、ガソリンス
タンド、コンビニ、カフェ
など町内のあちこちが
撮影スポットに。

■日 7/1(土)
■場 新しい村広場集合～徒歩(約6km)～和戸駅解散
■交 東武動物公園駅西口より徒歩15分
■問 みやしろ市民ガイドクラブ ☎090-6796-7840 (代表 千葉)

みやしろ市民ガイドウォーク７

宮代初山めぐり
3つの浅間神社（赤松・辰新
田・和戸）を初山の日(富士
山の山開き7/1)に訪ねお
参り。
途中日本工業大学で昼食
等、鎌倉街道等見どころを
ガイドします。

■日 4/1（土）・2（日）・8（土）・9（日）
■場 東武動物公園
■交 東武動物公園駅西口より徒歩10分
■問 ☎0480-93-1200㈹

屋台やキッチンカーも出展

東武動物公園「夜桜まつり2017」
昼は動物園、夜は桜のライト
アップとアトラクションを楽
しもう！イベント開催日は20 
時まで営業。
お得なパスも販売します。

■日 5/21（日）各回90分
　 ①9時②10時40分③13時10分④14時50分
■場 新しい村 芝生広場（山崎山入口付近）
■料 500円(保険料等)※動きやすい服装･軍手
■問 宮代町環境推進担当☎0480-34-1111(内線274･275)

山崎山の木に登っちゃおう！
ロープやサドル等専用の道具を使って、さい
たま緑のトラスト保全第5号地に指定されて
いる山崎山でのツリークライミングです。

＜電話･窓口＞
宮代町環境推進担当
☎0480-34-1111(内線274･275)

■対 町内在学の小学1年生～中学2年生※先着40名
■日 7/29（土）9時半～11時半
■場 新しい村 村の集会所
■料 無料
■問 山崎山こどもエコクラブ☎0480-34-6581(代表 八木橋)　
　 宮代町環境推進担当☎0480-34-1111(内線274･275)

第３回「宮代こども昆虫博士」検定
身近な昆虫の学習会を実施した後、昆虫に関する
問題(25問程度)に答え、その結果に基づき1～3
級の｢宮代こども昆虫博士｣に認定します。

＜電話・窓口＞宮代町環境推進担当
☎0480-34-1111
(内線274･275)

【申込】不要

【申込】不要

■日 6/17（土）18時～20時半（※18（日）19時～20時半）
　 ※雨天中止（小雨決行）
■場 新しい村 芝生広場ステージ前
■料 無料
■問 NPO法人宮代水と緑のネットワーク ☎0480-34-0867
　 宮代町環境推進担当 ☎0480-34-1111(内線274･275)

ホタルの夕べ・観賞会
普段の暮らしの中ではなかなか見ることのできない、ホタルた
ちの幻想的な光を観賞して宮代の自然を感じてみませんか？

宮代町の特産品や名品をプレゼント！

『五楽体験事業』に参加しませんか？農の家と村の集会所

家族と！
 友達と！

【申込】要予約
※4/7（金）締切

【申込】要予約
※4/11（火）開始

【申込】要予約
※7/28（金）締切

新しい村で“グリーンツーリズム”を体感！

■日 3/19（日）9時半～11時半※雨天中止
■場 新しい村 芝生広場ステージ前
■料 無料
■問 宮代町環境推進担当 ☎0480-34-1111（内線274・275）
　 山崎山こどもエコクラブ☎0480-34-6581(代表 八木橋)　

締切
2017年
5月末迄

東武動物公園



○表示価格はすべて税込です。○取材にご協力いただいたお店を掲載しています。

ふるさと納税ってご存知ですか？
宮代町では、役立てたい事業を選択し
て寄付することができます。宮代町のま
ちづくりの応援よろしくお願いします！

宮代町ページ　
http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/11442

町公式

暮らしや福祉、観光に関
する出来事や募集情報、
公共施設の紹介などを
発信。

新しい村

農産物直売所森の市場「結」
の旬の野菜情報、イベント
情報などを発信中！

ふるさと納税ポータルサイト
“ふるさとチョイス”[発行]宮代町産業観光課（南埼玉郡宮代町笠原1-4-1）

[編集・制作]株式会社ぱど　[部数]29,000部

[問]宮代町産業観光課　0480-34-1111（代） 内線265

次回の宮代iIine!は
気になる内容は…
みやしろまるごと観光カレンダー〈夏～冬〉（仮）
※内容は変更になる可能性があります。

8/4（金）発行 もっと宮代町を
知りたくなったら

ツイッターで
最新情報発信中！

ステキな時間が過ごせる

cadeau【kado】カド

カフェスペースはランチ時になるとすぐに
満席に。メインとサイドがチョイスできる「え
らべるランチ1,100円」が人気。
「シフォンケーキ 220円～」は春限定でよも
ぎ･桜が販売予定。

