
■1面 夏の東武動物公園＆秋の新しい村
■２-３面 みやしろまるごと観光カレンダー
■4面 次もきっと食べたくなる　
　　　　 みやしろで蕎麦・うどん巡り
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み や し ろ の 遊 び か た 教 えま す

い ね～

期間中、15:00以降に浴衣で
来園した人は、入園料が半額
になります。
【期間】7/13(土)～9/1(日)
の土･日曜、祝日、8/13(火)～
15(木）
【料金】大人(中学生以上)
1,700円⇒850円、小人(3
歳以上)700円⇒350円
※甚平は対象外。他の割引券
との併用不可(ナイトライドパス
との併用は可)

サマーナイトZOO in 東武動物公園
夏の夜は東武動物公園へ行こう

住所：宮代町山崎７７７－１
交通：東武動物公園駅西口
        から徒歩１5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

夜の動物園散策やライトアップされた幻想的な遊園地を楽しみましょう。動物たちのエサやり体験「アニマル
ディナー」や園内を動物たちと行進する「スターライトZOOパレード」などのユニークなイベントをはじめ、毎
年恒例となった「ほたるの小径」や「花火イリュージョン2019夏」、「にく肉ビールまつり」なども開催します。

「アニマル
ディナー」 「スターライトZOOパレード」

「ほたるの小径」「花火イリュージョン2019夏」「にく肉ビールまつり」

秋の新しい村は、
美味しい！楽しいがいっぱい！！

【期間】7/13(土)～9/1(日)の土･日曜、祝日、8/13(火)～15(木）
【時間】9:30～20:00（最終入園は19:00）

夜間割引料金
浴衣キャンペーン

期間中の15時以降は、のりも
の乗り放題のライドパスの料
金が割引になります。
【期間】7/13(土)～9/1(日)
の土･日曜、祝日、8/13(火)～
15(木）
【料金】大人(中学生以上)
3,300円⇒2,000円、小人
( 3 歳以上 ) 3 , 0 0 0 円⇒
1,500円
※他の割引券との併用不可
(浴衣キャンペーンとの併用は
可)※別途入園料が必要

ナイトライドパス販売

動物たちのエサやり体験ができます。
【期間】
7/13(土)～9/1(日)の土･日曜、祝日
[ペンギン]15:30～
　　　(1組500円、50組限定)
[ゾウ]17:00～
　　　(1組500円、30組限定)
[ホワイトタイガー]17:30～
　　　(1組500円、15組限定)
※動物の体調や天候によっては中止

夏夜のこども乗馬を期間限定で開
催。カウボーイ気分を楽しめます。
【日時】
8/3(土)～9/1(日)の土･日曜、
祝日 15:00～19:00
【場所】
ふれあい動物の森「ポニーライド」
【料金】のりもの券5枚
※動物の体調や天候によっては中止

当園で育ったヘイケボタルを、
「日本産動物舎」の小道に設
置した蚊帳の中へ放します。
【日時】7/13(土)･20(土)･
27(土) 19:20～20:00
【場所】日本産動物舎
※荒天中止

多彩な花火約2,000発が音
楽に合わせて打ち上がります。
炎やレーザー光線の演出も見
所です。
【日時】8/3(土)･10(土)･
17(土) 19:30～約20分間
【場所】東ゲート白鳥の池周辺
※花火観覧会場の一部に有
料席あり
※荒天中止

各種生ビールや外国産の
ビールとボリュームたっ
ぷりのお肉を召し上がれ。
【期間】
7/13(土)～9/1(日)の
土･日曜、祝日、
8/13(火)～15(木）
【時間】
16:00～20:00
(ラストオーダー19:30)
【場所】中央レストラン横
※雨天中止

※天候等によっては営業時間が変更となる場合があります。

アニマルディナーアニマルディナー ほたるの小径ほたるの小径 にく肉ビールまつりにく肉ビールまつり

ナイトポニーライドナイトポニーライド スターライトZOOパレードスターライトZOOパレード
花火イリュージョン2019夏花火イリュージョン2019夏

打ち水オットセイ2019
～ずぶ濡れ水浴びオットセイ～
打ち水オットセイ2019
～ずぶ濡れ水浴びオットセイ～

新米、野菜、果物…。森の市場「結（ゆい）」には
おいしいものが沢山！ 開放的なデッキで行われる

イベントにも大注目です。
自然いっぱいの新しい村に、ぜひ遊びにきてね♪ 

特設スペースにやって来るオットセイ
に、参加者がひしゃくで水をかけます。
【日時】7/14(日)･21(日)･28(日)、
8/3(土)･10(土)･17(土) 17:00～
約15分
【場所】オットセイプール～ペンギン舎前
※動物の体調や天候によっては中止

