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み や し ろ の 遊 び か た 教 えま す

い ね～
■1面 夏だ! 遊ぼう! 東武動物公園
 実りの秋! 新しい村
■２-３面 みやしろまるごと観光カレンダー
■4面 夏だ！！みやしろでにぎり寿司

秋だ！秋だ！夏だ！夏だ！

宮代iIine!割引クーポン

※本券は換金できません。 ※森のカフェ レジでお渡しください。
※他の割引との併用はできません。

使用期間：H29.8.1～Ｈ29.9.30 

新しい村 森のカフェ

かき氷50円引き
住所：宮代町山崎７７７－１
交通：東武動物公園駅西口から
        徒歩１２分
問合せ：新しい村森の市場「結」
          ☎0480-36-3955
※9：30～17：00　月曜定休

新しい村
宮代iIine!割引クーポン

使用期間：H29.8.4～H29.10.31
※本件1枚にて5名様までご利用になれます。
※本券は換金できません。※他の割引との併用はできません。
※本券を切り抜き、入場ゲートチケット販売係員にお渡しください。

東武動物公園入園券割引
1,500円
600円

1,700円⇒

700円⇒

大人（中学生以上）

小人（3歳～小学生）

宮代iIine!割引クーポン

使用期限:H29.9.3
※本件1枚にて5名様までご利用になれます。
※本券は換金できません。※他の割引との併用はできません。
※本券を切り抜き、入場ゲートチケット販売係員にお渡しください。

東武スーパープール割引券
2,200円
1,000円

2,400円⇒

1,100円⇒

大人（中学生以上）

小人（3歳～小学生）

新米、野菜、果物･･･森の市場「結（ゆい）」には
おいしいものが沢山。
2月にリニューアルされたイベントデッキで
おこなわれるイベントにも大注目です。

実りの秋！新しい村

  ●期間：開催中～9月3日(日)
●時間：9:30～17：00

●期間：8月5日（土）、12日（土）、19日（土）※荒天中止
●時間：19：30～19：50　※観覧無料・一部有料席有

夏だ！遊ぼう！東武動物公園
日本最大級の屋外キッズプールもあるよ！ 東武スーパープールキッズプールに

は親子スライダー、5分ごとに500
リットルの水が頭上に降り注ぐバ
ケツスプラッシュ、噴水遊具など、
自分で操作できる楽しい遊具がた
くさん！さらに、流れるプールに波の
プール、ウォータスライダーや急流す
べりなど、大人も子どもも１日めいっぱ
い楽しめます！

※東武スーパープールは、入れ墨・タトゥー（シール類を含む）を
された方のご入場は固くお断り致します。またお断り・退場に伴う一

切の補償・返金はいたしません。※フレーム型テントの持込禁止　　
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プール
入園料
(入園＋プール)住所：宮代町須賀１１０

交通：東武動物公園駅西口から徒歩１０分
東武動物公園問い合せ：☎0480-93-1200（代）

アルパカの赤ちゃん「ましろちゃん」に

会いに来てね！            

東武動物公園

みやしろのみやしろの
おまつりおまつりおまつりおまつりおまつり

arai462
四角形

arai462
四角形



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

○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(2017.7.13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。