☎ 0480-48-5021
■住 宮代町中央3-9-9
■営 9時～17時
　 ※ショップは10時～
　 （完売次第終了）
■休 土曜･日曜･祝日

シフォンケーキ･パイ･スコーン等どれも手作り！

ノンカフェインが安心の紅茶やコーヒー（350円/450円）やハーブティーも人気。

森のカフェ

宮代産の人参と小松菜を使った2色の
彩りがキュートな「森のパンケーキ
340円」は野菜の甘みを活かした味わ
いで子どもにもピッタリ。週末限定の
「一汁三菜ランチ650円」も人気。

☎ 0480-36-3955
■住 宮代町山崎777-1
■営 9時半～16時（LO15時45分）
■休 月曜
■駐 あり

宮代産の素材を使った地産地消メニューが豊富

新しい村内にある三角屋根が特徴。3月にはウッドデッキがリニューアル！

カフェ･モコ

「南インドコーチンココナッツミルクカレー 
（写真･ベジタブル）700円」は、まろやか＆ス
パイシーなスープカレーのようなさらっと
軽い味わいでクセになる逸品。
チャイはセットで＋200円。

☎ 0480-33-6696
■住 宮代町中央3-11-16
■営 11時～14時半
　（平日・土曜・祝日）
　 17時半～19時半（平日）
■休 日曜（不定休）

珍しい南インドのカレーとライブも楽しめる！

※2017/5/31迄
50円引き！

カレー＋チャイをセット注文で、
「宮代iIineを見た」で

※2017/5/31迄
50円引き！

ドリンク
「宮代iIineを見た」で

Cafe Melody

看板メニューの「特製ポークカレー 1,180
円」はトマト･生姜が入り、甘みを感じつつ
喉越しの辛さが特徴ある味わい。気まぐれ
手作りケーキも要チェック！
イベントも多数有。

☎ 0480-33-3399
■住 宮代町百間6-628
■営 11時～18時
■休 水曜・木曜
■駐 3台

ついつい長居してしまう居心地抜群の穴場カフェ

母と娘さんが“ダブ
ル看板娘”。ひとり
でも友達同士でも
楽しめます！

ドトールコーヒーショップ

駅東口すぐの好立地で、いつでも気軽に利用
できるのが魅力。モンブランやミルクレープ
などドリンク付きで30円～50円お得な「デ
ザートセット」で手軽に午後のティータイム
を♪

☎ 0480-33-2307
■住 宮代町百間2-3-24
■交 7時半～21時
    ※日祝～20時
■休 なし

駅チカでリーズナブル！おひとり様もお気軽に！

※2017/5/31迄

コーヒー（S）を（M）に
サイズUP！

ケーキセットご注文で、
「宮代iIineを見た」で

ティーサロン すみれ

イタリア製のステンドグラスや家具が個性
的で落ち着きのある店内。伝統の味を守り
続けたスープをベースにした「クリームシ
チュー 980円」は絶品。ビーフシチューとボ
ルシチもあり。

☎ 0480-32-0015
■住 宮代町百間2-4-7-2F
■営 10時半～19時
■休 日曜、第1･3月曜
■駐 4台

ゆったり寛げるソファで長居をしてしまいそう！

※2017/5/31迄

アイスクリーム
１皿サービス！

「宮代iIineを見た」で

pasta&gratin Supremo

「週替りスペシャルランチ（1,000円～
1,100円）」はパスタorグラタンから1品と
パン･サラダ･デザート･ドリンク付きで大満
足！ピザは持ち帰りもOK！ワインのお供に
ピッタリの前菜も各種あり。

☎ 0480-35-1975
■住 宮代町学園台3-1-4
■営 11時～15時、
　 17時半～21時
■休 日曜･木曜

美味しさに思わず唸るパスタ＆グラタンの名店

※2017/5/31迄
50円引き！
ソフトクリーム（260円）注文で
「宮代iIineを見た」で

里舎～SATOYA～

住宅街の一角に佇む、珈琲･アンティーク･雑
貨のお店。日本版ロイヤルミルクティーの
「ほうじ茶ラ･テ 420円」でほっと一息。
小腹が空いたら手作り生地の「ピザ 540円」
もぜひ。

