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埼玉名物
肉汁うどん 3人前
【（有）翁の郷】
価格 900円（税込み）
住所 蓮田市閏戸280

☎ 0120-8733-07

はまぐりラーメン
【和風楽麺 四代目 ひのでや】
価格 1,180円（税込み）
住所 蓮田市本町2-21 田中電機ビル　☎ 048-876-9888

北海道花畑牧場　
ラクレットチーズタッカルビ
【ラクレットチーズ専門店 ハスダバル】
価格 1人前　1,590円（税込み）　

2～3人前　1,990円（税込み）
住所 蓮田市本町1-23 ヘイジー第一ビル2F

☎ 050-1009-8585

石臼挽き　
せいろそば
【そばダイニング 空

そ ら

楽】
価格 880円（税込み）
住所 蓮田市本町2-23 武蔵野銀行2F

☎ 048-797-8188

もて茶って
【お茶の田村】
価格 ボトル40g　756円（税込み）
住所 蓮田市東2-8-30

☎ 048-769-2373

南高梅の梅干しキムチ
【食道楽】
価格 150g　945円（税込み）
住所 蓮田市本町7-5　☎ 048-768-2003

六方焼
【常喜菓子舗】
価格 1個　105円（税込み） 
住所 蓮田市本町4-4　☎ 048-768-7211

①ブルーベリージャム、梨ジャム（ルバーブ入り）、
ルバーブジャム、夏みかんマーマレード、南瓜ジャム、
花梨飴、トマトジャム（ルバーブ入り）
②生姜ジャム、いちごジャム　

【（有）篠山堂】
価格 各110g　①420円（税込み）　②470円（税込み）
住所 蓮田市大字笹山586-1 ☎ 048-884-9440

漬けチーズ
【日本料理 彩々楽】
価格 ①瓶詰め　1,080円（税込み）　

②店内　660円（税込み）
住所 蓮田市本町7-1　☎ 048-768-0123

岩﨑さんちのたまごあいす
【（有）岩﨑農場】
価格 140ml　380円（税込み）
住所 蓮田市閏戸740　☎ 048-768-2978

蓮てら
【プティバランス】
価格 カット　180円（税込み）　

1本売り　1,820円（税込み）
住所 蓮田市御前橋1-7-21　

☎ 048-768-5522

はすぴぃちゃんせんべい
【七福米菓製造所】
価格 10枚入り　500円（税込み）
住所 蓮田市江ケ崎1058

☎ 048-768-1052

和梨の焼きタルト
【アンジェヴェール】
価格 800円（税込み）
住所 蓮田市蓮田1-3十王ビルPART2

☎ 048-769-1610

背脂ニンニクらぁめん
（特製雑炊めし付）
【ラーメンてつ】
価格 1,400円（税込み）
住所 蓮田市閏戸625-3　☎ 048-764-3311

神亀純米酒
【神亀酒造（株）】
価格 1,800ml　3,357円（税込み）
住所 蓮田市馬込3-74　☎ 048-768-0115

和菓子　はすだもなか
【（有）香風のぐち】
価格 1個　140円（税込み）
住所 本店／蓮田市上2-3-15　☎ 048-769-2211
　　　東口店／蓮田市東6-3-9　☎048-764-1800

鰻の里（蒲焼・真空パック）
【魚庄 本店・別館】
価格 1箱（3串）　9,400円（税込み）

 （5串）　15,000円（税込み）

住所 本店／蓮田市川島777　☎ 048-768-2468
別館／蓮田市西新宿6-30　☎ 048-769-1588

ジェラート（いちごみるく・苺・トマト）3種
【関根農園】
価格 90ml 300円（税込み）
住所 蓮田市川島614-1　☎ 090-9006-8293

蓮田の

い
きい
きと暮らす

目がないもん！

濃厚な貝の旨味が

たまらない一品
とろっとろのチーズを

たっぷりかけます

打ちたてそばを鰹風味の
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焼いた香ばしさと
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味

