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関東地方の中央に位置する埼玉県。
その埼玉県の真ん中にあるのが東松山市です。比企丘陵の
豊かな緑に囲まれながら、都心まで電車で約45分とい
う便利さは、わが街ながらなかなかのものだと思います。

東松山市は埼玉県の真ん中！
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浄空院
丸木美術館の近くにある古刹浄空院は、文禄2年

（1593年）旗本菅沼越前守定吉が開いた禅寺。庫裏は
150坪で武家特有の備えが工夫されています。禅堂、
四つ足門の裏門など、豪壮な造りの禅寺です。

正法寺（岩殿観音）
坂東札所10番として有名、かつての門前市を偲ばせる家並
みが尽きると目前に仁王門が迫り、訪れる人を迎えます。石
段を登ると観音堂と大イチョウが目に入ります。県指定文化
財で鎌倉末期の銅鐘や六面幢、薬師堂、鐘楼など史跡も豊富
で、一見の価値があります。

東松山市は文化と歴史が息づくまちで
す。およそ1300年前の和銅5年に創建さ
れた箭弓稲荷神社を始め、多くの寺社が
点在しています。また戦争の悲惨さを伝
える丸木美術館や平和の尊さを実感で
きる平和資料館など、訪れてみたいとこ
ろが数多くあり郷土の歴史・文化・自然
を堪能できます。

大谷瓦窯跡
国指定重要文化財。7世紀後半の登り窯跡。平瓦、竹瓦、蓮花文様のあ
る瓦当などが出土した瓦専用焼き窯です。
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稲荷神社
奈良時代の創建、五穀豊穣、商売繁盛、芸道向上の神様として広く知られ、正月の初詣
者数は県内でも有数です。江戸時代に建てられた本殿には荘厳な彫刻が施され、大絵
馬も重要なものです。付棟札は県指定文化財になっています。境内の一角には、大正
12年に開園したぼたん園があります。

丸木美術館
東松山市から平和を発信する丸木美術館は、故丸木位里・俊夫妻が

「原爆の図」として描いた広島の原爆被害の絵をはじめ、様々な絵を
展示する美術館。見る人の胸を打ち、平和のメッセージが伝わって
きます。

くらかけ清流の郷
バーベキュー場   
鞍
くらかけばし

掛橋は都幾川に架かる冠水橋です。鞍
掛の地名の由来は、「近くの山の形が馬
の鞍に似ているから」、「新田義貞が鞍を
掛けた松があったから」などと言われて
います。埼玉県と協働で実施した「川の
まるごと再生プロジェクト」により、川
に親しめる場所として整備し、緑豊か
な自然の中で、川遊びや手ぶらでバーベ
キューが楽しめます。
※食材・用具レンタルは要事前予約

化石と自然の体験館
東松山市坂東山地区では、約1,500
万年前の地層からサメの歯などの化
石が数多く見つかっています。化石
と自然の体験館では、産出した化石
の展示が見学できるほか、実際に発
掘体験をすることができます。

丸木位里
1901年、広島の太田川のほとりの農家の長男として生まれる。田中頼璋、後に川端龍子らから日本
画を学ぶ。戦後は現代日本美術展、日本国際美術展などに雄大で繊細な水墨画の発表を続け、1967
年に東松山市下唐子に丸木美術館を開館。1995年10月94歳の生涯を終える。

埼玉ピースミュージアム
（平和資料館）　　　　　

満州事変から第二次世界大戦の終結
までの数多くの資料を展示する資料
館。昭和初期にタイムスリップする常
設展示や戦時中の疑似体験コーナー
などがあり、アニメ映画の定時上映も
行っています。高さ40ｍの展望台に
も上ってみたい。

こども動物自然公園
高坂駅より鳩山ニュータウン行きバス
こども動物自然公園下車

【休】月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始
TEL　0493-35-1234

埼玉ピースミュージアム（平和資料館）
高坂駅より鳩山ニュータウン行きバス大東文化大学下車徒歩5分

【休】月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始　TEL　0493-35-4111

正法寺（岩殿観音）
高坂駅より鳩山ニュータウン行きバス大東文化大学下車徒歩10分

埼玉県こども動物自然公園
総面積46ヘクタールの公園には、コアラをはじめ、180種1,600頭羽の動物がいます。
小動物と触れ合えるコーナーや乗馬、乳しぼりが楽しめるコーナーなど人気コーナー
が揃っています。正面に園のシンボルとなる「天馬の塔」がそびえ、園内を進むとこども
の城や実物大の恐竜、ビアトリクス・ポター記念館があり、夢をかきたてます。移動に便
利な彩ポッポも運行され、季節を問わずこども達の歓声が響きわたります。

