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令和2年3月発行  

寄附金募集のご案内 ◎特定公益増進法人である当協会への寄附は、税法上の優遇措置の対象になります。

　当協会では桜回廊寄附金のほか、目的別に定めた2種類の寄附金を募集しております。多くの皆さまからのご支援をお待ちしております。

　さいたま市の将来にわたる、緑化推進
のための基金です。
　寄附金は、基金積立のほか、子どもたち
の作成した「手作り樹名板」の公園への
設置(※1)や、緑化普及啓発のPR活動(※2)

などに活用しています。
※1　手作り樹名板は、岩槻城址公園、三橋総合公園他、

市内5ヶ所の公園施設に、累計約460枚設置して
います。

※2　毎年、花の種（15,000パック）を購入し、イベント
出展時等に無料配布しています。

緑の基金
　公園の機能や価値の向上を目的とす
る講座・イベント開催のための寄附金
です。
　子育て支援、健康増進、自然体験、環
境教育などをテーマとした、公益的な講
座・教室・イベントの原資として活用して
います。
※　秋葉の森総合公園の「自然体験型教室（親子ザリガニ
釣り）」、岩槻文化公園の「トランポリン体験イベント」
等の各種教室・イベント等の開催費用の一部に充当し
ています。

公園文化創造寄金

とぴっくす

　当協会では、自動販売機の収益を公園の管理運営に還元し、皆さまの利便性の向上を図っています。
　令和元年度は、与野公園（中央区）の南側トイレと藁田島公園（見沼区）のベンチ22基を対象に行いました。
※写真は与野公園のトイレです。便器の洋式化、内装変更及び照明器具のLED化等により、快適性もアッ
プしています。

与野公園の南側トイレをリニューアルしました

「桜回廊寄附金」募集のご案内

　当協会では、都市緑化の推進・啓発事業として、新たに「桜回廊寄附金」を開設し、見沼田ん
ぼ「桜回廊」のさらなる充実を図ってまいります。
　今回の事業は、新たな桜の植樹のほか、老朽木や立枯れた木の更新など、「桜回廊」の桜を
「守る・育てる」取り組みであり、次代に引き継いでいくためのものです。多くの皆さまからの
ご支援・ご協力をお待ちしております。

　お問合せは、『公益財団法人さいたま市公園緑地協会 事業グループ（TEL : 048-836-5678／
　FAX : 048-836-5200）』まで。
　※趣意書、寄附申込書は協会ホームページからダウンロードできます。

特定寄附金「桜回廊寄附金」を新たに開設いたしました

緑化のおすすめ

　公道に面して、新しく生け垣を設置される方を対象に、費用の一部を助成する制度です。
　新築や外構のリフォームを計画するときは、ぜひ生け垣をご検討ください。
　樹木の緑は気持ちを休める効果があり、災害時にはブロック塀のような倒壊の危険性が少な
く、火災の延焼を防いだり、風を通して快適な生活環境をもたらします。
※申請にあたり条件がございます。 詳細は『公益財団法人 さいたま市公園緑地協会 事業グループ
　（TEL : 048-836-5678／FAX : 048-836-5200）』までお問合せください。また、資料は協会
ホームページからダウンロードできます。

生け垣助成制度をご利用ください

【リニューアル後】【リニューアル前】
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　令和2年2月。岩槻城址公園にバッテリー
カー施設がオープンしました。ラインナップ
は、機関車トーマスのほか、アンパンマン、
ペンギン、バイク、スペースシャトルです。
　岩槻城址公園は、一部遊具がリニューア
ルされて楽しさ倍増! ぜひ遊びにいらして
ください。
　当協会では、岩槻城址公園のほか、三橋
総合公園、大崎公園、大宮花の丘農林公苑
でバッテリーカー施設を運営しています。
近くにお越しの際にはお立ち寄りください。