野菜や果物を
風味豊かなジャムに

蓮田産の卵をたっぷり使用した

ふわっふわの逸品

蓮田産幸水をしっ
とりと

焼き上げました

丸 2日間かけてつくる、

自慢の一杯

熟成によりふっくらした

旨味が備わった一本
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　蓮田市にはグルメを満足させるおいしいものがたく
さんあります。学校給食でも使われる米や大豆、トマ
トやいちごなど安心・安全でおいしい農作物は農家
の皆さんが愛情を注いで育てた逸品ばかり。また素

材の良さを生かし、この地ならではのおいしさを追求
した和菓子や洋菓子も蓮田市の手土産品として大人
気です。皆さんも自分なりの蓮田グルメを探してみ
ませんか？きっと味のとりこになりますよ。

Hasuda City has endless choices for delicious cuisine to satisfy any gourmet diner. The 
ingredients available here, and even used in school lunches, including rice, soybeans, tomatoes, 
and strawberries, all of which are safe, reliable, and delicious, grown with love by local farmers. 
In the pursuit of good � avor, Japanese and Western sweets are produced in Hasuda City using 
those same fresh ingredients, and are extremely popular as gifts. Why not come here to � nd 
your own favorite gourmet hideaway? The taste is sure to captivate you.

Do You Have a Weakness for Good Food?

蓮田愛され
お食事処

人気の手土産

バラエティに富
んだ

蓮田の地を生かした

白身魚の
トマトレモンカレー
【オクラ カレー ストア】
価格 990円（税込み）
住所 蓮田市東1-3-10　☎ 048-768-0257

オーガニックレモンと

蓮田産の米にこだわった絶品

こじゃれ餃子
【（株）紫香楽】
価格 1パック（10個入り）　540円（税込み）
住所 蓮田市駒崎1706-11　☎ 080-3711-5233

②自家製ドレッシング
（テイクアウト用）

【リストランテ クワトロ・フォリオ】
価格 ①2人前　1,078円（税込み）

②594円（税込み）

住所 蓮田市関山2-3-13
☎048-797-8018

①地元野菜たっぷり
　バーニャカウダ

①

①

人気の新鮮な地元野菜を
使ったバーニャカウダ

いちごとトマトの
フレッシュな味わい

北海道産の小豆を使った

上質なうなぎに

自家製のあんがたっぷり

秘伝のタレを使用した絶品

テイクアウトもできます！

Made in SAITAMAMade in SAITAMA
優良加工食品大賞受賞優良加工食品大賞受賞

②

②

産
み
た
て
の
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い
卵
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搾
り
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ぷ
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使
用

歯応えある食感の
無添加餃子

レンコンが入った

じ
っ
く
り
漬
け
ま
し
た

四季折々に実る

には

※掲載内容は令和4年（2022年）9月1日時点のものです。
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あふれるまちだもん！
　市内には創造性を豊かに育む文化施設や、気持
ちよい汗を流せるスポーツ施設があります。子ども
から大人まで、暮らしに彩りと豊かさを添えるいろ
いろな施設がそろっています。演劇で感動するのも

よし、スポーツや音楽に熱中するのもよし、おはな
し会で楽しい絵本に触れるのもよし。あなたらしく
いきいきとした日々を送るために、蓮田市の公共施
設をぜひ活用してください。

蓮田の

い

きい
きと暮らす

Hasuda City is full of cultural facilities that enrich the imagination, and sports facilities where you can work up a good sweat. There are many other 
facilities to add color and richness to the lives of both children and adults. Come and be moved by a dramatic performance, pour your passions into 
sports or music, or discover a fun picture book at a storytelling session. We encourage you to take advantage of the public facilities available in Hasuda 
City to live the ful� lling life that’s right for you.

A Community Overflowing with Sports and Culture!

ハストピアにはプロのピアニストも使用している
世界最高峰のピアノ「スタインウェイ」がありま
す。最高の音色をどきどきホールで体験してみて
はいかがでしょうか。

最高の音響設備で
音を楽しめるよ♪

蓮田市マスコットキャラクター
「はすぴぃ」 　年齢に応じた楽しい絵本の読

み聞かせを行っています。たか
たか（小学生）、てくてく（未就
学児～小学校低学年）、よちよ
ち（乳幼児親子）の3つのおはな
し会があります。

左：ハストピア（総合文化会館）　右：パルシー（総合市民体育館）

イチオシイベント

トレーニングルーム

スタジオ

和室

武道場（柔道場）

気分すっきり！

体をいっぱい動かして

広さ2073m2（観客席2006席）のアリーナに加え、武
道場やトレーニングルーム、ランニングコースなどを兼
ね備えた総合市民体育館です。市民スポーツやVリー
グの試合にも利用される他、体力づくりや家族、仲間
たちとのレクリエーションの場として親しまれています。
健康ライフのためにご活用ください。