5㈯ あっそんでフェスタ 新しい村

7㈪

19㈯・20㈰

室内楽講習会公開コンサート

みやしろ町民まつり コミュニティセンター
進修館周辺

コミュニティセンター
進修館小ホール

開催中～
8/20㈰

29㈫

ブルーベリー摘み取り体験 新しい村・ブルーベリー園

開催中～
10/22㈰

企画展
「文化財案内板でめぐる宮代町」 郷土資料館

2017.8

みやしろ市民ガイドクラブが
案内する宮代・産直ウォーク 和戸駅～日本工業大学

4㈯ 村の大収穫祭 新しい村

11㈯ 畑で婚カツ～さつまいもほり～ 新しい村

18㈯ はじめての陶芸体験（第１回） 新しい村・村の集会所

29㈬ 美人をつくるスープ塾 新しい村・村の集会所

19㈰ 秋の自然観察会～五楽体験事業～ 新しい村・山崎山

11㈯ 特別展講演会「東国の渡来人と宮代」 郷土資料館

上旬 クリスマスリース作り講座 新しい村・農の家

上旬～ 村のいもほり体験 新しい村

11月～
2018年2月上旬

東武動物公園ウィンターイルミネーション
2017-2018 東武動物公園

3㈮㈷～6㈪ 第 39回宮代町民文化祭 コミュニティセンター
進修館

2017.11

17㈰ 絵本であそぼう 新しい村

17㈰ 山崎山クラフト作り～五楽体験事業～ 新しい村・山崎山

下旬 歳末大感謝祭 村の集会所・森の市場「結」

上旬～ 桜イルミネーション 商工会館前・桜並木

9㈯ はじめての陶芸体験（第２回） 新しい村・村の集会所

2㈯ おらが飯の会 黒豆祭り 森の市場「結」

2017.12

21㈰ 冬の自然観察会～五楽体験事業～ 新しい村・山崎山

27㈯ いちごまつり 森の市場「結」

2018.1

24㈯ いちごまつり 森の市場「結」

18㈰ 冬の生き物を観察しよう～五楽体験事業～ 新しい村・山崎山

未定 宮代つながり作りイベント
和 e輪 e（わいわい）４th 町内

2018.2 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、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

食欲の秋！宮代町で育っ
た果物、新鮮な野菜や美
味しい加工品がいっぱ
い！どうぞ新しい村へお
出かけください。

新しい村 森の市場「結」
お買い物券500円分

10名
様

上旬 フルーツフェスタ 新しい村

2017.9

17㈰・
18㈪㈷

宮代トウブコフェスティバル vol.3
同時開催　みやしろマルシェ

コミュニティセンター
進修館周辺

秋の野草観察会～五楽体験事業～ 新しい村・山崎山17㈰

下旬～
10/28㈯

竹のアートをみんなでつくろう！ 新しい村

新米まつり 森の市場「結」下旬

琵琶のしらべ 郷土資料館24㈰

美人を作るスープ塾 新しい村・村の集会所22㈮

22㈰ 絵本であそぼう

7㈯・8㈰ ほっつけ稲作体験2017～稲刈り～ 新しい村

28㈯ 第３回山崎山トラスト祭 新しい村・山崎山

28㈯・29㈰ 若杉祭 日本工業大学

2017.10

14㈯
企画展「文化財案内板でめぐる宮代町」
関連歴史ウォーク第1回 和戸駅周辺

21㈯
企画展「文化財案内板でめぐる宮代町」
関連歴史ウォーク第2回 東武動物公園駅周辺

15㈰ だれでも参加ライブ♪ コミュニティセンター進修館・
スキップ広場

29㈰ 第 28回みやしろ産業祭 宮代町役場前・スキップ広場
コミュニティ広場

10/28㈯～
12/24㈰

特別展
「古墳時代の拠点集落道仏遺跡」 郷土資料館

10/28㈯～
12/31㈰

竹アート展2017（第 19回） 新しい村

新しい村・村の集会所

14㈯ 畑で婚カツ～稲刈り～ 新しい村

第１回ランニングバイク ドラ盾大会 はらっパーク宮代8㈰

宮代町のおまつりといえば…夏は「町民まつり」、秋は「宮代トウブコフェスティバル」に「産業祭」。コミュニティセンター進修館周辺で、楽しいイベントが盛りだくさん！どのおまつりも実行委員会のみなさんが
ボランティアで運営しています。参加するみなさんの楽しんでいる顔が実行委員さんの喜びです♪そんな実行委員さんをとりまとめている実行委員長さんにオススメポイントをインタビューしてみました。

どなたでも楽しめるお祭りを目指しています！今年の
キャッチフレーズは「お祭りさわぎ　超アツイ」。幼稚園の
子ども達から、さわやかクラブの皆さんまで幅広い年齢
の方々が、ボランティアで関わってくださっています。東日
本大震災の時に作成したバッジに「宮代町民まつり～つな
げようコミュニティとどけ
宮代の心～」というメッ
セージをのせ、寄附してく
ださった方へお渡ししま
す。ぜひ、町民まつりにお
出かけください。

