TS URU GA S H I M A

住むナビ

住 むま ち、育むまち

1

通勤通学・お出かけに便利なまち
電車で 1 本
東京都内へのアクセスが
とても便利。東武東上線
で、若葉駅から約 40 分
で池袋に到着。東京メト
ロ副都心線や有楽町線へ
の乗り入れにより、新宿・
渋谷・横浜方面、銀座・
豊洲方面にも 1 本で行く
ことができます。

鶴ヶ島市は、埼玉県のほぼ中央に位置し、交通アクセスの
良さから、今も昔も首都圏のベッドタウンとして、
“住むまち、
育むまち”として選ばれてきました。
毎日の暮らしがなによりも楽しく、
大切な人やものをゆっくりと育み、
そして、人と人とのあたたかい結びつきを感じられる―。

車もアクセス良好

住まう人にとって鶴ヶ島は、

関越自動車道と圏央道を結ぶ鶴ヶ島ジャンクションが
あり、高速に乗って多方面にアクセスが容易です。

そういうまちでありたいと思っています。

基礎 DATA
人

口

2

69,939 人

世帯数

31,278 世帯

面

17.65㎢

積

6 年連続、保育園の待機
児童がゼロ（各年 4 月 1
日現在、国定義による）。
学童保育室も全小学校区
に整備しています。

鶴ヶ島市

（男 34,733 人 女 35,206 人）

埼玉県

（令和元年 7 月 1 日現在）
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東武東上線

東京メトロ有楽町線
大宮

若葉

（

東京メトロ副都心線

（約40分）

鶴ヶ島

川越

（約2分）

（約10分）

和光市

有楽町

（約30分）（約40分）

災害に強いまち
市内には、山や大きな川
がなく、自然災害で被害
を受けるリスクが低いと
いえます。住む場所・家
を建てるには◎。

JR 川越線
池袋

子育てを応援するまち

（約70分）

渋谷

）
内は若葉駅からの所要時間

（約65分）
至 横浜
（約90分）
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鶴ヶ島の伝統行事「 脚折雨乞」

駅近商業施設「ワカバウォーク」

白鬚神社
駅
高倉日枝神社
松
本
一
農業交流センター
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すね お り あ ま ご い

池尻池
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JCT

高徳神社

P8-9、12

中央図書館

高倉地区の菜の花

2

圏央
鶴ヶ島
IC

運動公園
（太田ヶ谷沼）

お花見スポット「運動公園」
3

鶴ヶ島

住むナビ

に

住むナビ
Ch ec k !

市民の方へアンケート調査を行ったところ、
回答者の約 88.4％が

「鶴ヶ島市は住みやすい」と感じています。

住みよい 27.1％
まあ住みよい 61.3％

無回答 0.6％

住まう
災害に強いまち
山がない→土砂災害なし
海がない→津波なし
大きな川がない→浸水リスクが低い
固い地盤→「液状化危険度」が極めて低い

（埼玉県地震被害想定調査より）

家を建てるには…

わからない 3.7％
住みにくい 1.4％
どちらかといえば
住みにくい 5.9％

「そのママ割」
・
「子育て割」
・
「子育て応援マンション」
などがあります

市内に住宅購入で
「優遇住宅ローン」

詳しくはＰ17▶

詳しくはＰ17▶

※平成 30 年度市民意識調査「住みやすさ」に対する回答

詳しくは P14-17

「マタニティ・フリーパス」で
つるバス・つるワゴンが
無料

m ore

▲

子育て

6 年連続！
保育園待機児童
ゼロ

図書館が充実

鶴ヶ島めぐり
詳しくはＰ12-13▶

全小学校区に
学童保育室を整備。
最大 20 時まで

小中学校の
耐震化率 100％

詳しくはＰ18-19▶

鶴ヶ島を彩る
ステキなもの

親子で自然体験
詳しくはＰ20-21▶

こども医療費無料
中学 3 年生まで

全小中学校校舎に
空調設備完備

詳しくはＰ24-25▶

まちの
“ 子育て応援店 ”
詳しくはＰ26-27▶
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鶴 ヶ 島を
彩 る 行事

すねおりあまごい

雨乞いのまち 鶴ヶ島
「脚折雨乞」は、国選択無形民俗文化財・市指定無形文化財に指定
されている降雨祈願の行事。４年に１度、姿をみせる竹と麦わらで
りゅう だ

できた巨大な龍蛇は地域の人たちの手によってつくられています。
全長 36m、重さ約３t の龍蛇は、雨乞行事当日の「入魂の儀」により、
りゅうじん

しらひげ

かんだちがいけ

龍神となり、約 300 人の男衆に担がれ、白鬚神社から雷電池までの
約２km の道のりを練り歩きます。そして、雷電池につくと池の中
で暴れまわり、担ぎ手たちは「雨降れたんじゃく、ここへ懸れ黒雲」
と叫びながら降雨を願います。祈願を終えると、龍神は池の中で解
体されますが、この解体には池を汚し、龍神の怒りをよび起こして、
雨を降らせる意味があるといわれています。