パルシーパルシー（総合市民体育館）（総合市民体育館）

仲間とともに健康づくり！

図書館図書館
読書好きから、勉強したい受験生まで

子ども向けの絵本や紙芝居、小説や雑誌などの蔵書を取
りそろえています。子どもの読書活動の推進に力を入れて
おり、令和3年（2021年）には特色ある優れた実践を行っ
ている図書館に対して贈られる文部科学大臣表彰を受賞
しました。学習や文化活動のために視聴覚ホールなどの
貸し出しを行い、老若男女幅広い層に利用されています。

演奏会、演劇、ダンスなど、さまざまな文化活動に
対応できる「どきどきホール」の他に和室やスタジオ、
ギャラリー、創作ルームなどが備わっている施設です。
絵画・書道などの創作活動の場としての利用や、音
楽の練習場としても活用されています。「ふれあい・は
ぐくみ・ひろがり創造と躍動の拠点」として子どもか
ら大人まで、広く親しまれています。

ハストピアハストピア（総合文化会館）（総合文化会館）

文化の風 ここから
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日々 の備えがある　まちだもん！　
蓮田の

い
きい
きと暮らす

　暮らしやすいまち蓮田市は日常の便利と安全の
両方に大きな力を注いでいます。例えば蓮田駅西
口行政センター。駅に近い場所にさまざまな施設
を集約、便利で使いやすいと市民の皆さんからも

好評です。安全面で自慢なのは消防力と防災・防
犯体制。まちを愛する消防職員や消防団員、自主
防災組織や地域ボランティアのかたがたの手によ
り、市民の安心・安全がしっかり守られています。

Hasuda City puts great effort into both daily convenience and 
safety to be a place where it is easy to live. One example is 
the Administrative Center at the west exit of Hasuda Station. 
Various facilities are concentrated close to the station within 
the Center and are praised by residents for its convenience and 
ease of use. And in terms of safety, Hasuda City possesses 
firefighting capabilities, and a disaster and crime prevention 
organization that is the rival of other cities. The safety and 
security of our citizens are protected by the firefighters and 
fire brigade members, the voluntary disaster prevention 
organizations and other community volunteers.

A Community of Conveniences and Daily Support!

市と市民が連携し、安心・安全で、災害
に強いまちづくりを行っています。まちの
各地区で自主防災組織を結成し、防災訓
練を実施して、防災力の強化に努めていま
す。住民の皆さんが特殊詐欺の注意喚起
や児童・生徒の登下校時に防犯パトロール
を行い、地域で見守る活動をしています。

防災・防犯体制防災・防犯体制
地域の安全、地域で守る

蓮田市消防本部では救急用シミュレーターや消防車な
ど、最新の設備を備えて市民の安全を守っています。ま
た自治会や防災組織と合同で消火器やAEDの使用法・
応急手当等の講習を行うなど、市民一人ひとりの防災意
識を高める活動にも積極的に取り組んでいます。

消防力消防力
市民とともに安心・安全なまちづくり

　蓮田市消防本部は県内で平均年齢がいちば
ん若く、女性職員の比率も高く、これらを生
かして地域密着、きめ細やかで迅速な対応を
行うとともに、知識や技術の向上を目指した
訓練にも日々取り組んでいます。自分や家族、
地域を守る自助・共助の力をさらに向上させ
るために消防団や自主防災組織などとの合同
訓練や学校・企業を対象とした訓練指導を

行っています。地域とつながり連携して活動
できているおかげで、蓮田市は災害や火災が
少なく、安心・安全なまちづくりの原点になっ
ていると感じています。
　これからも人員・設備の充実を図る
とともに地域の不安を一つでも多く取
り除きながら市民に信頼される消防行
政の役割を全力で果たしていきます。

