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今回は
「化石と自然の体験館」
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農林公園いちご摘み取り体験 1

Garden&Cafe Prunus
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さわやかな甘い香りに包まれたハウス内で、
完熟したイチゴの摘
み取り体験がお楽しみいただけます。
品種は紅ほっぺ・よつぼし・か
おり野・やよいひめの４種類。
高設栽培を導入していますので小さな
お子様からご年配の方まで摘み取りをお楽しみいただけます。
好み
のイチゴの味を探してみるのもオススメです。

箭弓
（やきゅう）稲荷神社はその読みかたから野球関係者からも
注目され、
プロ野球の選手や監督も必勝祈願に訪れます。
バット型
絵馬とベース型絵馬があり、
野球少年・ファンからの願掛けも絶えま
せん。
2022年1月1日には元旦祭が、
2月3日には節分祭が執り行わ
れます。

東松山市農林公園

箭弓稲荷神社

体験期間 2021年12月15日〜2022年5月末迄
東松山市大谷4212-1

元旦祭 2022年1月1日 節分祭 2022年2月3日
東松山市箭弓町2丁目5-14

現在埼玉に海はありませんが、
約1,500万年

東松山駅

化石と自然の
体験館

●東松山市役所
総合会館

東松山IC

関越
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〜 願掛けの絵馬で野球も上達？ 〜
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箭弓稲荷神社 元旦祭・節分祭

〜 温室内でいちご摘み 〜

前、東松山市の一部は海でした。
その時代の
化石を発掘体験できるのが「化石と自然の体

箭弓稲荷神社

験館」です。
発掘の仕方を学んでから体験がで
きるので初心者でもOK。
見つかる化石は「サメ
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の歯」や「ウニのとげ」など様々です。発掘した

岩殿観音(正法寺)

化石は講師が何の化石か鑑定してくれます。
そ

いなほてらす

ことができます！ふるいでの発掘体験は屋内なの
で、
雨の日でも安心。
体験は事前予約制です。
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してなんと、
見つけた化石は一部を除き持ち帰る

化石と自然の体験館HPからご予約ください。

TEL：0493-39-0150

◀発掘された
メガロドンの化石
東松山市化石と自然の体験館

予約専用HP

比企氏ゆかりの地

TEL:0493-22-2104

馬頭観音の絵馬市
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〜 豪族、
比企氏の足跡をたどる 〜

〜 競馬ファン注目 〜

2022年大河ドラマ「鎌倉殿の13人」にも登場する比企氏ゆかり
の地をめぐるコースが設定されています。
喧騒を離れて歴史に思い
を馳せながら、
ゆかりの地を散策できるコースです。
ドラマ放映にあわ
せて一度訪れてみては。

「上岡観音を参拝しない馬持ちはウマカッタと言ってはならない」
といわれるほどで、
絵馬市は国の選択無形民俗文化財に指定され
ています。
古くは軍馬や農耕馬の守り観音として信仰を集め現在は
馬主、
調教師などの競馬関係者なども祈願に訪れます。

埼玉県東松山市坂東山13
TEL:0493-35-3892

東松山の魅力・名所・四季折々の写真を募集しています。
募集期間:令和3年11月1日
（月）
〜令和4年1月7日
（金）
▲平成31年市長賞「願い舞う」

観光写真コンテストを開催

＊年末年始を除く、
郵送の場合は消印有効
規

格：四つ切またはワイド四つ切プリント

（額装・パネル張り不要、
写真の裏に出品票を添付してください）

作品展：令和4年2月16日
（水）
〜2月20日
（日）10時〜16時 東松山市立図書館3階展示室
その他詳しくは実施要領をご確認ください。 実施要領は観光協会HPにも掲載しています。