は

オリンピックの年
脚折雨乞の年♪

詳細はこちら ▲

ると、翌 51 年に見事に復活。
現在は夏季オリンピックの開
催年に行われ、鶴ヶ島市民の
みならず、多くの人を魅了し
ています。

脚折雨乞の歴史
脚折雨乞は、鶴ヶ島市の脚折
地区に伝わる伝統行事で、そ
の歴史は江戸時代にまで遡り
ます。干ばつの年に行われて
いた雨乞いですが、専業農家
が減少したことで、昭和 39
年を最後に一度途絶えること
に な り ま し た。 し か し、 昭
和 50 年、この行事の持つ地
域の連帯感の大切さを再び認
識した脚折地区の住民が「脚
折雨乞行事保存会」を結成す

▲ 伝統行事を後世に伝えていくための
「龍蛇ふる里会館」
。ミニ龍蛇などを
展示しています。

6

A gigantic dragon god made of bamboos and straws which is 36 meters long and
weighs 3 tons is shouldered by around 300 men and is carried through the streets
in the city. Spectators are overwhelmed by the dynamic movements of the dragon
god dashing across the national road or going into the water with carriers, and are
amazed by the scene of dismantling the god all together. This event is held every
four years, same as Summer Olympics.
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楽しむ

鶴ヶ 島 を
彩る 行 事
花が咲き乱 れる美しい春。
熱 気を肌で感じる夏 。
鶴ヶ島ならではの 催しを
めいっぱい 楽しんでみませんか？

高 倉 菜の花まつり

4月開催
毎年

FlowFeers tival

一面に広がる黄色い菜の花のじゅうた
ん。3 月下旬から 5 月上旬の約１か月間
菜の花が楽しめます。期間中には、イベ
ントも行われ、和太鼓やダンスなどの出
し物、模擬店、フリーマーケットも開催
されます。桜まつりと並んで、鶴ヶ島を
代表する春のイベントのひとつです。

毎年

3月下旬〜
4月上旬

Cherry Bloassl
Festiv

桜まつり

om

7月開催 サマーカーニバル
毎年

鶴ヶ島駅西口商店街通りを歩
行者天国にして行われる夏ま
つり。華やかなサンバパレー
ドが通りを練り歩き、鶴ヶ島
の夏を盛り上げます。

7月開催
毎年

運動公園は、市内随一の桜ス
ポットです。太田ヶ谷沼をぐ
るりと囲んで 200 本以上の桜
が咲きます。開花時期に行わ
れる桜まつりでは、色々な催
しやライトアップを実施。桜
の季節を多くの市民が楽しん
でいます。

祭礼

天王様

毎年７月に行われる八坂神社
の祭礼。町内の方の協力や熱
意で祭りの伝統は今も受け継
がれ、毎年多くの人で賑わい
をみせています。

11月開催 産業まつり
毎年

Party People Should Go to Tsurugashima!
The City of Tsurugashima, surrounded by rich nature has a lot of regional activities
and festivals in a full sense of each season. In spring, you can enjoy a carpet of
beautiful yellow flowers in “Takakura Nanohana Festival” and cherry blossoms at
night in “Sakura Festival”. It will make you feel closer to the nature of Tsurugashima.
The summer carnival is one of those which represent Tsurugashima.
In the carnival, regional self-governing bodies locate refreshment booths that attract
many citizens.
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鶴ヶ島の美味しい！楽しい！
がたくさん集まるイベントで
す。各種模擬店や農産物など
がずらりと並び、さらにキッ
ズダンスなどのステージイベ
ントが会場を盛り上げます。
9

楽しむ

若 葉 駅 、徒 歩 1分 の

家族みんなの

お 楽 し み ス ポ ット

ワカバウォーク
ショッ ピ ン グ 、 食 事 、映画などが
ひとつ の 場 所 で 楽 し める W A K A B A WA LK 。
行政サ ー ビ ス な ど も 充実したとても便利な駅前施設は 、
夫婦や 家 族 で 楽 し い 時間が過ごせる
おすす め ス ポ ッ ト の ひとつです！

詳細はこちら ▲

買う！

食 べ る！

大型のスーパーマーケットを
はじめ、子どもの衣類や雑貨
がそろうお店やドラッグスト
ア、100 円ショップなど、食
料や日用品を扱う店舗が充実
しています。ほかにも、家族
で買い物ができる衣料品店や
インテリアショップ、書店な
どもあり、日々の生活に必要
なものが多くそろっています。

洋食、和食、イタリアンと、
様々なジャンルの食事が楽し
めます。ファストフード店や
カフェなどもあるので、食事
だけでなくリフレッシュにや
ってくる人や、買い物帰りに
ちょっとお茶に立ち寄る人も
いて、いつもにぎわっていま
す。