美術館

コアラは昭和61年にこども動
物自然公園にやってきました。

勝負の神様としても
知られ、“野球”の読み
方から野球必勝の祈
願に訪れ、野球絵馬が
人気です。

箭弓稲荷神社
東松山駅西口より　徒歩3分

丸木美術館
東松山駅より市内循環バス丸木美術館東下
車徒歩10分

【休】月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始
TEL　0493-22-3266

化石と自然の体験館
高坂駅よりタクシー10分、高坂駅西口より上熊井行きバス化石と自然の体
験館下車
駐車場は、ばんどう山第１公園、ばんどう山第２公園及びばんどう山緑地を
ご利用ください。

【休】毎週月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始（12月29日～1月3日）
TEL　0493-35-3892

くらかけ清流の郷
東松山駅より市内循環バスくらかけ清流
の郷東下車徒歩5分（日・祝運休）
高坂駅西口より上熊井行きバス神戸神社
前下車徒歩約15分

【営】4月～11月 午前9時～午後5時　
TEL　0493-81-6868

浄空院
東松山駅より市内循環バ
ス丸木美術館東下車徒歩
15分 大谷瓦窯跡

東松山駅より市内循環バス大
谷交差点下車徒歩15分

F-4

G-2

G-2

G-2

E-2

D-5

E-2

F-3E-2

丸木美術館提供

要入園料

要入館料
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岩鼻運動公園の桜
岩鼻運動公園は、陸上競技場、野
球場、テニスコート、サッカー場
が整備された総合運動公園。公園内には、桜に囲まれた芝生広場
があり、春には花見を楽しむ人たちの賑やかな声が響きます。
(見頃：3月下旬～4月上旬）

農林公園
「農とふれあうテーマパーク」をコンセ
プトに令和元年8月リニューアルオープ
ンしました。イチゴの摘み取り（12～5
月頃）、野菜の収穫等を体験できます。

東松山ぼたん園
市の花「ぼたん」（昭和49年
制定）の普及活動の一環とし
て、平成2年に開園した関東
でも有数のぼたん園。色とりどりのぼたんが約3万㎡の
園内に咲き誇ります。見頃となる4月下旬から5月ゴールデン
ウィークにかけてぼたんまつりが開催され、多くの来場者の
方々で賑わいます。ぼたんの他にもアジサイ、イロハモミジ、
ロウバイなども植栽、大型複合遊具や展望台等も整備され、年
間を通してお楽しみいただけます。

松風公園の紅葉
公園内の山際から湧き水が流れ、
地獄坊沼までせせらぎでつながっ
た水と緑の公園です。ゆったりと
した時間を過ごすのに最適。秋に
は園内の木々の紅葉が楽しめま
す。(見頃：11月下旬）

岩鼻運動公園
東松山駅より市内循環バス市
民病院下車徒歩10分

農林公園
東松山駅より熊谷駅行きバス神
光谷下車徒歩10分

【休】毎週月曜日（祝日の場合は翌日）・
年末年始（12月29日～1月3日）
☎0493-39-0150

東松山ぼたん園
東松山駅より約4.5km。市内循環バス
東松山ぼたん園南下車徒歩10分。ぼ
たんまつり期間中は直通バス運行。

松風公園
高坂駅より東京電機大学行き
バス松風台下車徒歩5分

上沼公園
東松山駅東口より徒歩15分

下沼公園
東松山駅東口より徒歩5分
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稲荷神社ぼたん園
大正12年に東武東上線坂戸～東松山間
の延長竣工を記念し、東武鉄道初代社長
がぼたん、藤、松を奉納されたことに始ま
ります。約3,500㎡の園内では、約1,300
株のぼたんのほか、つつじや藤の花も見
応えがあります。(見頃：4月中・下旬）

上沼公園の桜
毎年、多くの人が開花を待ち望む東松山
市定番の花見スポット。訪れる人の目を
楽しませてくれます。桜の開花時期にあ
わせて、上沼公園と下沼公園がライト
アップされ、一味違った趣を醸し出して
います。(見頃：3月下旬～4月上旬）

箭弓稲荷神社
東松山駅西口より徒歩3分

武蔵野の面影を残す比企の丘陵にある
東松山市は季節ごとに色とりどりの花
に囲まれた“まち”です。香り豊かなロ
ウバイや眼に華やかな桜。そして市の
花でもある花の女王“ぼたん”に巡り会
えます。秋には紅葉、特に正法寺の大イ
チョウは圧巻です。