■日 8/7（月）開場15:30 開演16:00 終演18:30（予定）
■会 進修館小ホール
■出 浅沼美和子（ピアニスト）原徳子（ヴァイオリニスト）
　 香月圭佑（チェリスト）ほか、音楽愛好家たち
■料 観覧無料　どなたでも入場できます
■申 不要
■問 進修館窓口及び電話0480-33-3846

気軽にふれる、音楽の時間♪
室内楽講習会公開コンサート

みやしろ町民まつり

音楽愛好者がプロの
演奏家とセッション
します。

■日 8/29（火） 予備日（開催日荒天の場合）：9/1（金）
　 9:00～13:00（受付開始8:45）
■料 1,000円（お土産代、保険代含）
　 ※昼食は日本工業大学学生食堂にて実費
■定 15名（最少催行人数10名）
■コ 和戸駅-権現台-眞蔵院-鎌倉街道-いちじく農家
　 -巨峰農家-日本工業大学
■申 8/1（火）～8/18（金）（先着順）
■問 産業観光課商工観光担当 0480-34-1111内線265

みやしろ市民ガイドクラブが案内する
宮代・産直ウォーク
宮代の農家を訪ねて
みませんか?（お土産
つきです）

■日 10/8（日）
　　　　　   受付　　　　　　 　  競技
　 2歳   8:00～  8:30/  8:30～10:00
　 3歳   9:30～10:00/10:00～12:00
　 4歳 12:30～13:00/13:00～14:15
　 5歳 13:45～14:15/14:15～15:30
■会 はらっパーク宮代
　 ストライダーエンジョイパーク宮代 コース
■募 2歳36名、3歳60名、4歳48名、
　 5歳（未就学児含む）36名
■料 1人1,500円
■申 HPバナーよりご応募下さい。8/22（火）～9/22（金）

初めてのお子様も歓迎！
第1回ランニングバイク ドラ盾大会
本戦とチャレンジ戦に分かれる戦いです。
※年齢別に24名以下の場合は本戦のみ。

■日 9/24（日）10:00～
■会 郷土資料館敷地内
　 町指定文化財
　 旧加藤家住宅座敷内
　 ※会場の特性上、畳の上に
　 直接座っての鑑賞となります。
　 （椅子等は使用できませんので、ご注意ください。）
■演 （琵琶）壇ノ浦の戦い・大楠公・敦盛 （講談）文七の結い　
■対 どなたでも

優雅な音色に癒される♪
琵琶のしらべ
お座敷の畳の上に
座っての音楽鑑賞タイ
ムを堪能しましょう。

■講 宮代町郷土資料館 学芸員 河井伸一氏
■内 第1回 10/14（土）13:30～16:00　和戸駅東口の文化財案内
　 （須賀村役場～浅間神社～和戸駅跡～和戸キリスト教会～文殊院跡～高野渡し～鎌倉街道～煉瓦橋台）
　 集合場所 和戸駅東口
　 第2回 10/21（土）13:30～16:00　東武動物公園西口の文化財案内
　 （杉戸工場跡～蒸気機関車～赤松浅間神社～笠原沼～山崎山～蓮谷稲荷神社～辰新田浅間神社～女躰宮）
　 集合場所 東武動物公園駅西口
■料 1回100円（保険代）
■問 宮代町郷土資料館　0480-34-8882

企画展「文化財案内板でめぐる宮代町」 開催中～10/22（日）
関連イベント「歴史ウォーク」
関連歴史ウォークも開催！
企画展でご案内した全8ルートの内、
2ルートを展示担当学芸員がご案内。

■日 10/15（日）12:00～15:00予定（1グループ約15分間）
■会 進修館スキップ広場（雨天時ロビー）
■対 老若男女問わず・ジャンル不問
■料 観覧無料
■申 観覧申込不要。出店希望は進修館まで
■問 進修館窓口及び電話0480-33-3846

あつまれ、音楽好き！
だれでも参加ライブ♪
宮代町や近隣町在住
の音楽好きが集まって
演奏します。当日は出
店もあります。

■期 10/28（土）～12/24（日）
■会 郷土資料館特別展示室

特別展
「古墳時代の拠点集落道仏遺跡」
本地域で最大
規模の集落が
発見された道
仏遺跡の展示
会。この時代に
は珍しい須恵
器を見ること
が出来ます。

■期 11月～2月上旬（予定）
■会 東ゲート～遊園地エリア/ハートフルガーデン
■料 （入園料）大人1,700円、こども700円、シニア1,000円
■問 0480-93-1200
※イベント開催日・時間などは必ずHPにてご確認ください。