観 る！

行 政サービスコーナー

大迫力の音響システムを導入
した映画館があります。9 つ
のスクリーンが設けられ、総
座席数は 1700 席以上。パパ・
ママのための「抱っこ de シ
ネマ」
（＝赤ちゃんと一緒に
映画鑑賞ができる！）が行わ
れる劇場でもあります。

ワカバウォーク 1 階では、住民
票など様々な証明書の発行や
医療費の助成金支給申請書な
どを受け付けているほか、パス
ポートの申請手続き（市民の
み）が可能です。また、図書
の貸出しや返却なども行ってい
ます。買い物や食事と合わせて
利用できるので、忙しい人には
便利な場所です。

ワカバ
ウォークの

こんなとこがうれしい♪
近くにある便利なデートスポッ
ト。二人とも映画鑑賞が趣味。
映画を観て、そのあとに買い物、
食事といろいろなことがこの場
所でできることが魅力ですね。
駅から近いので、会社帰りに駅
で待ち合わせて、プラっと立ち
寄れるのがうれしいです。
20 代夫婦

小さい子どもを連れて、いろい
ろなところに買い物にいくの
は、たいへんなこと。ここでは、
子どもの洋服や子育てグッズ、
本などがひとつの場所でそろう
ので、子育て世代の私たちには
本当にうれしいスポットです！

30 代家族
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楽しむ

親 子で鶴 ヶ 島 め ぐ り

緑 豊かでの ん びりできる公 園と
伝 統 行 事などが行われる神 社 。

力を
もらう

ホッ
とする

鶴 ヶ島市運動 公 園
自然あふれる運動公園は、リラックスできる憩いの場。樹林地や太
田ヶ谷沼のある水辺、スポーツが楽しめるグラウンドなどがひとつとな
って、子どもから年配の方までたくさんの人が足を運びます。春の楽し
みはお花見。夏のおすすめは、自然観察の森や親水広場。秋の見ど
ころは何といっても紅葉。そして冬。雪景色の静かな公園も神秘的で
す。運動公園で、自然を身近に感じる時間を楽しんでみてはいかがで
しょうか。
も
セミ
カワ
よ！
る
い

神社
高倉日枝神社
たかくらひえじんじゃ

高倉獅子舞は、市の無形文化財に指定された江戸時代から続く伝
統行事です。毎年 11 月 2 日と 3 日に豊作感謝、疫病退散祈願のた
め獅子舞が奉納されます。高倉獅子舞は、三頭立ての獅子舞でサ
サラ獅子とも呼ばれています。その構成は、万灯、貝吹き、天狗、
花笠、はいおいなどで、笛吹きと歌うたいに合わせて舞が行われ
ます。舞には「女獅子がくし」と「竿がかり」などがあります。
高 倉 獅 子 舞を見にいこう！

春

白鬚神社
秋

冬

しらひげじんじゃ

「脚折雨乞」の龍蛇の出発
点であり、県の天然記念物
に指定されている樹齢 900
年以上といわれるケヤキの
大木があります。

高徳神社
こうとくじんじゃ

大正 2 年に創建された高徳
神社は、安産祈願や厄除、
恋愛成就などのご利益があ
るといわれています。木々
に囲まれた神社一帯は、
「市
民の森」に接しており、緑
豊かな場所でもあります。

夏

いけじりいけ

池尻池

池尻池公園には春から夏に
かけてカワセミがやってき
ます！散歩にもぴったりの
気持ちいいスポットです。
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de

育 む

鶴ヶ島

で

子育て

安心して子育てができる理由は、こんなところにあります。

DATA
認可保育園

1

待機児童ゼロ
保育園の待機児童は 6 年連続でゼロ（各年 4
月 1 日現在、国定義による）。働く子育て世
帯を応援します。

13 園

認定こども園

1園

私立幼稚園

5園

地域型保育施設

4 か所

病児保育

1 か所

駅前送迎保育

1 か所

子育てセンター・
つどいの広場

5 か所

児童館

4 か所
（令和元年 7 月現在）

2

すべての認可保育園などで
延長保育を実施
最大で朝７時から 20 時までの延長保育を実
施。子育て世帯をしっかりサポートします。

3

多様な保育サービス
一時預かり保育

Pick up!