物見山のつつじ
県指定の名勝。約4万本のつつ
じが訪れる人を迎えてくれま
す。頂上からの眺望も楽しみ
の一つ。(見頃：4月下旬）

物見山
高坂駅より鳩山ニュータウン行き
バス大東文化大学下車徒歩5分

柏崎緑地
東松山駅よりパークタウン五領行
きバス五領公園下車徒歩5分

柏崎緑地のアジサイ
柏崎と御茶山町との境にある
北向きの傾斜地に、色々なアジ
サイが咲きます。市民文化セン
ターの南に位置しています。
(見頃：6月）

認定年月日=平成20年3月1日　市内10箇所

タブノキ（松本町1-11-50  小川宅） アカマツ（上野本1906-2  岸澤宅） カヤ（岡745  玉太岡神社）

マツ（柏崎341  萬松寺） ケヤキ（正代841  御霊神社） イトヒバ（松山町1-6-10  松山高校） 

ヤブツバキ（上唐子845－1  不動の滝） フジ（箭弓町2-5-14  箭弓稲荷神社） 

カシ・モミ・イヌシデ（日吉町5  松山神社） ケヤキ（松葉町1-1-58　東松山市役所）

認定年月日＝平成21年3月1日　市内4箇所

スギ（大谷786　森田宅） カヤ（上野本32-2　上野本地内）

エノキ（岩殿1042　弁天沼） タギョウショウ（松風台７　松風公園内）

東松山市の名木

F-4

E-5

F-5

G-2

E-5

D-4

B-6
F-5

H-2

正法寺（岩殿観音）の大イチョウとアジサイ
仁王門から登る階段の両側、境内の各
所に色とりどりのガクアジサイが咲き
ます。境内にあるイチョウの巨樹と紅
葉は見応えがあります。
 イチョウ…見頃：11月下旬～12月上旬 
 アジサイ…見頃：6月中旬

正法寺（岩殿観音）
高坂駅より鳩山ニュータウン行きバス大
東文化大学下車徒歩10分

G-2

萬松寺の松

時期により有料

（ ）

萬松寺のマツ

65



光福寺の宝 篋
きょう

印塔
紗彌閣阿が比丘尼妙明と藤原光
貞の供養のため、元亨3年（1323
年）に造立したもので、高さ2.1
ｍあり、鎌倉後期を代表する均整
の取れた塔。

加賀爪氏累代の墓
徳川幕府に仕えた旗本加賀爪氏が、高坂地区の北半分を領有した際、高済寺を菩
提寺にしました。本堂西側に3代の墓が築かれています。

等覚院
木造阿弥陀如来坐像
ひのき材寄せ木造り、漆箔の座
像。県内でも屈指の優品で、市を
代表する古仏の一つ。胎内に書か
れた銘から、鎌倉中期の建長5年

（1253年）に修理されたことが
わかっています。

児童文学「天の園」
児童文学「天の園」の著者打木村治は、この地で育った小説家。明治生まれの村治の自伝
小説で、都幾川の清冽な流れと自然の中で、心豊かに育ってゆくさまが、いきいきと描か
れ「路傍の石」「次郎物語」とともに三大児童文学といわれている。この小説は「雲の学校」
としてアニメ映画化されています。