イルミネーションで装飾されたパレー
ドカーとともに、動物たちが夕暮れの園
内を行進します。
【日時】7/21(日)･28(日)、8/4(日)･
11(日・祝)･18(日)･25(日）、9/1
(日) 18:30～約50分間
【場所】ふれあい動物の森発着
※動物の体調や天候によっては中止
※7/21(日)～9/1(日)の日祝は、
日中の「ふれあい動物パレード」は中止

問合せ先：東武動物公園 0480-93-1200 http://www.tobuzoo.com



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。（2019.8.1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。
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7㈬

開催中～
9/1の土日祝、

お盆
サマーナイトZOOin東武動物公園 東武動物公園

花火イリュージョン2019夏 東武動物公園東ゲート

あっそんでフェスタ 新しい村

東武動物公園

花火イリュージョン2019夏 東武動物公園東ゲート

17㈯
18㈰

第 36回みやしろ町民まつり コミュニティセンター
進修館周辺

3㈯

花火イリュージョン2019夏 東武動物公園東ゲート

生産者土曜市 森の市場「結」

10㈯

スーパーナイトハイク（夜の生き物観察会） 新しい村・山崎山

17㈯

絵本であそぼう・
ブルーベリー摘み取りとおやつ作り 新しい村 村の集会所

開催中 2019年東武スーパープール

10㈫ アロマ香る自然の恵みの講座 新しい村 村の集会所

2019.9

市民ガイドウォーク
（太古のロマンと農が息づく里） 町内

14㈯ 生産者土曜市 森の市場「結」

15㈰ ほっつけ農遊塾2019～秋の味覚狩り～ 新しい村 村の集会所

18㈬ 畑で婚カツ～秋の味覚狩り～ 新しい村 村の集会所

25㈬ イタリア料理教室「ラ ベルドゥーラ」 新しい村 村の集会所

秋の自然観察会 新しい村・山崎山

20㈮

フルーツフェスタ 新しい村上旬㈯
予定

新米まつり 森の市場「結」中旬㈯㈰
予定

3（日・祝）
4（月・振休）

さつまいもほり体験 新しい村

中旬～下旬 秋の大収穫祭 新しい村

2㈯～5㈫ 第41回宮代町民文化祭 コミュニティセンター進修館

2019.11

トウブコフェスティバル vol.5 コミュニティセンター
進修館周辺

9㈯ 畑で婚カツ～さつまいもほり～ 新しい村 村の集会所

23（土・祝） 新そばフェア 新しい村

20㈬ 植物の恵み　ハーブの手作り石けん 新しい村 村の集会所

生産者土曜市 森の市場「結」

クラフト体験教室～里山の恵みでつくろう～ 新しい村・山崎山

16㈯

ほっつけ農遊塾2019～さつまいも掘り
・脱穀体験・ぬか釜ご飯で昼食・修了式～ 新しい村17㈰

第 51回若杉祭 日本工業大学2㈯
3（日・祝）

26㈯ 絵本であそぼう・
さつまいもの黄金焼き作り 新しい村 村の集会所

12㈯ ほっつけ稲作体験2019～稲刈り～ 新しい村 村の集会所

13㈰ ほっつけ農遊塾2019～稲刈り～ 新しい村 村の集会所

生産者土曜市 森の市場「結」

第5回山崎山トラスト祭 新しい村・山崎山

2019.10

29㈫ 手作り酵素シロップ作り 新しい村 村の集会所

30㈬ 冬のリース作り 新しい村 村の集会所

14（月・祝） ほっつけ稲作体験2019～稲刈り～ 新しい村 村の集会所

27㈰ 第30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

7㈯ 黒豆まつり 新しい村

1㈰ 世界のすうぷ屋さん 新しい村

15㈰ 冬の自然観察会&里山クリスマスリース作り 新しい村・山崎山

開催中 ウィンターイルミネーション2019･2020 東武動物公園

27㈮～
31㈫

歳末大売り出し 森の市場「結」

2019.12

29㈯ いちごまつり 森の市場「結」

8㈯ 生産者土曜市 森の市場「結」

トラスト保全作業 山崎山

16㈰ 冬の生きものを観察しよう 新しい村・山崎山

1㈯
2㈰

恵方巻＆節分フェア 新しい村

8㈯～
14㈮

バレンタインフェア 新しい村

2020.2

上旬予定 新春おしるこふるまい 新しい村

19㈰ 冬の自然観察会&よしず作り 新しい村・山崎山

11㈯ 生産者土曜市 森の市場「結」

25㈯ いちごまつり 森の市場「結」

2020.1

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、希望の品、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