相談窓口の充実

■

安心して子育てができるよう、妊娠期から子育
て期までを切れ目なくサポート。保健師や助産
師などがいつでも相談に乗ります。

市内 7 か所の保育施設で実施しています。保
護者の疾病など緊急時の保育に対応します。

病児保育

お子さんの急な体調不良などで、集団保育が
困難な場合に一時的にお預かりします。診療
所に併設しているので安心です。

休日保育

日曜日や祝日もサポート。色々な働き方を応
援します。

ゆりかご教室

■

これからパパ・ママになる方のための教室です。
お風呂の入れ方やパパの妊婦体験など、楽しみ
ながら準備ができます。

こんにちは赤ちゃん訪問

■

駅前送迎保育ステーション

出勤前に保育ステーションにお子さんを預け
て仕事場へ。若葉駅から市内の各認可保育園
を結ぶバスを運行しています。

赤ちゃん訪問員（保健
師・助産師・看護師）が
赤ちゃんの生まれた家
庭を全戸訪問し、母子
の健康相談や育児相談
に応じ、育児の情報を
提供します。
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育 む

4

パパ・ママの
交流の場がいっぱい
子育てセンターやつどいの広場、児童館など
では、毎月様々な子育て講座や催しなどを実
施しています。保育士やほかのパパ・ママと
気軽に交流をしながら子育て！

5

小学生になっても安心、
学童保育
全小学校区に学童保育室を整備。待機児童も
ゼロ。最大朝 7 時半から 20 時までの預かり
が可能です。お子さんも保護者も安心です。

ート
もっと！ サポ

Information

つるがしまで暮らす！

不妊検査費・不育症検査費を助成

■

2 万円を限度に、1 組 1 回限り、助成します。

不妊治療費を助成

■

特定不妊治療を受けた夫婦に、10 万円を限度に、
1 年度あたり 1 回、通算 5 年度まで助成します。

マタニティ・フリーパス（特別乗車証）

■

妊婦の方が、特別乗車証を提示すると、つるバ
ス・つるワゴンを無料で利用できます。

「優遇住宅ローン」

■

市では、定住を促進するため、地域の金融機関
と連携し、市内に住宅を新築、購入、増改築す
る方のために、取扱条件を優遇した専用の住宅
ローン商品を提供しています。融資内容など詳
細は、各金融機関（埼玉りそな銀行・武蔵野銀
行・飯能信用金庫）にお問い合わせください。

「子育て応援マンション」

■

産後ケア事業（市内 1 か所）

■

体調や子育てに不安のある方が、助産師のいる
施設で支援を受けられます（利用条件有り）。

発育支援センター

■

身体や知的に障害があるお子さん、または発育・
発達に遅れや不安のあるお子さんを、専門家と
ともにサポートします。

こども医療費無料

■

中学 3 年生までのお子さんの入院・通院に助成
があります。

市内には、埼玉県が「子育て応援マンション」
として認定したマンションがあります。マン
ションの住戸内、共用部などの仕様や子育て支
援サービスの提供など、ハード・ソフトの両面
において子育てに配慮したマンションです。詳
しくはホームページをご覧ください。

「そのママ割」・「子育て割」
「U35割」・「近居割」

■

UR 賃貸住宅はライフステージに応じたお得な
家賃プランを用意しています。市内の物件も対
象ですので、詳しくは、UR 都市機構のホーム
ページをご覧ください。

休日急患診療所

■

休日などの急病にも安心対応。

放課後子ども教室

■

放課後も子どもたちが安心・安全に過ごせる場
所を提供。宿題をしたり遊んだり、子どもにも
保護者にもうれしい「居場所」があります。
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詳細はこちら ▲
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T S U R U G A S H I M A

埼玉県内

L I B R A R Y

第

充実。
が
ー
ナ
ー
子どもコ
図書館
の
森
る
べ
一日遊

4位

市内 7 か所にある図書館や分室では、
赤ちゃんや子ども向けの楽しい催しが
盛りだくさん。
詳細はこちら ▲

おはなし会などのイベント

子ども
に人 気
の
紙芝居
！

約 50 万冊の蔵書
中央図書館と各分室を合わせて、
鶴 ヶ 島 の 図 書 館 に は 481,638 冊
（H30年度末）の蔵書があります。
子ども向けの絵本から、小説、新
書、実用書、雑誌、新聞などがそろ
っています。また、音楽 CD や映画
の DVD といった視聴覚資料も充
実しています。

ICT コーナー
おはなし会や紙芝居会などを定期的に開催するほか、大切なぬ
いぐるみを泊まらせるぬいぐるみのお泊まり会なども行ってい
ます。趣向を凝らした催しで子どもから大人まで楽しめる人気
スポットになっています。

中央図書館には、Wi-Fi が完備さ
れています。また、館内のタブレ
ット端末では日経テレコンなどの
データベースによる情報収集がで
きます。最新のビジネス本や打合
せテーブルも備えています。

ブックスタート & 赤ちゃんタイム
保健センターで行われる４か月乳児健康診断のときに、絵本を
プレゼントしています。また、毎月第１金曜日は「赤ちゃんタ
イム」を実施。絵本の読み聞かせをしたり、手遊びをしたりし
て楽しんでいます。親同士の交流の場にもなっていて、育児コ
ンシェルジュ（保育士または幼稚園教諭資格保持者）が育児相
談にものってくれます。