比丘尼山
比企能員の娘若狭の局
は、比企禅尼が庵を構え
た比丘尼山に逃れたと
の言い伝えがある。

串引沼
串引沼は、若狭の局が夫頼家の
思いを断ち切るために、遺品の
櫛を投げ込んだとされる。

息障院
吉見町の息障院は範頼の館とさ
れている。

宗悟寺
扇谷山宗悟寺は源氏ゆかりのお寺で
比企一族顕彰碑が建立され、頼家公の
位牌が安置されています。

正法寺（岩殿観音）
源頼朝の命により、比企能員が復興した東
松山市の正法寺（10番）。

安楽寺（吉見観音）
源範頼が稚児僧として過ごした吉見町の安楽
寺（11番）

頼家まつり
修善寺に流され暗殺された源頼家の供養を
するため“頼家”まつりが、静岡の修善寺温
泉で行われています。若狭の局役で東松山
市からも参加しています。

坂東札所は鎌倉時代に制定され、関東一円に点在して
ますが、埼玉県では四カ所、比企と東松山市にそのうち
三カ所があり、源氏ゆかりのお寺です。

慈光寺
源頼朝寄進の国宝一品法華
経が収蔵されているときが
わ町の慈光寺（9番）。

光福寺
東松山駅より熊谷駅行きバス東松山
病院前下車徒歩5分

高済寺
高坂駅東口より徒歩15分

等覚院
東松山駅より川越駅行きバス古凍下
車徒歩5分

氷川神社
東松山駅より市内循環バ
ス不動沼下車徒歩5分

唐子中央公園
東松山駅より市内循環バス唐子市民活
動センター下車徒歩5分

古代の人々の生活が営まれてきた遺跡は市内に
約３００箇所あります。中世では鎌倉幕府樹立の
推進力となった比企氏のゆかりの土地でもあり、
鎌倉時代の遺跡や伝説が数多く残っています。
唐子地区で幼少時代を過ごした打木村治の児童
文学「天の園」が都幾川の清冽な流れの中で彷彿
としてよみがえります。

埋蔵文化財センター
東松山市には、先人が残した数多くの遺跡が存在します。展示
室では、市内の遺跡を代表する出土品を年代順に展示し、開放
廊下からは整理作業の様子を見ることができます。

将軍塚古墳
県指定文化財。全長115ｍ、後円部の高さ
15ｍ、前方部の高さ8ｍの前方後円墳。
墳頂には、藤原利仁将軍を祀った利仁神社
が創建されています。二子山古墳（行田市）につぐ県内第2位の規模の古墳。

埋蔵文化財センター
川越駅（八幡団地経由）行きバス柏崎下車徒歩15分

【休】土・日・祝　年末年始
TEL　0493-27-0333

将軍塚古墳
川越駅（八幡団地経由）行きバス
柏崎下車徒歩15分

金谷の餅つき踊り
昔、岩殿山に住む悪竜を退治した坂上田村麻呂に感謝して、喜びのあま
り踊りながら餅をついてもてなしたのが始まりと言われ、五穀豊穣を祈
念して行われます。演目は16種類で、3人つきと5人つきがあり、11月
23日に氷川神社に奉納され、餅は見物に訪れた人にも配られます。
見事な杵さばきが見ものです。

小説に登場する鎮守。7月下旬には獅子舞が奉納される。

比企一族顕彰碑

武蔵国比企郡を本拠とした比企氏。比企禅尼が源頼朝の乳母を務めた関係から、尼の子能員は頼朝の最も有力な御家人と
なり、頼朝・頼家二代にわたり乳母・婚姻関係を持ち、鎌倉幕府で権勢を誇りました。また、畠山重忠など比企地域ゆかりの
武蔵武士も幕府で多数活躍し、その縁で比企地域は頼朝をはじめ源氏や鎌倉ゆかりの文化財が数多く残されています。

H-5

F-4

E-2

C-6

H-4

G-4

G-5

埼玉県指定　無形民族文化財

国指定　重要文化財 国指定　重要文化財

県指定文化財。6世紀末から7世
紀初頭（古墳時代後期）の馬具で、
鉄製壷鎧は県内初の出土品。

天の園顕彰碑

坂東札所

坂東札所

坂東札所

坂東札所

鎌倉幕府と比企
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高坂彫刻
プロムナード

コース紹介

歩くコース
（全長　４.５km）

前橋藩松山陣屋跡
江戸末期の慶応3年（1867年）、川越藩主
松平直克が前橋に移封されたことにより、
比企郡の領地を支配するために建てた陣
屋跡。明治4年（1871年）まで城下町とし
ての機能を果たしました。

松山本郷の面影を残す建物
江戸期には日光の脇街道の宿場として、上沼
から下沼に至る南北に町並みが形成されま
した。寛政年間に建てられた下沼湖畔の石橋
供養塔碑には、下町の記述があります。5日、
10日には市が立ち、近郷近在の人たちで賑
わいました。当時の面影を残す風情が感じら
れます。

高坂彫刻プロムナード
高坂駅西口から西へ延びる約1キロの通りには、高田
博厚の32体のブロンズ像彫刻が展示されています。
通りの並木や時計塔の美しい駅舎と調和して芸術の
香りが感じられる街並みです。台座のパネルには作者
の言葉が添えられているので、ぜひ立ち止まってじっ
くり鑑賞したい。

正法寺（岩殿観音）坂東10番札所
本堂、観音堂、仁王門、鐘楼などが風格ある景観を作り出してい
る。仁王門から延びる門前町の面影を残した参道もぜひ歩きた
い。（門前町の面影を残した参道から訪れるのがおススメ。）迫力
ある根が特徴の大イチョウも一見の価値あり。