市民に寄り添う消防を目指して取り組んでいます

消防長
に聞く

安心・安
全　 蓮田

蓮田市消防本部 消防長　新井智

住民票、印鑑登録証明書等の交付、住民
異動届、こども医療費、児童手当等の申請・
届出等、市役所窓口業務の一部を行ってい
ます。開所日時は木曜日・祝日・年末年始
を除く午前８時30分～午後５時15分です。

行政サービスコーナー

待合室も広くて
明るくてキレイ！

青色のパトランプをつけた車が市内を巡
回し、地域や警察と連携を図りながら詐
欺被害の防止などを呼びかけ、子どもた
ちの下校の見守りをしています。

青色防犯パトロール
地域住民で結成。市や消防本部と協力し
ながら、「自分たちの地域は自分たちで守
る」をモットーに市の防災訓練や地域の消
防訓練、研修へ積極的に参加しています。

自主防災組織

地域密着が
私たちの
強みです！

行っています。地域とつながり連携して活動
できているおかげで、蓮田市は災害や火災が
少なく、安心・安全なまちづくりの原点になっ

地域密着が
私たちの
強みです！

プレックス・キッズの詳細は
35・36ページをご覧ください。

地域で暮らす高齢者を介護・福祉・健康
などさまざまな側面から支える相談窓口で
蓮田地域を管轄しています。開所日時は
木曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
午前8時30分～午後5時15分です。

蓮田地域包括支援センター

蓮田駅西口「プレックス蓮田」２階にある当施設は、行政窓口、子育て支
援施設、高齢者相談窓口や貸出施設など、暮らしに役立つ機能を集約し
た行政施設です。土曜日・日曜日も開所しています。

蓮田駅西口行政センター　蓮田駅西口行政センター　
駅近で便利な行政サービス

赤・白・茶でまとめられたシッ
クな室内に５台のキッチンを配
置。料理教室や趣味の集まり
など、いろいろな市民活動の場
として活用ください。車椅子の
かたも安心して利用できます。

クッキングルーム

蓮田地域包括支援センター

街頭防犯キャンペーン

と
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しているもん！
蓮田の

い

きい
きと暮らす

　蓮田市の子どもたちは、体験学習の一環として地域
の人々の協力により、さつまいもの苗植えや田植え・
稲刈りを行っています。また民間のスイミング施設を活
用して水泳指導を行う蓮田市独自の「水泳指導民間連

携事業」は、子どもの泳力向上、天候に左右されない
計画的な水泳授業の実施、安全性の確保につながって
います。蓮田市では保護者と学校、地域との連携を取
りながら子どもの成長を見守る仕組みが整っています。

市内の学校給食は全て小・中学校の給食施設で調理を
する自校方式。給食の時間に合わせた調理ができ、で
きたてホカホカな給食が味わえます。食材には地元農
産物を積極的に使用。米や野菜はもちろん、秋には特
産の梨も登場します。蓮田市の農産物に親しみ、食育
にもつながる自校式給食は子どもたちにも大人気です。

市では、学校施設を計画的に改修してい
ます。トイレの洋式化や外壁・屋上の防
水工事、老朽化した棟の建替え、LED
照明の改修など、各施設の状況に合わ
せた改修、改築、長寿命化改修などを
進めています。今後も適切な対策を進め
ることで児童・生徒が安全で快適な学校
生活を送れるよう努めていきます。

できたてが食べられる「自校式給食」が人気

「整えられた学校」で安全・快適な学校生活を

With the cooperation of members within the community, 
the children of Hasuda City participate in planting and 
harvesting rice, and planting sweet potatoes as part of 
a hands-on learning program. Meanwhile, Hasuda City’s 
unique “Private Cooperative Swimming Instruction 
Program”, which provides private swimming lessons 
using private facilities, has led to improved swimming 
ability among children, the ability to schedule swimming 
lessons without concern over the weather, and an 
assurance of safety. Hasuda City has many other such 
programs which can help assure that your children are 
watched and monitored with the cooperation between 
parental guardians, schools, and the community.

For Healthy Children!