4名
様各締切

2019年
9月末迄

プレゼント
読者

黒糖味のふわふわな生地の
中に、やわらかなつぶあん
が絶妙にマッチした人気商
品です。

①茶マン6個入り（八宝堂）

巨峰ワインの香りと風味
をソフトに表現し、巨峰の
粒が入ったのどごしの良い
ゼリー。

②巨峰ゼリー6個入り(宮代風月堂)

EVENT PICK UP
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のツリークライミング、ドラム
缶を使ったピザ作り等の多くのイベントを開催します。

第5回トラスト祭

■日 10/27(日)10:00～15:00 
　　※イベントによって時間の前後あり
■場 新しい村･山崎山
■交 東武動物公園駅西口より徒歩12分
■料 無料 ※一部予約制・有料イベントあり
■問 宮代町町民生活課 0480-34-1111
主催：里山守り隊、山崎山こどもエコクラブ

果物の収穫に稲刈り体験と、「農」体験を通じて過ご
すこと。それが新しい村の楽しみ方です。
どこか懐かしい四季折々の風景の中で、遊んで学べ
るここでしかできない体験を。参加者には収穫した
お米のお渡し(1人5kg)があります。

ほっつけ農遊塾2019

■日 9/15(日)秋の味覚狩り、10/13(日)稲刈り、11/17(日)さつまいも掘り･
　 脱穀体験･ぬか釜ご飯で昼食･修了式 ※全3回の実施
■場 ほっつけ田･畑
■料 1人6,000円(2歳未満無料)※1回目の開校時に徴収。途中不参加の場合の返金不可
■対 家族またはグループ(2～6名)。1名での参加も可
■定 20組(最少催行人数10名) ※先着順。申込締切9/10(火)　■持 汚れてもよい服装

文化公演会「塚越慎子 マリンバファンタジーコンサー
ト」。テレビ番組にも多数出演する人気アーティストの
塚越慎子さんが、名曲の数々を華やかに演奏します。
素敵な演奏に酔いしれましょう!

第41回宮代町民文化祭

文化講演会「塚越慎子 マリンバ ファンタジー・コンサート」

■日 11/4(月･振休)18:00開演
■場 進修館 大ホール
■料 一般500円、中学生以下100円(全席自由)
　 ※小学生以下は保護者同伴
■出 マリンバ:塚越慎子
　 ピアノ:志村和音
■申 チケットは9/12(木)より教育委員会(役場2階17番窓口)と
　 進修館ボランティア室にて販売
■問 宮代町教育推進課 0480-34-1111

宮代町民の多彩で個性豊かな作品展示や舞台発表をお楽しみください。
【作品展示】絵画・水墨画・書道・華道・工芸・陶芸・手芸・俳句・写真　ほか
【舞台発表】コーラス・太鼓・ダンス・人形劇・朗読会　ほか

■日 11/2（土）～5（火）9:00～17:00　■場 進修館　■交 東武動物公園駅西口より徒歩5分　■料 入場無料

夜の山崎山をみんなで探検。
昼間は見られないカブトムシ
や、セミの羽化などを観察しま
す。

宮代町の夏の楽しみと言えば、み
やしろ町民まつり。今年のキャッ
チフレーズは「伝えたい夏があ
る」です。17(土)は流し踊りで盛り
上がり、18(日)は山車やみこしが
練り歩きます。今年も楽しい企画
が盛りだくさん。ぜひ町民まつり
にお出かけください! 