埼玉ピースミュージアム（平和資料館）からの展望
地上40メートルの展望塔からの眺めが素晴らしい。
晴れた日には360度のパノラマが楽しめ、新宿副都
心や東京スカイツリーまでも見ることができます。

市民の森
武蔵野の自然を色濃く残す約32ヘクタール
の広大な森。適度な起伏がハイキングに最適。
野鳥のさえずりを聞きながらの散策、森林浴
で心も体もリフレッシュ。

弁天沼（鳴かずの池）
悪竜退治の伝説が残る池。周囲の里山に溶け込み、のどかな景観を作り出している。

県立松山高等学校記念館
（旧制松山中学）
開校当時の校舎が現在の松山高校
の一角に記念館として保存されて
います。西洋風木造建築で、先人た
ちの意気込みを感じさせるもので、
大正ロマンの空気を伝えています。
平日の9：00～17：00に一般開放
されています。

コース紹介

高坂七清水
七清水八坂と呼ばれ、昔から湧き水と坂の
多いことで知られる地区です。台地と水
田の境目に沿って点在する清水をめぐる
ウォーキングコースが設定されています。

（コースはウォーキングマップを参照）

松山神社と大鳥神社
お酉さまで賑わう大鳥神社を有する松山神社。鬱蒼と
する大木を背に、古くから私たちを見守っています。近
くには、桜の名所として知られる上沼公園があります。

東松山市ステーションビル

なんじゃもんじゃの木
古くから箭弓稲荷神社にお参りに来た人たちに親
しまれてきた高さ10数ｍの大木。南方系の珍しい
種類なので、「なんじゃもんじゃ」と呼ばれるよう
になりました。春には白い花が咲き、黄色がかった
赤色の実がなります。

上田朝直建立青石塔婆
県指定文化財。戦国の世を生き抜いた名将、
松山城主の上田朝直が、元亀2年（1571年）に
一族や家臣の冥福を祈って建立した供養塔。

まなびのみち
かつて太平洋セメント（株）と秩父鉱業（株）
の貨物専用路線として運用されていた廃線
敷が、観光拠点を結ぶ約１３ｋｍの遊歩道

「まなびのみち」として生まれ変わりました。
(まなびのみちコースマップ参照)

東松山には、鉄道の駅が2箇所あります。東松山駅周辺の街中
では、松山本郷の面影を残す建物や、大正ロマンの空気を伝
える松山高等学校記念館、市の名木に認定された松山神社の
杜にはカシ・モミ・イヌシデなどが植えられており、散策の場
として市民に親しまれています。高坂駅周辺の街中では、高
田博厚の彫刻たちと豊かな自然があなたを待っています。

八雲神社
上沼に程近い天王坂に、4面すべて
を欅の彫刻で飾られた八雲神社が
あります。正面は花・鳥・竜・唐獅子、
左右に神話の世界が彫られ、見る人
を圧倒します。往時は、ここに住む
人の守り神だったことが伺えます。

物見山
標高135メートルの市内最高峰で古くから比企
丘陵を代表する展望の地として知られている。
四季を通じて比企丘陵の自然を満喫できる。

歩くコース
（全長　７.０km）

高坂七清水
（全長　６.０km）

1984（昭和59）年当時
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桜まつり（桜のライトアップ　3月下旬～4月上旬）
桜の開花時期にあわせて上沼公園と下沼公園の桜のライトアップを行います。
光に浮かび上がる桜の木々、沼に映る満開の桜は見事で、たくさんの方が花見
に訪れます。

東松山夏まつり：天王様（7月）
市街地を中心に行われ、古くから天王様と呼ばれる市を
代表するまつり。各町内では祭りばやしを演奏しながら
屋台を繰り出して引き廻し、神輿が練り歩きます。沿道
には露店が立ち並び、大勢の人で賑わう祭りです。

節分祭（2月）
箭弓稲荷神社では、2月に厄除け
開運の祈願とともに豆まきが行
われ、5月・11月には末社である
団十郎稲荷社で、芸能・技術の向
上を願って、団十郎稲荷祭が行わ
れます。

サンバカーニバル
（9月）

ぼたん通りを華麗な衣装のサンバチー
ムやよさこいで盛上げる夏の代表的な
イベントです。

よさこい陣屋まつり
（11月）

馴染みのチームも多く、毎年
20チーム近い踊り連が参加
します。

ひがしまつやま花火大会（8月）
約5,000発の花火が夏の夜空を彩ります。メイン会場では、腹の底
まで響く音と、頭上から降り注ぐ光を間近に楽しむことができます。

お酉さま（12月）
毎年12月15日に大鳥神社で行われる酉の市です。
露店が立ち並び、威勢の良い掛け声が飛び交うな
か、縁起ものの熊手などを求めて大勢の人が訪れ
ます。年末の風物詩です。