発行：（一社）東松山市観光協会 埼玉県東松山市松葉町1-2-3 総合会館
0493-23-3344

FAX 0493-23-7775

https://www.higashimatsuyama-kanko.com

大岡市民活動センター ※写真は宗悟寺

妙安寺

東松山市大谷3400−10
TEL:0493-39-0602

絵馬市 2022年2月19日
東松山市岡1729
TEL:0493-39-0052

旬

の農産物情報

私のおすすめ

その1

リポーター
大東文化大学 政治学科3年

関根

早紀

みなさんこんにちは！
東松山市の魅力を知っていただくリポートの依
頼を受け、
執筆の機会をいただけたこと、
非常にう

Twitter

【実施概要】

東松山直売所（いなほてらす）
では地元産安全・安心・新
鮮野菜が毎日入荷いたします！

年末年始祝日を除く

れしく思っております！
今回、
私は「Garden&Café Prunus」
というお

12月からはご好評頂いております「いちご」の出荷が始まりま
した！甘くて美味しいとちおとめ、
まろやかな酸味のやよいひめ
を中心に5月頃まで販売します！

花屋さんがオーナーのカフェを紹介します！ぜひ
最後までお読みください。
皆さんには「Garden&Café Prunus」の雰囲
気を紙面上でも味わっていただきたいので、
お写

東松山直売所
「いなほてらす」
※本事業は、東松山市／東武鉄道／ＪＡ埼玉中央／
大東文化大学／コークッキングの連携事業です。

東松山市役所商工観光課

東松山市下青鳥714-1
電 話：0493-24-3157
定休日：第2木曜日
（祝日除く）

℡0493-21-1427

真と共に臨場感をお伝えしていきます！
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旅のご準備はできましたか？ Let s go!
詳細はこちらから▶

人形が迎えてくれるエントランス

東松山の風を感じながら、
豊かなひと時を。
東松山市の中心部から北の方、
熊谷方面に向かって、
田畑を見ながらしばらく車を

東松山市観光ガイドと巡る

走らせていると、
おっと、
かわいらしい建物が見えてきました。あれは何だ？小屋かな？

旬な観光スポット

どうやらお店のようです。

by 東松山市観光ガイドクラブ
近くにある駐車場に車を止め、
階段を上ろうとすると入口の人形が門番のように立っ

東松山市観光ガイドクラブは、
２０１１年に発足し、
今年十周

ています。
首にはなんとあれが…。
あの生き物がこんなところに使われているなんて…。
そ

年を迎えるガイドクラブです。
東松山市は、
埼玉県の西部、
水
田地帯から緑豊かな比企丘陵に位置しており、
石器時代か

れはさておき、
階段を上り、
ドアを開けると自然光が入る木製のカフェとなっています。
奥

らの長い歴史に彩られた多くの観光資産を抱えた地域です。

に進むと、
広いお庭が広がっています。
カフェのお隣には立派な桜が立っており、
春には

市内には彫刻の素晴らしい箭弓稲荷神社や原爆の図丸木

私たちの心を引き込んでくれそうです。
お庭側にはテラス席もあり、
執筆者の私は夕方に

美術館などの魅力的な観光資源がありますが、数々あるス

訪れたのでお茶を頂く時間もありませんでしたが、
日中はランチセットや自家製ケーキセッ

秋の大銀杏

ポットの中で、今、最も

素敵な中庭！

旬なスポットを紹介させて頂きます。
来年のＮＨＫ大河ドラマは「鎌倉殿の１３人」
と決まり、
撮影も進んでいるようです。
この１３人の中に
地元比企を代表する武士「比企能員」が含まれています。
この比企能員が中興した坂東三十三観

トがあります。

東松山の風を感じながら

音巡礼「第十番札所岩殿観音」はいかがでしょうか？坂東三十三観音とは、
関東地方にある33

豊かなひと時を過ごしてみては

か所の観音霊場のことで、
その起こりは源頼朝による祈願で、
源実朝が西国の霊場を模範として札

いかがでしょうか。

所を制定したと云われています。
その全てを巡礼すると総距離1300kmにもなります。
例年１２月初旬は、
樹齢700年と云われる大銀杏の葉が黄色くなり、
境内を彩ります。
また江戸時
代の風情を残す参道も見所です。

雪景色の岩殿観音参道

東松山市岩殿1229
電話：0493-34-4156
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ガーデン&カフェ プラナス

ガイドは東松山市観光協会HP・観光ガイドクラブのページからご依頼ください。

岩殿観音(正法寺)

Garden&Café Prunus

埼玉県東松山市大谷1549-3
TEL：0493-81-5607
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営業時間：11:00 〜 16:00
（LO）
正法寺HPはこちらから▶

定休日：金曜日

写真は同店提供