東武動物公園
ウィンターイルミネーション
2017-2018
約200万球のイルミネー
ションと夜の遊園地が楽
しめます。横幅15メート
ルの巨大LEDに映し出さ
れた映像と音楽と光が融
合した「リズミネーショ
ン」も開催！

■期 12月上旬～
■会 商工会館前　桜並木
■問 町民生活課環境推進担当 0480-34-1111（内線275）

冬のみやしろをキレイに演出！
桜イルミネーション
冬の桜並木に
光の花が咲き乱
れ、街をあたた
かく照らします。
絵馬を配布して
それぞれの願い
事を桜の木に飾
る演出も予定。

■期 平成30年1月、2月予定　■場 町内各所
■料 プログラムにより異なります。　■HP http://waiwai3846.com/
■問 和e輪e実行委員会事務局 080-4135-3846（10:00～17:00）

～市民発の宮代型観光まちづくり事業～
宮代つながり作りイベント　和e輪e（わいわい） 4th　
市民手作りの観光まちづくり事業として、今年で4回目を迎える和e輪e。町の魅力を見つけ出し、あっ
たらいいね！の楽しい体験型講座（プログラム）を企画して、町内外の人達のファンづくりを促進して
います。昨年度は、延べ25のプログラムに419人が参加。和e輪eで生まれた「いいね！」の輪が、じわじ
わと力強く町を輝かせ、住んで良し、訪れて良しの町づくりにつながっていくことを願って活動してい
ます。
昨年開催した講座内容
・「ぐりとぐら」のパンケーキづくり
・親子でつくる絶品いちご大福
・春を感じる「にぎり寿司」講座
・やさしいバレエでスマート生活

締切
2017年
9月末迄

宮代の「楽しい」がいっぱい！おまつりに出かけよう！
大人も子どもも盛り上がろう！みやしろの夏を彩るお祭り

町民まつり実行委員長　三笘(みとま)さん

子どもが楽しむ、子どもと楽しむ、そんな手作りマルシェも今年
で3回目を迎えます。今回も新プログラムを追加し、より内容が
濃くなる予定です。「感動のあるところに人の交流は生まれる」
町外からの刺激を受けて、町の方々も影響を受けて、宮代の良
さを見直して…とお互いに影
響しあって盛り上がっていま
す。また、トウブコをきっかけ
に子育て環境など、宮代町の
良さを知ってもらいたいです。
当日ボランティア(町外の方も
OK！)も募集中です。

宮代トウブコ
フェスティバル vol.3

音楽・グルメ・マーケットなど、宮代の秋風を感じる２日間

宮代マルシェ実行委員長　折原（おりはら）さん

地元の商工業者が一堂に会する楽しいテント村では、子ど
もたちに人気の職業体験イベントを今年も実施予定です。
ほかにも地元農産物の品評会展示や、即売コーナー、各種ス
テージショーなど、見どころ
がたくさんあります。町・商
工会・ＪＡ・企業・高校等が
連携して、地元の産業をみ
なさんに知ってもらう町を
あげてのお祭りです。大人も
子どもも楽しめるイベント
ですので、ぜひ遊びにいらし
てください。

第28回
みやしろ産業祭

食べて・飲んで・体験して！みやしろの秋を楽しもう！

産業祭実行委員会会長　川野（かわの）さん

新しい村
多彩なイベント満載！

TEL：0480-48-6560
農の家（10:00～17:00）

新しい村 検 索

ブルーべリー摘みとり
新しい村で育った甘～いブルーベリーを味わっ
てみませんか？摘みたてのブルーベリーの味は
絶品です♪

■期 開催中～8/20（日）月曜休園 ※雨天中止
　 ※なくなり次第終了。
■時 9:30～12:00（最終受付11:30）予約不要
■料 食べ放題プラン（60分）大人（中学生以上）1,200円　
　 子ども（小学生以下）700円 ※3歳以下無料
　 持ち帰りのみ ※園内で食べることはできません。　200円/100ｇ 摘みとった分を計量します。
■会 新しい村 ブルーベリー園内
　 ※10名様以上の場合、農の家までご連絡ください。※屋外のため、雨天時は中止となります。