教育長
に聞く

学校教育
　 蓮田

　「蓮田の子どもは学力が高い」と言われま
すが、それは知識を詰め込んでいるからでは
ありません。下のイチオシ学問のような市独
自の学びを通じて自分を知り、自分から学ぶ
姿勢や意欲を身につけているからなのです。
また蓮田市は県内でも珍しく、保育園から中
学校まで全て教育委員会が管轄しているた
め、子ども一人ひとりに対して、一貫した教
育が行えるのも大きなメリットです。

　私たちは「子どもの未来のために、未来を
子どものために」というテーマで常に取り組
んでいます。これは子どもの未来を育てると
同時に子どものための未来を創っていくとい
うこと。これからもさまざまな取組みにより、
“シティ・プライド”としての教育の質を高め、
子どもがいきいき過ごせる学校づくりをして
いきます。安心して子どもの未来を私たちに
託してください。

教育は蓮田の “シティ・プライド”です

　小学校１年生から中学校３年生まで系
統的に人としての生き方について考えてい
く学びです。自分や他人のことを知り、学
ぶことや働くことのたいせつさを勉強する
中で将来、どう生きていくかについて自分
自身で設計していくことを目指しています。
個性を知り、同時に将来の仕事のことを知
ることで未来を描く力が身につきます。

2. キャリア教育
　子どもが自分でいろいろ体験し、自分で
問題を見つけてそれを解決していくことを
目指して取り組んでいる学びです。蓮田市
では体験ありきではなく、「なぜ、どうして？」
とじっくり考えることに重きを置いていま
す。算数や数学でもまずは問題の意味を
じっくり考えることで「自分で考える力」を
身につけることをたいせつにしています。

1. アクティブ・ラーニング

教育を中心にした
まちづくりに

取り組んでいます

蓮田市教育委員会　教育長　西山通夫

　私たちは「子どもの未来のために、未来を
子どものために」というテーマで常に取り組
んでいます。これは子どもの未来を育てると
同時に子どものための未来を創っていくとい
うこと。これからもさまざまな取組みにより、
“シティ・プライド”としての教育の質を高め、
子どもがいきいき過ごせる学校づくりをして
いきます。安心して子どもの未来を私たちに

まちづくりに
取り組んでいます
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蓮田市消防本部 新井智消防長

　子育てに関する相談を受け、家庭の状況
に合った子育て関係の施設やサービス、イベ
ントなどを案内しています。いちばん身近な
子育ての窓口です。電話やメールでも必要
な機関や団体を案内しています。

相談窓口が充実！
子育てコンシェルジュ

　子育て世代に優しいまちを目指す蓮田市。令和3年（2021
年）４月には、新たな地域子育て支援拠点として、蓮田駅西口
行政センター内に「プレックス・キッズ」がオープン。ワンストッ
プで子育てを応援しています。

が
できる　まちだもん!

蓮田の

い

きい
きと暮らす

保健師や助産師などが専門的知識を生かし
て、プレママパパ教室や育児・栄養相談な
どを行い、妊娠前から子育て期の不安や悩
みに応じた相談にのっています。安心して
出産・育児ができるよう支援しています。

専門的にサポートする
子育て世代包括支援センター

子育ての経験を生かして
活動しています

子育ての経験を生かして
活動しています

育児の手助けができるかた
（協力会員）と育児の手助け
を必要とするかた（依頼会員）
を結び、会員どうしによる援
助活動を行っています。

会員どうしで助け合う
ファミリー・サポート・センター

子育てをする保護者どうしが生涯
学習活動（趣味、芸術、レクリエー
ションの講座など）を通じて触れ合
う場を紹介します。子育ての情報
交換や悩みを相談し合えるお友達
と知り合いましょう。

保護者どうしが触れ合う場をコーディネート
社会教育指導員

一時預かり・プレックスは、利用の理由を問
わずに使える一時預かり保育室。時間単位で
気軽に使えるので、ちょっとした用事やリフ
レッシュに活用できます。

気軽に使える一時預かり保育
一時預かり・プレックス

遊具がいっぱいだから
楽しい！

遊具がいっぱいだから
楽しい！

　市内の各地域に子育て支援セン
ター、子育てひろば、児童センター
があり、親子交流の場の提供や子育
てに関するさまざまな相談に対応し
ています。

　子育ての負担を軽減するため、必要とす
る医療を受けられるように、満18歳にな
る年の年度末（高等学校修了前）まで医療
費の一部を助成する「こども医療費助成制
度」があります。

安心して子育てができる施設や制度が充実

Hasuda City aims to be an easy place to live for the child-rearing generation. For 
example, Precs Kids opened in April 2021 within the Administrative Center at the west 
exit of Hasuda Station as a new community support location for childcare, offering 
one-stop child raising support.