ベビー休憩室もあります！
図書館には、赤ちゃんをつれ
てきても安心な環境が整って
います。授乳スペースはもち
ろん、ミルクをつくるお湯を
沸かす電子ケトルも完備。ぜ
ひ赤ちゃんと一緒に図書館へ。
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安心
んでも
赤 ちゃ
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の布 絵

本

育 む

1人当たり貸出冊数
7.78 冊／年間
（平成 29 年度）

an

d

ay

pl

あ そ び・は っ け ん

親子で 体験 を楽し
市内には自然をいかして作られた運動公園や児童公園をはじ
め、市民の森や飯盛川などがあり、自然を身近に感じながら子
育てができる環境がそろっています。
また、住宅地と農地（畑）が近いのも鶴ヶ島の魅力のひとつ。た
けのこなどの収穫体験が楽しめるほか、市民農園では、本格的
な野菜作りにチャレンジできます。

Experien

3

ce

いいもりがわ

め る ス ポ ット
収穫体験 & ピクニック

農業交流センター「つるの里のんのん」では、家族で楽しめる収穫体験や
野菜の栽培講習などを開催。天気の良い日には、芝生の上にお弁当を広げ
る家族連れの姿が見られ、隠れたピクニックスポットにもなっています。

Experien
ce

1

身近な自然で遊ぶ

Experien
ce

4

週末には！
親子で野菜作りに挑戦

市内には 6 か所の市民農園があり、多くの市民が野菜作りを楽しんでいま
す。手作り野菜の味はカクベツ。どんな野菜でもよく育つのが鶴ヶ島の畑
の特徴です。
公園や市民の森、飯盛川などをフィールドに、ＮＰＯ法人が
行う「プレーパーク」をはじめ、本格的なツリーイングやア
スレチックが楽しめるイベントも行われています。自然の中
で遊んだ思い出は子どもたちの宝物に。
Experien
ce

2

生き物にふれる

飯盛川の
そばには
やぎの「お
、
とみさん
」もいるよ

市内では各所で、環境団体や地域の方々
による野鳥や生き物探しなどのイベント
が開かれています。生き物にふれながら
子育てができる環境があるのは、実は貴
重なこと。市民の森では、ホタルも見ら
れます。

「鶴ヶ島」の名前の由来
昔、市内の脚折地区には湿地
が広がっていました。その中
に小高い島があり、そこに男
松と女松が生えていました。
今から 500 年ほど前、この松
のもとに鶴が巣ごもったのを
見た人びとが、
「縁起が良い」
と、この地を「鶴ヶ島」と名
付けたといわれています。
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鶴ヶ島発祥の地

育 む

Discovery

S peci al

TSURUGASHIMA no Special
Japanese tea & Fruits

鶴ヶ島の特産
狭山茶

鶴ヶ島で味わう
くだもの

狭山茶は、静岡・宇治と並び「日本
三大茶」と呼ばれ、「色は静岡、香
りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」
と歌われるなど、その味には定評が
あります。他の産地と比べ、寒いと
ころで栽培されるため、味わい深く
甘みがあるのが特徴です。狭山茶を
使ったスイーツもあります♪

12 月〜 5 月中旬頃

S t r a w be

rr y

いちご狩り

狭山茶新茶キャンペーン

やよいひめや紅ほっぺの
ほか、埼玉生まれの品種、
あまりん・かおりんとい
った珍しい品種も栽培し
ています。味わいの異な
るいちごを食べ比べるこ
とができます♪

●苺の時間 ひるま農園 鶴ヶ島市太田ヶ谷 436 070-1273-1115

毎年、新茶の季節には、
市茶業協会の皆さんが
「狭山茶新茶キャンペ
ーン」を開催。たくさ
んの市民が楽しみにし
ています。

●カウベルいちご園 鶴ヶ島市三ツ木 354-1 070-1415-1515

6 月下旬〜 9 月上旬頃

B l u e be r r

y

ブルーベリー狩り
狭山茶・ほうじ茶
ようかん

狭山茶を使った
スイーツ

市内の農園でブルーベリー
狩りが楽しめます。併設さ
れたカフェでは、生産農家
ならではのブルーベリーを
贅沢に使った 100％フレッ
シュジュースやケーキが味
わえます。ここでしか味わ
えない至極の逸品をぜひ！
●青い星印★果樹園

鶴ヶ島市太田ヶ谷 542-5

狭山抹茶・狭山ほうじ茶の
レーズンサンド

049-299-7550

狭山抹茶・狭山ほうじ茶の
かりんとう

8 月〜 9 月頃 ※販売のみ

Pear &

梨・ぶどう
狭山茶バームクーヘン

学校給食でおなじみの
カップケーキ「鶴茶ん」

鶴ヶ島で 60 年以上も梨
とぶどうを作っている果
樹園。梨は、幸水や豊水、
彩 玉（埼玉県のオリジナ
ル品種！）
、ぶどうは、藤
稔やシャインマスカット
など多品種を栽培してい
ます。
さい ぎょく