茅の輪くぐり（箭弓稲荷神社）

獅子舞
（西本宿）

1月 元旦祭
2月 節分祭　馬頭観音の絵馬市
3月 初午祭　桜まつり
4月 ぼたんまつり
6月 茅の輪くぐり（夏越大祓式）
7月 浅間さま（初山）　獅子舞（野田赤城神社・唐子神社・

 神戸神社・上唐子氷川神社）　東松山夏まつり
8月 高坂の天王様　七夕まつり　岩殿とうろうまつり

 ひがしまつやま花火大会
9月 箭弓稲荷神社例大祭　サンバカーニバル

10月 獅子舞（野田赤城神社・唐子神社・野本八幡神社・西本宿浅間神社）
 親子で歩こうハロウィンウォーク
11月 日本スリーデーマーチ　金谷の餅つき踊り
12月 お酉さま

七夕まつり（8月）
古くから商店街を支えた商店会で行わ
れ、昔馴染みの露店も見られます。

高坂の天王様
（8月1日に近い土日）

高坂地区で行われる地元に
根付いた祭りです。この祭り
で作る「高坂の酢まんじゅ
う」は有名。

悠久のときを刻む落ち着いた町です
が、桜咲く頃は静かに、暑さ盛りの7月・
８月には威勢の良い掛け声が響き渡る
夏祭りが繰り広げられます。年の最後
をお酉さまが締めくくります。

歳 時 記

日本スリーデーマーチ（11月初旬の3日間）
秋の比企丘陵の豊かな自然の中を自分の体力に合わせて5km、10km、20km、30km、40km、
50kmの各コースを歩きます。国内外から8万人近いウォーカーが参加する世界第2位、日本
最大規模を誇るウォーキング大会です。比企丘陵の自然の魅力に触れることができます。ま
た、東松山市を歩いて巡る「ふるさと自然のみち」7コースがあります。

上岡観音（馬頭観音）と絵馬市
馬頭観音としては関東随一の霊場と言われてい
る。毎年2月19日に行われる例大祭には牛馬を描
いた絵馬を売る市が立ちます。昔は農家の人たち
で賑わいましたが、今では、競馬場や乗馬クラブ
の関係者が多く訪れ、馬の守り観音として信仰を
集めています。

絵馬市の風景

上岡観音
東松山駅より熊谷駅行きバス上岡下車徒歩2分

A-1B-6
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東松山市下青鳥714-1
0493-24-3157
4～9月 9:30～18:00 10～3月 9:30～17:30

【休】第２木曜日（祝日除く）

八雲神社

松山神社大鳥神社
上沼公園

消防署

下沼公園

東松山
市役所

前橋藩
松山陣屋跡

松山本郷の
面影を残す
建物

上田朝直
建立青石塔婆

なんじゃ
もんじゃの木
なんじゃ

もんじゃの木

箭弓稲荷神社

東松山
I.C ●1

●2

●3

●4

●5

●6

●7

●8

●9

●10
●11

●11

●12

●14

●13

見知らぬ土地を訪れて楽しみの一つが、美味し
い食べ物です。夏から秋にかけては幸水や豊水
などの梨が楽しめます。夕暮れ時には、ぼたん
通り周辺を歩くと、“やきとり”の煙と匂いが鼻
腔を刺激してきます。また色々な各店自慢の逸
品が揃っています。 名物・やきとり

東松山市の名物として有名なのが「やき
とり」。東松山市のやきとりは他ではあ
まり例のない豚のカシラ肉を使ったも
のです。炭火で丹念に焼き上げ、辛い「み
そだれ」をつけて食べる独自のスタイル
です。深い味と豊かな風味が口の中にじ
んわりと広がります。焼かれて甘みを増
したネギのさっぱり感で、次々と串がす
すみます。お店ごとにこだわった色々な種類と味が揃っています。駅を中心に約50軒のや
きとり屋が点在しています。やきとり組合があるのは全国的にめずらしい。