■日 8/17(土)･18(日)10:00～20:30
　 (流し踊りは17(土)18:00～20:30頃、
　  みこし･山車の巡行は18(日)17:30～20:30頃)
■場 コミュニティセンター進修館周辺
■交 東武動物公園駅西口より徒歩5分
■料 参加無料
■問 宮代町町民生活課 0480-34-1111

定番の「流れるプール」や「ウェーブプール」、親子連れに人気のキッズプール「じゃぶじゃぶアドベン
チャー」の3つのプールと、虹のような光の輪の中を滑走するウォータースライダー「タイガースプラッ
シュ」など、3種類のスライダーが楽しめるアミューズメントプールです。今年の夏も南国リゾート気分を満
喫してください。

2019年 東武スーパープール

■期 7/7(日)･13(土)･14(日)･15(月･祝)、7/20(土)～9/1(日)･7(土)･8(日)
■時 9:30～17:00 　■場 東武動物公園
■料 [入園券+プール入場券]大人(中学生以上)2,400円、小人(3歳～小学生)1,100円、
　 シニア(60歳以上)1,700円 [プール入場券(入園後)]大人(中学生以上)1,200円、
　 小人(3歳～小学生) 600円、シニア(60歳以上)1,200円
■問 東武動物公園 TEL:0480-93-1200(代）

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
企画をご用意。模擬店をはじめ各種イベント、
研究室企画、ライブ、SL・ミニトレインの運行等
があります。

第51回 若杉祭

■日 11/2(土)･3(日・祝)　■場 日本工業大学
■交 東武動物公園駅西口より徒歩14分　■料 無料
■問 日本工業大学 0480-34-4111（代）

スターマインやナイアガラ、水中花火など、多彩な花火約
2,000発が音楽に合わせて打ち上がります。炎やレーザー光
線の演出も見所です。

花火イリュージョン2019夏

■日 8/3(土)・10(土)・17(土)19:30～約20分間
■場 東武動物公園東ゲート白鳥の池周辺
■交 東武動物公園駅西口より徒歩10分  ■料 観覧無料（入場料別途）　
※花火観覧会場の一部に有料席あり。
■問 東武動物公園 TEL:0480-93-1200（代）

宮代の「楽しい」がいっぱい! おまつりに出かけよう!!
8/17(土)
･18(日) 第36回

宮代町民
まつり 美味しい・楽しいが大集合! みや

しろ産業祭は今年で30回目を迎
えます。宮代町の産業をみなさん
に知ってもらおうと、地元の商工
業者の自慢の一品が並びます。今
年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満載です。
ぜひお越しください!

■日 10/27(日)　9:30～15:00
■場 宮代町役場前　スキップ広場・コミュニティ広場
■交 東武動物公園駅西口より徒歩5分
■料 参加無料
■問 宮代町商工会 0480-35-1661

10/27
(日) 第30回

みやしろ産業祭
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5
回目を迎え、今回も宮代の良さを
発信できるようなアクティビティ
をご用意します。宮代町で採れる
竹で作る竹ブランコ等、みんなが
笑顔になれる「楽しい」が盛りだく
さんです!
遊びに来てね!

■日 11/16(土)10:00～16:00
■場 コミュニティセンター進修館周辺
■交 東武動物公園駅西口より徒歩5分
■料 参加無料
■問 宮代町産業観光課 0480-34-1111

■日 8/3(土)18:30～20:30
■場 新しい村･山崎山
■交 東武動物公園駅西口より徒歩15分
■料 大人200円、子ども100円
■問 宮代町町民生活課 0480-34-1111
主催：NPO法人 宮代水と緑のネットワーク

11/16
(土) トウブコ

フェスティバル
vol.5

産業祭実行委員会
会長鈴木さん

みやしろマルシェ
実行委員長 折原さん

宮代町民まつり
実行委員長 須藤さん

山崎山周辺で自然遊び&体験
スーパーナイトハイク
(夜の生き物観察会)　　　 

山崎山雑木林を散策しながら、
秋に咲くフジバカマやワタラセ
ツリフネソウ、ワレモコウや、花
に集まる昆虫などを観察します。

■日 9/15(日)9:30～11:30
■場 新しい村･山崎山
■交 東武動物公園駅西口より徒歩15分
■料 無料
■問 宮代町町民生活課 0480-34-1111
主催：NPO法人 宮代水と緑のネットワーク、山崎山こどもエコクラブ

秋の自然観察会

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
然観察を楽しんだ後、見つけた
材料でクラフト体験をします。

■日 ①11/17(日)②12/15(日)
　 ③2020/1/19(日)
　 ④2020/2/16(日)各9:30～11:30
■場 新しい村･山崎山
■交 東武動物公園駅西口より徒歩15分
■料 無料
■問 宮代町町民生活課 0480-34-1111
主催：山崎山こどもエコクラブ

自然観察&クラフト体験会

多彩なイベント満載！

新しい村
イベントの申し込みは
農の家 TEL:0480-48-6560
(9:00～17:00 月曜休)または、ホームページ
（http://www.atarasiimura.com)より受付
■交 東武動物公園西口より徒歩15分

9/15(日)・10/13(日)・11/17(日)

秋の収穫体験はさ
つまいも掘りです。
美味しいさつま芋
を収獲しに来て下
さい。お待ちして
います。

さつまいもほり体験

■日 11/3(日・祝)・4(月・振休)10:00～11:30
■料 1株300円
※10名様以上のお申し込みには事前予約が必要。
9/3(火)から受付開始

11/3(日)･4(月)

新しい村の婚活イベント。
今回は旬の梨狩りです。
宮代町内の梨農園へ車で案
内し、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!