鶴ヶ島でとれた狭山茶がたっ
ぷり入っていて、子どもたち
にも人気です。

ふじ

みのり

●長峰園

鶴ヶ島市上広谷 598
0120-85-3307
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●石川果樹園

鶴ヶ島市富士見 4-17-16
049-285-2105
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Grape

欧風料理 ビストロ カタオカ

中国料理 蔵王飯店

洋食とビストロ料理を気軽に楽しめる
欧風料理のお店。
✿サフランと海老のクリームスープ、
サフランと魚介のリゾット

サフランと相性の良い海鮮・フカヒレ
のスープを合わせた炒飯は、贅沢な
逸品です。
✿鶴ヶ島サフランとフカヒレの黄金
スープ炒飯

Saffron & Blessings of nature

鶴ヶ島を
いろど

ステキなもの
Irodori 1

鶴ヶ島市松ヶ丘 1-15-5
049-286-5777

サフラン Saffron

お持ち帰り専門店

昔から、鶴ヶ島市内でも農家の庭先などで
栽培され、自らの健康管理や調理に利用さ
れていたサフラン。サフランは、血液の流れ
を良くしたり、気持ちを落ち着かせたりする
働きがあり、冷え性や疲労、不眠、風邪な
どに効果があるといわれてきました。市内の
サフラン生産農家では、秋になると花摘み
やメシベ摘みで忙しい時期を迎えます。市内
で生産された新鮮で品質の良いサフランは、
市内外の飲食店などで利用されています。
市では、サフラン利用店にオリジナルタペス
トリーを配布し、応援しています。健康にも
よいサフランで市民もまちも元気に！

やきとり 大

鶴ヶ島サフラン染とフラワーアレンジメントクラフト工房

花 tan・tan

サフランのメシベや花びらを使った染
めものを販売。ワークショップも開
催しています。市内で唯一ここだけ！
✿サフラン染め

サフランライスに自慢の焼き鳥をのせ
たやきとり丼が人気。サフラン塩とタ
レの 2 種類から選べます。
✿やきとり丼、やきとり屋さんのチ
キンカレー

鶴ヶ島市鶴ヶ丘 40-20
090-3503-4345

鶴ヶ島市鶴ヶ丘 3-4
090-4382-8678

サフラン・
タペストリー

鶴ヶ島サフランの
詳細はこちら

鶴ヶ島市藤金 46-1
049-286-1667

鶴ヶ島にゆかりのある

自然の恵み Blessings of nature

Irodori 2

ひゃっ き まる

切り絵作家「百鬼丸」氏
によるデザイン

Ken の厨房

インドレストラン ミルチ

薄焼きピザとロールキャベツが人気
のイタリアンのお店。地元食材にも
こだわりが！お子さん連れも◎
✿サフラン入り魚介のパスタ

本場インドの味に鶴ヶ島サフランを
アレンジ。ここでしか味わえない逸
品です。
✿サフランカレー

鶴ヶ島市上広谷 670-1
049-285-8222

鶴ヶ島市脚折 1147-1
049-237-7135

おかのさん家のいちごアイス

完熟トマトジュース

自家製いちごをふんだんに使った濃
厚ないちごのアイス。

農林水産大臣賞受賞のトマト農家が
作るトマトジュース。完熟トマトの甘
みをそのまま詰めた至極の逸品です。

●岡野園芸

鶴ヶ島市高倉 55

090-3439-3445

●吉澤農園（自宅販売：3 〜 7 月）
鶴ヶ島市三ツ木 527
049-286-0420

山﨑さんの手作りジャム
シャン・ドゥ・フルール

伊勢屋

ブルーベリーやいちごなどのこだわりジャム。

●山𥔎𥔎農産加工所
鶴ヶ島市高倉 76

049-285-8675

“ 地元 ” を味わう
お店の人気メニューは、「和牛の赤
ワイン煮込み」。自家製パンにもこ
だわっています。
✿サフラン入りブイヤベース

昔ながらの手作りおにぎりと和菓子の
お店。狭山茶やサフランを生地に使
ったおまんじゅうも販売しています。
✿サフランまんじゅう

鶴ヶ島市上広谷 429-2
049-272-7473

鶴ヶ島市鶴ヶ丘 18-32
049-285-7463

↑３つとも
直売センターで買えます

JA いるま野鶴ヶ島農産
物直売センターには、地
元で採れた新鮮野菜がた
くさん。狭山茶や鶴ヶ島
サフランも買うことがで
きます。

● JA いるま野鶴ヶ島農産物直売センター
鶴ヶ島市高倉 84-1
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049-285-3433
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I r odor i