■日 8/19(土)、20(日)10:00～20:30頃
■会 コミュニティセンター進修館 周辺
流し踊り：8/19(土)18:00頃～20:30頃
みこしの巡行：8/20(日)17:30頃～20:30頃

■日 9/17(日)、18(月・祝)10:00～16:00
■会 コミュニティセンター進修館周辺

■日 日時：10/29(日)9:30～15:00
■会 宮代町役場前 スキップ広場・コミュニティ広場

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。旬の野菜や宮
代町の地場産野菜をたっぷりと使用したご家庭でも簡単に作れるスープを紹
介。宮代町の美食プロデューサー小松氏
による料理講座を開催します。

■日 9/22（金）10:00～12:00　■料 2,000円
■定 12名　■会 村の集会所
■持 エプロン、三角巾、筆記用具
■申 受付中～開催日3日前まで、電話又はホームページにて
　  ※次回の予定11/29（水）

ほっつけ稲作体験2017～稲刈り～
江戸時代の人々の知恵を今に伝える新しい村の
堀上田「ホッツケ田」の稲刈り体験！中学生以上の
申し込みのお客様にはお米のお土産付きです。
※ほっつけ米ではありません。

■日 10/7（土）、8（日） 各日2回開催
　 午前の部9：30～11：30/午後の部13：00～15：00
■料 中学生以上1,800円 小学生1,000円 未就学児～幼稚園500円
　 ※小学生以下のお子様1人につき大人1人の参加（有料）が必須です。
　 ※キャンセルは実施日の4日前まで、以降はキャンセル料半額分が発生します。（お申込み人数全員分）
■定 各回50名様まで　■会 集合場所（村の集会所）
■持 帽子、タオル、長袖・長ズボン着用（必須）　■申 8/22（火）～ 電話または新しい村HPにて

絵本であそぼう
絵本の読み聞かせ
と簡単なおやつ作
りをおこないます。

■日 10/22（日）10：00～12：00
■料 800円　■定 20名　■会 村の集会所
■対 小学生以下（幼児は保護者同伴）
■持 エプロン、バンダナ
■申 受付中 電話または新しい村HPにて
　※次回の予定12/17（日）

はじめての陶芸体験講座（全2回）
前回好評、初めてでも大丈夫！あなただけのオリ
ジナル作品を作ってみませんか？1回目は成型、
次回の講座までに新しい村で素焼きをします。
2回目は作品に色付けをし、約2週間後に新しい
村でお渡し。※要全2回ご参加

■日 11/18（土）、12/9（土）全2回　10：00～13：00（受付開始9：50）
■料 3,000円（全2回分、作品代、保険代含む）
　 3日前まで以降はキャンセル料半額分発生
■定 8名（最少催行人数：2名）　■会 新しい村　村の集会所（山崎777-1）
■持 定規、えんぴつ、エプロン　■申 9/19（火）～　電話または新しい村HPにて

竹のアートをみんなでつくろう！
宮代町「新しい村」のほっつけ田を美術館に
みたてて、竹のアート作品を作ってみませんか？
個人やグループでの参加もOK！
■期 制作期間 9月末～10/28（土）　展示期間 10/28（土）～12/31（日）　
■料 学生は参加無料。一般は１チーム 2,000円
　 （周辺イベントとの関連でオープンは11/4（土）になる場合があります。）
■材 材料の竹は合同で切り出しますが、ご都合のつかない方は
　 お申し出下されば、ご用意できます。事前にご相談ください。
　 （竹の合同切り出し 9/16（土）、24（日））竹の作品展示場所：新しい村の田んぼ　
■対 小学生～大人まで　■主 竹のアート実行委員会
■申■問 10月中旬までに 事務局 手島・亙 まで　（TEL）0480-34-0368 （メール）bzd05603@nifty.com