☎ 0480-32-3104
■住 宮代町山崎950
■交 13時～18時
■休 日～火曜
■駐 4台

古民家風カフェで過ごすノスタルジーな時間

4月～9月の期間限定「セパレートティー430円」も要チェック。

※2017/5/31迄
50円引き！
メニュー料金より、
「宮代iIineを見た」で

ECO-cafe MINT みやしろ

ボリューム満点･彩り抜群･スパイシーな
「MINTオムカレーセット1,080円※」。サイ
ドメニューにもこだわり、丸ごと1個をコンソ
メスープで煮込んだ玉ねぎと、にんじんサラ
ダ、コーヒーがセットでお得。※4日前迄に要予約

☎ 0480-53-7350
■住 宮代町中央3-7-3
■営 11時～16時
■休 日曜･月曜･祝日

おしゃれな外観が目を引くイベント多彩なカフェ

開店して約3年。パッチワーク教室、クレーアート他講座も多数。

※2017/5/31迄
50円引き！
メニュー料金より、
「宮代iIineを見た」で

台湾Tea&FoodsBar フォルモサ

気軽にテイクアウト出来る台湾ドリンクから、
軽食、台湾茶葉を販売。現地直輸入の台湾ビー
ルで夜も楽しめます。台湾に10年在住した地元
出身の店主が昨年、満を持してオープン。日々新
しい現地の美味しいものを紹介しています。

☎ 0480-53-7373
■住 宮代町中央3-11-16
■営 11時半～21時
■休 月曜 
　 ※ランチのみの
　　 営業あり

宮代生まれ宮代育ちの店主が伝える台湾の味♪

トロトロ角煮丼750円、本場味のルーローファン650円。

※2017/5/31迄

テイクアウトタピオカ
ミルクティ1杯サービス！

お食事の方、タピオカ1杯注文で
「宮代iIineを見た」で

けん珈琲豆工房

一粒一粒、丁寧に手作業で選別した自家焙
煎ならではの味わい。午前中はコーヒーが
50円引きになるお得なタイムサービスを実
施！日替わりのデザートはその日のお楽しみ
です。

☎ 0480-33-3827
■住 宮代町国納303-5
■営 10時～18時
■休 日～水曜
　 （営業は週3日）

約15～16種類を取り揃え！挽きたての香りに癒される

ノンカフェインで麦茶代わりとして夏場に人気の「水出しコーヒー550円（100g）」

東武動物公園
東口店

※2017/5/31迄
50円引き！
メニュー料金より、
「宮代iIineを見た」で

豆から挽いた自慢のコーヒー、4種類の
ハーブティーは各200円。ピラフ類･炒飯
の軽食もあり、近日中にカレーの販売も予
定。軽食は450円～。公設宮代福祉医療セ
ンター六花と進修館の2店舗あり。

①☎ 0480-36-2762
②☎ 0480-34-1111
■住 ①宮代町須賀177
　 ②宮代町笠原1-1-1-2F
■営 ①9時～16時
　 ②10時半～15時半
■休 ①日曜･祝日②なし

お茶も軽食も楽しめる！就労訓練の場としても

福祉作業所ひまわりの家で手作りをした「さをり製品」の販売もしています。

福祉の店喫茶 ぶどうの樹 ①六花店
②進修館店

宮代町の定住促進サイト「みやしろで暮らそっ」は、宮代町の楽しさ、暮らしやすさ、宮代町の「今」をファミリー向け住宅情報とともに紹介してい
るサイトです。さらに、宮代町のお店や働く人を応援する「宮代で働こっ」、子育てを応援する「みやしろで育てよっ」が４月からオープン。
「働こっ」ではお店の最新情報から求人、空き店舗情報、マルシェのお知らせ、宮代町で働く素敵な人々を紹介していきます。
「育てよっ」は、妊娠・出産・子育て・教育に関する行政情報から町内施設のイベント情報、子育て口コミ情報、悩み相談など宮代町での子育てを
応援していきます。子育て中のパパママ、孫育て中のおじいちゃんおばあちゃん、地域のみなさんもぜひご活用ください。

みやしろで暮らそっ 検 索「宮代で働こっ」と「みやしろで育てよっ」
が加わってさらにパワーアップ！

43最短 　　分！　東武動物公園駅↔上野駅

ギフトにもピッタリの
コーヒー豆販売コー
ナーもあり。

キャベツ･玉ねぎ･マッ
シュルーム･ハムを和風
に仕上げた「焼きスパ 
780円」も要チェック。

定番人気の「ハン
バーグステーキ
1,280円」もぜひ
一度お試しを。

カレーは全3種類。
チキン800円、
フィッシュ900円。
夜はお酒も有。