A City That Offers Peace of Mind in Raising Your Children!

「プレックス・キッズ」は、子育てに関する相談や情報交換など、さまざま
な支援が受けられる子育ての応援施設です。子育てコンシェルジュを中
心に、切れ目のない子育て支援を行っています。

蓮田駅前の子育て支援拠点

プレックス・キッズ 

蓮田市消防本部 新井智消防長

必要とする
サービスにつなぎます

就学前の乳幼児と保護者が自由に遊び、交流できる場
です。子育てひろば・プレックスは、親子の遊び場づく
りで大人気のブランド「ボーネルンド」がプロデュース。
親子の笑顔が自然とあふれる空間です。

子育ての仲間づくりや情報交換に　
子育てひろば・プレックス
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　都心から40㎞圏内にありながら、豊かな自然に恵まれ、利便性と居住性の
両方を兼ね備えたまち蓮田市。心安らぐ住空間が広がる一方、駅周辺には蓮
田駅西口行政センターをはじめとする複合ビルのプレックス蓮田が建設され
ています。幹線道路沿いにはスーパーマーケットや飲食店があり、買い物な
ど日常生活に便利で、誰もが暮らしやすいまちではないでしょうか。
　便利さと豊かな環境を兼ね備えた蓮田市は、子育てにも最適です。未来を
担う子どもたちのため、教育環境の整備に力を注ぎ、学校・家庭・地域が連
携して子どもを育てるという意識が定着しています。暮らしも、通勤も、子
育ても、子どもの学習環境も、蓮田の門をくぐれば日常がきっと豊かになり
ます。その門を開いて、蓮田で暮らしてみてはいかがですか。

　蓮田市は、昭和４７年１０月１日に埼玉県で３８番目の市とし
て誕生し、令和４年１０月１日をもって市制施行５０周年を迎え
ます。市制施行時に３万５２７４人だった人口が、令和４年４
月１日時点では６万１４７４人となりました。
　JR蓮田駅は、東京駅や新宿駅まで乗り換えせずに約４５
分、通勤・通学にたいへん便利です。また、東北自動車
道の蓮田サービスエリアにはスマートインターチェンジが開
通しており、都心へのアクセス性に優れています。現在は、
この恵まれた立地条件を生かして、都市と自然共生のまち
づくりを進めているところです。
　この度は、市制施行５０周年を記念して、未来を担う子ど
もたちのための取組み、学校教育の特色、住みやすい住
環境など、蓮田市のさまざまな魅力を紹介する市勢要覧を
作成しました。取材にご協力をいただいた全ての皆様に御
礼を申し上げます。この冊子が多くのかたにとって、蓮田市
を訪れたい、蓮田市に住みたい、また、これからも蓮田市
に住み続けたいという思いを抱いていただけるものとなれば
幸いです。伸びゆく蓮田市へ、どうぞお越しください。

ようこそ　蓮田市へ

いきいきと暮らすいきいきと暮らす
蓮田の蓮田の 門門

Hasuda City, located just 40km from the center of Tokyo, is a community 
rich in nature that offers both convenience and ease of living. Despite the 
spacious and peaceful living environment, the station area features the 
new Precs Hasuda, with numerous shops along the train line and along the 
main road, making shopping a comfortable place and easy experience for 
everyone. 
Thus, Hasuda City, with both convenience and an enriching environment, 
is also an ideal place to raise children. Here, there is a focus on building 
the educational environment, with a focus on raising children through 
cooperation between schools, homes, and the community, as we believe 
that the future will be led by the children. Whether you commute, live, raise 
children, get involved with the children’s educational environment, or just 
pass through, you’re sure to have an enriched life when you come to Hasuda 
City. So why not come and open that door to your new life in Hasuda City?

Open the Door to a Vibrant Life in Hasuda
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