畑で婚カツ～稲刈り～
新しい村の婚活イベント、今回は稲刈り♪
稲刈り後に軽食を食べながら交流タイム。
自然いっぱいの中で、新たな出会いを応援します！

■日 10/14（土）10：00～14：00（受付開始9：45）
■料 男性6,000円・女性4,000円
■定 30歳～47歳までの独身男女各30名（最少催行人数各10名）　■会 新しい村 村の集会所（山崎777-1）
■持 筆記用具・帽子　■キ 5日前まで以降はキャンセル料半額分発生
■受 9/13（水）～ 電話（48-6560月曜定休）又はHPへ
　 ※先着順ではありません。定員に達した場合、抽選となります。
　 ※次回の予定 11/11(土) 畑で婚カツ～さつまいもほり～

秋の野草観察会＆自然観察会
＜秋の野草観察会＞
山崎山雑木林を散策しながら、
秋に咲くフジバカマ、ワタラセ
ツリフネソウ、ワレモコウ、ツリ
ガネニンジンなどを観察しま
す。

■日 9/17（日）9:30～11:30
■料 100円
■場 新しい村、山崎山
　（森の市場「結」前集合）
■問 町民生活課環境推進担当
　 0480-34-1111（内線275）

＜自然観察会＞
ネイチャーガイドによる案内とともに、四季折々の山崎山の自然
観察を楽しんだり、見つけた材料でクラフト体験ができます。
※内容は毎回異なります

■日 11/19（日）・12/17（日）・
　 1/21（日）・2/18（日） 
　  9:30～11:30
■料 無料
■会 新しい村、山崎山
　（森の市場「結」前集合）
■問 町民生活課環境推進担当
0480-34-1111（内線275）

EVENT PICK UP

※昨年実施のパンフレットです

みやしろのおまつり
他にもたくさん！

第3回 山崎山トラスト祭
山崎山の豊かな自然を活かして、里山の木の実を使ったクラフト体験
や大人気イベント・ツリークライミング、ドラム缶を使ったピザ作りを
はじめ、多くのイベントを開催。（一部予約制・有料イベントあり）
■日 10/28（土）10:00～15:00※イベントによって時間の前後あり
■会 さいたま緑のトラスト保全第５号地「山崎山」・新しい村周辺
■料 ツリークライミング500円、ピザ作り1組200円（要予約）
■問 町民生活課環境推進担当0480-34-1111（内線275）

第49回 若杉祭
若杉祭では、工業大学ならではの『ものづくり』をテーマと
して、学生による展示や企画、出店等、多くの企画を用意し
ています。
■日 10/28（土）・29（日）
■会 日本工業大学
■料 無料
■問 日本工業大学（住所）宮代町学園台4-1　（TEL）0480-34-4111

第39回 宮代町民文化祭
宮代町文化協会を中心に企画運営される、町民による町民のため
の身近で親しみやすい文化の祭典です。進修館を会場に4日間に渡
り作品展示や舞台発表が行われます。生け花等の体験教室も開催。
■日 11/3（金・祝）～6（月）9：00～17：00
■会 宮代町コミュニティセンター進修館
■料 無料
■問 教育推進課 生涯学習担当 0480-34-1111（内線433）

プレゼント
読者



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…
みやしろの春～夏！イベントカレンダー
※内容は変更になる可能性があります。

3/2（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！

宮代町の
ことを

もっと知り
たい！「暮らす」「育てる」「働く」がわかる３つのサイトがあるんです。

“sushi”の名で今やワールドワイドな人気を
誇るジャパニーズフード“寿司”。
ここ宮代町で楽しめる、こだわりと技が光る
「にぎり寿司」メニューをご紹介します。

「暮らそっ」では、移住者インタビューや開催
中のイベント、最新のお店情報など宮代町の
「いま」がたくさん発信されて
います。
ファミリー向け住宅情報も充
実。のどかな風景に整備され
た町並みも必見です。

「育てよっ」では、子育て関連の最新情報が
いっぱい。一般公募で選ばれた特集モデル
も続々デビュー予定。今後は、
パパママからの口コミ情報も
発信していきます。

「働こっ」では、宮代町で働く人を応援しま
す！宮代町で出店を検討されている方、お仕
事を探している方…ぜひご
覧ください。素敵な「宮代で
働く人」も紹介しています。