畑で婚カツ
～秋の味覚狩り～

■日 9/18(水)10:00～14:00(受付開始9:45)　
■場 村の集会所　■料 男性6,500円、女性4,200円
(お土産･軽食･保険代含む)　■対 30歳～45歳までの独身男女
■定 男女各12名(最少催行人数各8名)※応募多数の
場合は抽選。9/4(水)まで受付　■持 筆記用具

9/18(水)

新しい村の圃場で育ったさつ
まいもを収獲し、試食もしな
がら交流タイム。
自然の中で新たな出会いを
見つけてみませんか?

畑で婚カツ
～さつまいもほり～

■日 11/9(土)10:00～14:00　
■場 村の集会所
■料 男性6,500円、女性4,200円(お土産･軽食･保険代含む)
■対 30歳～45歳までの独身男女
■定 男女各30名(最少催行人数各10名)※応募多数の場合は抽選。
　 受付期間9/10(火)～10/22(火･祝)
■持 帽子･筆記用具

11/9(土)

絵本のよみきかせや
折り紙を楽しみます。

絵本であそぼう

■日 10/26(土)
　 10:00～12:00　
■場 村の集会所　
■料 1,000円
■対 小学生以下（幼児は保護者同伴）
■定 10名(最少催行人数1名) ※先着順
■持 はさみ、のり、エプロン、バンダナ、マスク、持ち帰り袋

■時 9:00～17:00 ※年末年始は休館
■場 宮代町役場庁舎内東側1階
■料 無料
■交 東武動物公園駅西口より徒歩5分
■問 子育てひろば　TEL:0480-38-6264
※週末開催の講座は町内在住の方優先。町外の方は
当日の定員に余裕があればご参加いただけます。

季節の果物やほっつけ田んぼ
で収穫した玄米等を使い、酵素
シロップを手作りしてみません
か? 健康と長寿に欠かせない
酵素をぜひご家庭でお楽しみ
ください。

手作り
酵素シロップ作り

■日 10/29（火）10:30～12:30
■場 村の集会所
■料 3,800円
■講 新井百代氏
■定 10名（最少催行人数4名）※先着順（託児ナシ）
■持 エプロン

インテリアにもなるアート石け
んの初級編です。託児もあるの
でご希望の場合は事前にお申
込みください(1歳児から・おや
つ代200円)。

植物の恵み
ハーブの手作り石けん

■日 11/20(水) 13:00～15:00　
■場 村の集会所　■料 3,500円
■講 まえだりえこ氏(HSA認定ジュニアソーパー・
　 JAMHA認定ハーバルセラピスト)
■定 8名(最少催行人数1名) 
　 ※先着順。9/3(火)から受付開始
■持 エプロン、ゴム手袋、保冷バッグ、タオル

11/20(水)

植物由来の素材で化粧品を作りま
しょう。アロマオイルをブレンドしオリ
ジナルな香りづけをします。自然派志
向の方へオススメ。託児もあるので、
ご希望の場合は事前にお申込みくだ
さい(1歳児から・おやつ代200円)。

アロマ香る
自然の恵みの講座

■日 9/10(火)10:00～12:00(受付開始9:40)　
■場 村の集会所　■料 3,500円(材料費、お茶代、保険代含む)
■講 鈴木玲子氏(氣と音のヒーリングサロンniccolie(ニコリ)主宰) 
■定 10名(最少催行人数1名) ※先着順
■持 必要な方はエプロン
※11/12(火)･2020･1/14(火)にも開催予定

9/10(火)

地場産の野菜をたっぷりと使
用した料理講座を開催。
講師は新しい村内で販売して
いるパン「パネッテリア イル 
ピノリーノ」や、町内でシチリア
料理を営んでいる湯浅シェフ。
本場のイタリア料理のほか、
様々な料理をご紹介します。

イタリア料理教室
「ラ ベルドゥーラ」

■日 9/25(水)10:00～13:00　■場 村の集会所　
■料 3,800円　■講 湯浅克也氏
■定 12名(最少催行人数5名) ※先着順 ※11/27(水)・
2020/1/22(水)・2020/3/18（水)にも開催予定

9/25(水)

江戸時代の人々の知恵を今に伝える、堀上田「ほっつ
け田」の稲刈り体験。昔ながらの手刈り・天日干し乾
燥を体験してみませんか?