観光農園「梨」
市の代表的な果物といえば「梨」。東平地区や野本地区、大谷地区は梨の産地として
有名です。幸水、豊水、新高をはじめ、県のブランド梨「彩玉」など、甘くみずみずしい
味で人気です。それぞれ収穫期が異なることから、8月中旬から10月中旬にかけ、
長い期間いろいろな味や食感を楽しむことができます。取りたての梨を食べると口
いっぱいに甘さが広がります。東平の梨園では、梨狩りを楽しむことができます。

いなほてらす
JA埼玉中央東松山農産物直売所「い
なほてらす」は直売スペースだけで
なく、市民交流コーナーやフード
コートなどの機能が充実した直売
所です。新鮮野莱の販売はもとよ
リ、フードコートでは地元の食材を
使ったメニューを提供しています。

比企三姫
比企氏にゆかりのある三姫（丹後の局・若
狭の局・姫の前）の名にちなんだ地酒です。

比企の春
地元の米を使って造られた地酒です。

夢灯路
地元のまつり（夢灯路）にあわせて造られ
た古代赤米による桜色をした地酒です。

東松山オリジナルを決定づけるヒミツは「たれ」です。白
みそをベースに、ニンニク、とうがらしなど十数種類の
スパイスを各店が独自の配合でブレンドした「みそだ
れ」は、秘伝の味。ピリッとした辛さがお肉の味を引き立

てます。自分にあった味を求めてお店をめぐってみてはいかがですか。

人気の秘密
は

「みそだれ
」

東松山を代表する特選グルメを紹介します。
どのお店も、選りすぐりの逸品ばかり。
ぜひ一度ご賞味ください。

※順不同

  やきとり、やきとん　歌琉多
地元で数少ない彩の国優良ブラ
ンド認定品の東松山名物やきと
りや味噌だれの製造販売店。

☎0493-22-7382
●住東松山市箭弓町2丁目12-7
●営15：00～21：00
●休無休

  和菓子の富久屋 春秋庵本店（工房直営店）
創業百有余年、「美味しい笑顔を
つくる」懐かしくて新しい、季節
感豊かな和菓子をお届けします。

☎0493-25-0298
 (22-0510）
●住東松山市松葉町1-11-15（松本町2-8-7）
●営 9：30～19：00
●休不定休

  ベーカリー＆カフェ あーとの国（いなり工房）
吉祥いなりずし「やきゅうのおい
なりさん」ぷれ、ごま、菜の三種で
す。小腹パック、玉手箱、大吉箱が
あります。

☎0493-24-8000
●住東松山市和泉町3-15
●営 8：30～16：00
●休土・日・祝 但し予約はいつでもOKです。

  (有)四ツ橋せんべい
余計な手を加えず米の味を楽し
める「本物の煎餅」です。

☎0493-22-0967
●住東松山市松葉町3-12-52
●営 9：00～19：00
●休日曜日

  コロラド　東松山店
カフェ、コロラドはサイフォン
で淹れたフルサービス本格コー
ヒーのお店です。

☎0493-25-0035
●住東松山市箭弓町1-12-16
　東松山市ステーションビル2F
●営平日 7：00～20：00　休日 7：30～20：00
●休 12月28日～31日

  茂寿司
美味求真！本マグロ・コハダ・穴
子等こだわりの種を！日本酒・焼
酎いろいろ取り揃えています。

☎0493-24-8222
●住東松山市箭弓町1-6-15
●営12：00～14：00　17：00～22：00
●休水曜日

東松山市マスコットキャラクター

あゆみん まっくん

  （有）あずま家
午後5時より晩酌セット1000円

（税抜）。一階席限定3品および生
ビール１杯付き。お得です。

☎0493-22-0461
●住東松山市材木町13-4
●営17：00～21：00
　予約は随時
●休日曜日　但し予約に限り日時等随時

G-4

  (有)清晨庵
東松山、比企地区の名産品として、
自家製お菓子の製造販売に努めて
おります。

☎0493-22-2110
●住東松山市本町1-1-9
●営 8：30～19：00
●休特になし

  手打ちそば　満つ乃
明治の頃の商家をお店にし、蕎
麦・うどんも昔ながらの手打ち。
スリーデーの方も30年来て頂い
ています。

☎0493-22-0072
●住東松山市本町2-2-36
●営11：00～13：45　17：00～18：30
●休月曜日・木曜日の夕方・金曜日

  やきとりひびき

東松山駅前本店 東松山本店（丸広百貨店）

欧州シェフ協会等で最高金賞受賞秘伝みそだ
れ、黒豚の甘みと絶妙な味をお試しください。

☎0493-22-8888
●住東松山市材木町19-30
●営10：30～19：00
●休不定休

☎0493-25-1184
●住東松山市箭弓町1-13-15さくらビル１F
●営平日/11：00～13：30　16：00～23：00
　土日祝日/11：00～22：00
●休不定休