とにかく宮代のことを
全部知りたい！

子育て情報
もりだくさん♪

宮代町の
お仕事情報なら宮代町の定住促進サイト

「みやしろで暮らそっ」に、妊
娠・出産・子育て支援情報満
載の「みやしろで育てよっ」、
マルシェのお知らせや宮代
町内のお店、求人、空き店舗
情報満載の「宮代で働こっ」
の２つのサイトが加わりました。
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幸寿司
こ う ず し

昭和35年に創業以来、変わ
らぬ美味しさを守り続けて
いるお店。築地直送のネタは
どれも新鮮で、一度食べたら
忘れられない旨さです。お寿
司をご注文の方にはフルー
ツとお味噌汁をサービス！

☎ 0480-32-0026
■住 宮代町百間2-6-30
■営 金・土・日
 （週3日間のみ営業）
 昼 11:00～14:00
 夜 17:00～20:00
■駐 なし  

おススメは寿司(上) 
1,700円(税別)

10食限定 おまかせにぎりセット 1,280円

鮨正
す し ま さ

特 典

アイスクリーム
(抹茶orバニラ)

有効期限:2017年8月31日迄

おまかせにぎりセットには、その
日のとっておきのマグロ（本マグ
ロorインドマグロ）の赤身と中ト
ロが入ります！海鮮丼990円大盛
りサービス！ランチにぎりの1.5
人前1,340円も人気！

☎ 0480-32-9820　■住 宮代町和戸728-6
■営 昼 11:30～14:00　夜 17:00～22:30
■休 水曜日　■駐 あり  

検 索鮨正 宮代

て っ ぽ う づ か

い ち り き ま つ ば ず し

旬のネタにこだわった自信の逸
品。店内は落ち着いた雰囲気で、
個室もあるので、各種宴会にもご
利用可能。ランチは海鮮丼980
円が人気！売切れ必至なので、電
話でのご予約がオススメです！

にぎりにはお椀とデザートをサービス！松花堂
ランチ1,920円は女性に人気。松花堂弁当は
2,500円～（※出前可。ご自宅で
の会食に）。創業43年、家族の
お祝い事や法事に。個室は3
つあり、最大45人までOK!

☎ 0480-31-7784
■住 宮代町須賀1569-5
■営 昼 11:30～14:30
 （LO.14:00）
 夜 18:00～22:30
 （LO.21:30）
■休 水曜日・第一火曜日
■駐 あり

☎ 0480-34-1770  ■住 宮代町宮代2-3-18
■営 昼 11:30～13:30
 夜 17:30～22:00
■休 火曜日・日祝(昼のみ)  ■駐 あり(15台)

検 索一力　宮代

おまかせにぎり 時価
（撮影時は3,420円）

にぎり 950円

日本料理・寿司・割烹 一力

特 典

50円引き
※にぎりのみ ※ランチのみ
有効期限:2017年8月31日迄

寿司 (並)1,000円(上)1,600円
ちらし (並)1,100円(上)1,700円

松葉鮨

特 典
ランチご利用のお客様限定
お味噌汁orデザート
人数分サービス！

有効期限:2017年8月31日迄

☎ 0480-34-9316
■住 宮代町道仏628-1
■営 11:00～22:00
■休 月曜日 ■駐 4台
松葉鮨 宮代 検 索

深川木場「赤酢」をオリジナ
ルでブレンドした寿司酢で作
ったシャリはふんわりと口の
中でほどける絶品！江戸前寿
司にこだわり続けて40年。職
人の技が光るにぎりをぜひ
一度ご賞味ください。

「寿司」と
「鮨」と「鮓」
「寿司」と
「鮨」と「鮓」

「すし」の漢字は3種類あるってご存知でしたか?
最も古い表記は「鮓」。塩や糟などに漬けた魚や、
発酵させた飯に魚を漬け込んだ保存食を意味した
漢字でした。「鮨」は、握り鮨、押し鮨、棒鮨などに
使われるように。「寿司」は江戸時代に縁起担
ぎで作られた当て字。「寿を司る」の意味
から、もしくは、賀寿の祝いの言葉の

「寿詞」に由来するといわ
れています。