宮代町役場内にある「子育てひろば きしゃぽっ
ぽ」は、赤ちゃんから中学生まで親子で自由に遊
べるスペースです。昼の12時から13時までは、
飲食も可能。未就学児は保護者同伴でご利用く
ださい。毎週月･水･木曜日は子育て相談もあり
ます。子育てに関する悩みや困りごとなど、気軽
におしゃべりしませんか。

ほっつけ稲作体験2019～稲刈り～
遊びにきてね!
子育てひろば■日 10/12(土)･14(月･祝) 午前の部9:30～11:30、

　 午後の部13:00～15:00　■場 ほっつけ田
■料 中学生以上2,100円、小学生1,100円、未就学児～幼稚園600円
　 ※小学生以下の場合は大人の参加(有料)が必要
■対 家族またはグループ(2～6名)。1名での参加も可
■定 各回50名 ※先着順。8/6(火)から受付開始　■持 帽子、タオル、長袖・長ズボン着用、軍手

10/12(土)･14(月･祝)

10/29(火)

10/26(土)

さつまいもの黄金焼き作り

町外の方も利用できます

塚越慎子（マリンバ）

志村和音（ピアノ）

※イメージ写真
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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。

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！

「暮らす」「育てる」
「働く」がわかる

３つのサイトがあるんです。

「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

次もきっと食べたくなる…みやしろで

京屋

☎ 0480-34-1331
■住 宮代町学園台2-2-21
■営 11:00～14:00
　 17:00～19:00
■休 木曜

ふかしげ
夫婦で営む蕎麦屋さん。
国産の上質なそば粉を使
用し、栄養たっぷりで風
味が良くのどごし抜群の
蕎麦は、毎日手打ちをし
ています。出来立ての新
鮮な蕎麦を召し上がれ!

☎ 0480-33-8038
■住 宮代町金原77-6
■営 11:00～14:00
　 17:00～20:00
■休 火曜、第4月曜

前野屋
具沢山のたぬきそばに
レモンを絞れば、暑い夏
にぴったりのさわやか
な味わいになります。ト
ッピングのきゅうりは宮
代産を使用していて、鮮
度抜群の瑞々しさです。

☎ 0480-32-3685
■住 宮代町中央3-2-30
■営 11:00～20:00
■休 金曜

大村庵
創業45年。北海道産のそば
粉を100％使用した手打ち
そばで、コシの強さが特徴。
お客さんに親しんでもらえ
るよう安くおいしく提供し
ていることが、長く愛される
理由です。

☎ 0480-35-0061
■住 宮代町川端1-2-21
■営 11:00～14:30
■休 日曜

七福神

☎ 0480-53-6977　■住 宮代町山崎551-1
■営 11:00～15:00･17:00～20:00
　（土･日曜、祝日は11:00～20:00）
■休 不定休

かも汁そば
830円

冷したぬき
750円

冷しかも蕎麦
900円

天丼
800円

一茶

一茶宮代

3月発行

暑い日にぴったりな冷たい蕎
麦やうどんが自慢。見映えの
良いボリューム満点でおいし
い蕎麦をリーズナブルなお値
段で提供しています。

天丼にうどんがついてくる天丼セットは、
ボリュームたっぷり! コシのある太めのう
どんは温・冷を選べるのはもちろん、関西
風と関東風の出汁がお好みで選べます。

冷やしたぬきそば
750円

ごま汁蕎麦
850円

（夏季限定）

天丼セット
918円

宮代町のことをもっと知りたい！

一茶／一茶宮代

☎ 0480-32-3865
■住 宮代町和戸5-1-33
■営 11:00～20:00
■休 月曜

一茶
☎ 0480-33-4896
■住 宮代町中央2-4-3
■営 11:00～14:30
■休 月曜

一茶宮代

大天もりそば
980円

昭和48年に創業以来、蕎麦は昔な
がらのやり方で、こねる・打つ・切
るまでを手作業で行っています。蕎
麦は太めで、噛んで食べると、蕎麦
の香りが口いっぱいに広がります。