TSURUGASHIMA no Irodori

グリーンフィンガー

カフェ

ショップ

Greenfinger Cafe & Shop
花と緑に囲まれた癒しの
カフェ。全国からガーデ
ニングファンが集まりま
す。エディブルフラワー
（食べられるお花）を使
った食事も楽しめます。
お子さんと一緒にお庭の
お散歩も♪

お菓子の店 ファリーヌ
「脚折雨乞」にちなんだお菓子
や、サフランを使った焼き菓
子を販売。ここでしか買えな
いので、お土産にもぴったり。
鶴ヶ島市羽折町 7-17
049-289-6022

鶴ヶ島市上新田 4-1
049-279-1100

わ

む ぎ

せ き あ ん

天然酵母パンの店 和麦

関庵

国産小麦と天然酵母にこだ
わった地元で愛されるパン
屋さん。一番人気は、子ど
もも大好きクリームパン♪

地元の人で賑わう、手打ち
蕎麦が自慢のお店。人気の
天ざる蕎麦は、お好みでう
ずらの卵と一緒に。

鶴ヶ島市富士見 2-33-23
049-279-0017

鶴ヶ島市藤金 659-5
049-287-0690

まちの 子育 て応援店
市内には、様々なかたちで
子育てを応援するお店があります。

赤ちゃんの駅

おむつ交換や授乳スペース、ミルク用の
お湯の提供などが可能です。

「赤ちゃんの駅」もそのひとつ。
地域の皆さんも子育て世帯を応援します。

イタリアン食堂
アルベロベッロ

おむつ

授乳

お湯

赤ちゃんの駅 ▲

ここほっと

旬の食材を使った南イタリア
料理が味わえる一軒家レスト
ラン。

つるがしま中央交流センター内にある、地域の “ ホッ”
と一息できるコミュニティレストラン。主に地元野菜
を使った日替わり定食が楽しめるほか、カフェとして
の利用もできます。

鶴ヶ島市脚折町 3-1-1
049-285-7736

鶴ヶ島のイメージキャラクター

「つるゴン」
鶴ヶ島の「つる」と、脚折雨乞の龍
（ドラゴン）の「ゴン」から名付け
られた龍の化身。ゆるキャラグラン
プリでは、
最高で全国 16 位。最近は、
市内を飛び出して全国のイベントに
参加し、鶴ヶ島を PR しています♪

26

★同センターは、地域の交流の
場になっていて、お子さん連れ
で気軽に立ち寄れるスポットで
す。お子さんと遊んだ後にその
ままランチ！なんてことも。
鶴ヶ島市藤金 871-3（つるがしま中央交流センター内） 049-287-1792
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Ki

nina

ru m o n
o

鶴ヶ島が
も っ と 気になる！

鶴ヶ島

鶴ヶ島はこれからもっとパワーアップしていきます！

鶴ヶ島の近くにあって、日帰りでプラッと
楽しめるスポットをご紹介します !

周 辺 観 光！

すべて車で
30分以内♪

ふるさと納税で素敵なまちに
鶴ヶ島ではいただいた寄附を元気なまちづく
りに活用しています。お礼の品は特産のお茶
をはじめ、お菓子や鉄道模型などいろいろな
ものを用意しています。

■

詳細はこちら ▲

素敵な記念品をお贈りします

■

鉄道模型

提供（株）
関水金属
市内に工場がある世界的に有名
な鉄道模型メーカー。本物の
迫力にせまるリアルな質感や形
状、そして走り。パーツひとつ
ひとつの細部にわたり実物らし
さの再現を目指しています。

自家焙煎ブレンド
ベストブレンド
提供

珈琲工房 ラヴィ

厳選したコーヒー豆を
自家焙煎しています。

狭山茶
提供

鶴ヶ島市茶業協会

埼玉県こども動物自然公園

国営武蔵丘陵森林公園

コアラやカピバラなどの人気の動物を
見たり、なかよしコーナーでうさぎや
モルモットとふれあったりできます。
動物以外にもこどもの城や広場、アス
レチックで体を動かしたり、夏にはジ
ャブジャブ池で遊べたりと、一日中楽
しめるスポットです。
埼玉県東松山市岩殿 554

1974 年に全国初の国営公園として開園。
四季に応じて美しい花々や緑が見られ
ます。また、子どもに人気の日本一大き
なトランポリンや、カラフルな 50 種の
遊具で遊べるキッズドーム、レンタサイ
クル、バーベキューなど親子で一日楽し
めます！
埼玉県比企郡滑川町山田 1920

サイボク

メッツァ

年間 400 万人が訪れる「豚のテーマパ
ーク」。ミートショップや野菜直売所、
レストラン、アスレチック、温泉施設な
どが併設。ゴールデンポークを使用し
たハム・ソーセージは欧州の国際コンテ
ストで金メダルを受賞！家族で一日中楽
しめる空間です。
埼玉県日高市下大谷沢 546