  やきとり 三金

☎0493-24-4129
●住東松山市箭弓町1-6-19
●営 11：00～25：00
●休年中無休（ランチ時休業有、但し予約に
　限り日時等随時）

大小ご宴会承ります。
人数、約50名まで。
心よりお待ち申し上げております。

  くらんぼん
ピーターラビットの故郷「英国湖
水地方」の木造の温もり豊かな農
家を皆で造りました。

F2 キッチンカフェクランボン（洋食）F1 そばくらんぼん
☎0493-27-1892
●住東松山市大字松山2428-5
●営11：30～21：30
●休水曜日

☎0493-27-1881
●住東松山市大字松山2428-5
●営11：30～15：00　17：30～20：00
●休火曜日夜・水曜日

  料亭　坂本屋
足もと楽らくテーブル、個室もで
きました。お食事会、大・小ご宴会
承ります。

☎0493-22-0028
●住東松山市材木町6-16
●営11：00～14：00　17：00～21：00
●休火曜日（月に1日臨時休業有）

  和食　藤川

☎0493-24-6200
http://www15.ocn.ne.jp/~fujikawa/
●住東松山市加美町11-35
●営11：30～14：00　17：00～22：00
●休月曜日（不定休）

東松山名物、かしら肉と辛みその丼。ひもを引
いて待つだけで、あつあつが召し上がれます。

「持ち帰り 藤川山賊丼」
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●交通機関●

名称 住所 アクセス お問い合わせ先

旅　館
上沼旅館 本町1-3-36 東松山駅より徒歩15分 ☎0493-22-0207

かぢや旅館 材木町14-1 東松山駅より徒歩10分 ☎0493-22-0074

ビジネスホテル

シティホテル東松山 箭弓町1-1-20 東松山駅より徒歩5分 ☎0493-25-1300

ビジネスホテル
ステーション 箭弓町1-5-5 東松山駅より徒歩3分 ☎0493-22-1787

東松山第一ホテル 箭弓町1-18-10 東松山駅より徒歩5分 ☎0493-25-1515

ガーデンホテル紫雲閣東松山 箭弓町2-5-14 東松山駅より徒歩5分 ☎0493-23-5151

アパホテル埼玉東松山駅前 箭弓町1-12-11　 東松山駅より徒歩１分　 ☎0493-23-8881

スーパー銭湯 野天風呂　蔵の湯 柏崎660 東松山駅より川越行きバス10分 ☎0493-23-2641

名　　称 連絡先 ・ 電話番号

電　車 東武東上線
東松山駅　☎0493-22-0076

高坂駅　☎0493-34-3128

バ　ス

東松山駅～熊谷駅 国際十王交通（株）熊谷営業所　☎048-521-3560

東松山駅～鴻巣免許センター

川越観光自動車（株）森林公園営業所　☎0493-56-2001高坂駅～鳩山ニュータウン

高坂駅～東京電機大学

東松山駅～川越駅 東武バスウエスト川越営業事務所　☎049-222-0671

市内循環 東松山市役所　☎0493-23-2221

タクシー

イグチ交通 ☎0120-11-2045

観光タクシー ☎0120-07-9989

ダイイチ交通 ☎0493-23-5555

東松山交通 ☎0493-23-3333

東松山市へのアクセス

面　　積：65.35㎞2　　市の木：松　　市の花：ぼたん
アクセス： 車（東松山ICまで）… 関越自動車道練馬ICより約

30分、圏央道鶴ヶ島JCT
より約10分、上信越道藤
岡JCTより約30分

 電　車………………… 東武東上線池袋駅より高
坂駅まで約50分、東松山
駅まで約55分

 バ　ス………………… 熊谷駅より約40分
	 	 鴻巣駅より約40分

東松山市は県のほぼ中央、都心から50km圏内
に位置し、関越自動車道のICを有し、池袋から東
松山駅までは東武東上線急行で約55分、TJライ
ナーでは最短44分でアクセスできます。

（令和元年9月現在） 東松山東松山

嵐山
小川 IC

花園 IC
熊谷

鴻巣鴻巣

寄居

秩父

飯能

川越

池袋

大宮

東武
東上線

関越
自動車道
関越
自動車道

坂戸越生

川越 IC

鶴ヶ島
JCT
鶴ヶ島
JCT

所沢 IC

練馬 IC

本庄
児玉 IC

藤岡
JCT
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