岩槻城址公園バッテリーカー  
さいたま市岩槻区太田3-1-1
TEL : 048-757-9122／FAX : 048-878-8310

三橋総合公園
さいたま市西区三橋5-190
TEL : 048-623-0505

大崎公園
さいたま市緑区大崎3170-1
TEL : 048-878-2882
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大宮花の丘農林公苑
さいたま市西区西新井124
TEL : 048-622-5781
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人形のまち「岩槻」を
代表する公園では、

いろいろなイベントが
開催されます

岩槻城址公園は自然林に囲まれた起伏の多い公園で、長禄元年（1457）に太田道灌が築いた岩槻城の城郭を生かして整備されたと伝えられています。
春には約600本の桜が咲き誇る名所としても知られ、菖蒲池にかけられた朱塗りの八ツ橋が美しい風光明媚な公園です。
また、園内には史跡、野球場・テニスコートなどのスポーツ施設、遊具が設置されたわんぱく広場、ピクニック広場や修景池などがあり、お子さんからご高齢の方まで幅広
くご利用していただける施設です。

●公共交通機関 東武野田線 / 岩槻駅下車 徒歩23分（1.8km）
●自家用車 駐車場 : 第1駐車場 78台、第2駐車場 150台、第3駐車場 63台
  駐車場利用時間　8時30分～17時15分

岩 槻 城 址 公 園
交通アクセス

岩槻人形博物館が開館しました!岩槻人形博物館が開館しました!

新しい遊具が仲間入り岩槻城城門（黒門） 
城内での本来の位置は不明ですが、三
の丸内の藩主居宅の構えの門であった
可能性が高い。岩槻城廃城後、埼玉県
庁正門などに利用されたが、昭和29年
（1954）当時の岩槻市に払い下げられ
ました。昭和45年現在地に移設。

ロマンスカー
土曜日・日曜日・祝日
10時～15時
（12時～13時はお休み）
8/1～31は毎日10時～16時

第3駐車場開閉時間
4月～9月
9時～18時
10月～3月
9時～17時

岩槻城裏門
岩槻城裏門と伝えられる薬医門形式
の門。明和7年（1770）の建立、文政6
年（1823）に補修の手が加えられまし
た。岩槻城廃城後民間の所有となった
が、昭和55年（1980）に当時の岩槻
市に寄贈され、現在地に移設復元され
ました。

岩槻城跡 
岩槻台地東縁の突端を利用した広大
な城郭の内、新曲輪、鍛冶曲輪などの
部分（岩槻城址公園）が史跡に指定さ
れています。史跡指定地内には土塁・
空堀・馬出など、中世城郭の面影がよ
く残されています。

令和2年2月22日。“人形のまち岩槻”に、人形を専門とする
全国初の公立博物館「さいたま市岩槻人形博物館」が開館
しました。
第2期の企画展[4月25日（土）～6
月7日（日）]は、開館を記念する『開
館記念名品展Ⅱ　御所人形 ― 輝
く肌の魅力』です。公家や大名が愛
した高貴な御所人形の数々がお目
見えします。

園内の遊具がリニューアルされています。ぜひ遊
びに来てください。

〒339-0057 
さいたま市岩槻区本町6-1-1
TEL 048-749-0222　
FAX 048-749-0225 
（さいたま市岩槻人形博物館）

堀障子 
堀障子（ほりしょうじ）は畝（うね）とも
いい、城の堀に設けられた障害物のこ
と。後北条氏の城である小田原城や埼
玉県内の伊奈屋敷跡などからも見つ
かっており、後北条氏特有の築城技術
とみられています。

園内にある案内看
板です。
往時の「岩槻城」の
様子が俯瞰図（ふ
かんず）で描かれて
おり、右側には由
来などの説明が添
えられています。

さいたま市岩槻区太田3-1-1

ロマンスカー

流しびな（毎年2月下旬～3月上旬） 桜まつり（桜開花時期） 人形供養祭（毎年11月3日）

緑豊かな公園内では、
秋になるとさまざまな木の実
（マツボックリやドングリ）が

採れます。 マツボックリ マテバシイ クヌギ シラカシ
外観写真

御所人形 ― 輝く肌の魅力 展  裸童
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