ムーミンの物語の世界観を感じられる
ムーミンバレーパーク。アトラクション
やカフェ、レストランがあり、ムーミン
一家とその仲間たちに出会えるほか、
可愛いグッズなども購入できます。隣接
するメッツァビレッジでは、北欧のライ
フスタイルを体験することができます。
埼玉県飯能市宮沢 327-6 メッツァ

小江戸川越

川越水上公園

川越は、蔵造りの町並みや時の鐘など、
江戸風情を感じながら街を散策できる
観光スポットです。数多くの飲食店やカ
フェなどが立ち並び、名産品のさつまい
もを使ったスイーツなどもたくさん！毎
年 10 月には、
「川越まつり」が開催され、
多くの人で賑わいます。

夏はプールがオープン。埼玉県内最大
級のスライダー（小学生以上対象）や
流れるプールが人気。期間限定の釣り
場やバーベキュー場もあるので、１年中
楽しめます！遊具やテニス場もあり、子
どもから大人まで遊べる公園です。
埼玉県川越市池辺 880

鶴ヶ島の特産品。茶農家
の皆さんが丹精込めてつ
くったお茶をぜひ一度！

中川パティシエの
おすすめギフト
提供

天使の林檎

「お客様第一思想」で丁寧
に手作りしています。特に
自家焼きバームクーヘンは、
お店のおすすめです。

こんなふうに役立てられます！
子どもたちに

自然に

福祉に

まちの活性化に

文化芸術に

28

※本誌掲載のデータは、特に注釈のあるものを除き、令和元年 7 月末現在のものです。
発行後にデータが変更になる場合がありますのでご了承ください。
※所要時間はおよその目安です。道路状況などにより異なります。
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アクセス便利！

海 へ 山 へ 都 会 へ 家族でお 出かけ

周辺 MAP

日光（約 2 時間）

（約 1 時間 45 分）

上信越自動車道

久喜白岡JCT

Ikaho

軽井沢

富岡製糸場

長野自動車道 （約 1 時間 30 分）

つくばJCT

さいたま見沼IC

鶴ヶ島IC

長瀞ラインくだり

首都高速5号
埼玉大宮線

鶴ヶ島
JCT

秩父

松本

アクアワールド
茨城県大洗水族館

川越IC

圏央鶴ヶ島IC

川口JCT 三郷JCT

大栄JCT

美女木JCT

成田空港

東京外環自動車道

首都高速5号池袋線

大泉JCT
練馬IC

to
Matsumloe
Cast

東
関
東
自
動
車
道

関越自動車道

常
磐
自動
車道

越後湯沢

東北自動車道

Nikko
ne
Toshogu Shri

東京スカイツリー
高谷JCT

中央自動車道

首都高速

西新宿JCT 都心環状線

高井戸IC

八王子JCT

首都圏中央連絡
自動車道

大橋JCT
東京IC

首都高速中央環状線

東京ディズニー
リゾート（約 1 時間）

羽田空港

東京湾アクアライン

横浜中華街

九十九里

（約 1 時間 30 分）

Mt. Fuji

鎌倉

河口湖

（約 1 時間 15 分）

海老名JCT

江の島
茅ヶ崎JCT

a
Yokohamtown
a
n
Chi

Mother
Farm

東名高速道路

伊豆

車でのアクセスで
山も海も温泉もとっても身近に！
市内には、関越道と圏央道を結ぶ鶴ヶ島ジャンクションが
あります。そのため、関越道で群馬県の温泉や新潟県のス
キー場へ簡単にアクセスでき、圏央道１本で鎌倉方面へ行
くこともできます。ほかにも、富士山周辺や軽井沢、外国
の方が多く訪れる日光などの観光地へのお出かけも車で２
時間以内。いろいろな場所に日帰り旅行が可能です。
鶴ヶ島IC

（約 1 時間 15 分）
（約 1 時間 45 分）
（約 1 時間）
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羽田空港
成田空港
東京ディズニーリゾート

Driving makes an easy access to Mountains,
Seas and Hot Springs!
The Tsurugashima Junction located in the City of
Tsurugashima is a junction that connects Kan-Etsu
Expressway to Metropolitan Inter - City Expressway.
For this reason, you can easily access to hot springs in
Gunma Prefecture and ski areas in Niigata Prefecture via
Kan-Etsu Expressway, and to the area of Kamakura via
Metropolitan Inter City Expressway. Besides, you can go
to sightseeing destinations by car within 2 hours such as
the areas around Mt. Fuji, popular Karuizawa and Nikko
where many people from other countries visit. In this way,
Tsurugashima offers you a variety of one-day trips.

31

Note
「雨恋いのまち 鶴ヶ島 」
鶴ヶ島市を舞台にしたパ こちらから ▼
ラパラ漫画ムービーです。
ほっこりとした恋物語に
なっていますので、ぜひ
ご覧ください。

発行 鶴ヶ島市
〒 350-2292
埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木 16 番地 1
☎ 049-271-1111
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/

