
※イベント・フェアの内容は、予告なしに変更・中止の場合がございますのでご了承ください。

そごう大宮店 イベントインフォメーション

イニシャル刺繍
サービス
お買い上げのハンカチ、タオル
ハンカチにイニシャル刺繍をお
入れいたします。
■随時受付
■費用：100円（1点につき）
■お渡し時間：約20分（1点につき）
■6階=紳士洋品売場

NEWAリフトプラス
体験・販売会
■5月27日（月）～29日（水） 
■2階＝化粧品売場 ソゴウキレイ 
ステーション
■要予約 電話048（657）7231
〈直通〉

ランドセルリメイク
お使いにならなくなったランドセ
ルを手帳や財布にリメイクいたし
ます。
■随時受付
■お渡し期間：約2ヶ月
■6階＝紳士雑貨売場
※価格は店頭でご確認ください。

ヨガ教室
■①午前9時30分
②午前11時（各回約60分）

■定員：各回14名さま
■参加費：1,000円
■6階＝スポーツ売場
■要予約 電話048（657）7267
〈直通〉

京はやしやおいしい
お茶の淹れ方教室
■5月13日（月）・20日（月）・
27日（月）
■各日午後2時（約60分）
■参加費：2,000円（お土産付）
■9階＝レストラン街
■要予約 電話048（782）8857
〈直通〉

こども靴 足の計測会
■午後2時～2時30分
■参加費：無料 ■5階＝こども靴売場

天然成分の精油で虫よけアロマスプレーづくり
■午前11時～正午、午後1時～4時
■定員：30名さま ■参加費：500円
■5階＝こども服売場 特設会場

スマイルゼミ体験会
■5月18日（土）・19日（日） 
■随時受付 ■参加費：無料 ■5階＝特設会場

京粕漬魚久 販売会
■5月1日（水・祝）～6日（月・祝振）
■地下1階=セブンプレミアム前特設会場

麻布かりんと
麻布かりんと販売会
■5月７日（火）～14日（火）
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

京都祇園ボロニヤ
デニッシュ食パン販売会
■5月15日（水）～21日（火）
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

もとはし屋 
あんドーナツ販売会
■5月15日（水）～21日（火）
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

清水屋 生クリームパン販売会
ビオイッシモ オリーブオイル販売会
■5月29日（水）～6月4日（火） ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

玄米香琲試飲販売会 ■地下1階＝こだわりや

神戸コロッケ販売会
■5月24日（金）～26日（日）
■地下1階＝崎陽軒側エスカレー
ター前特設会場

ガトーフェスタ ハラダ ガトーラスク販売会
■5月6日（月・祝振）まで
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

ワールドワイン試飲販売会
■5月6日（月・祝振）まで
■地下1階＝酒売場

柿安 黒毛和牛一頭セール
黒毛和牛100g・980円均一
■5月1日（水・祝）～3日（金・祝） ■地下1階＝生鮮売場

デリショップ お肉の弁当全品100円引き ■地下1階＝デリショップ毎月28日は
にわとりの日
麻布あさひ
焼き鳥全品20円引き
■地下1階＝麻布あさひ

毎月29日は肉の日　 

青果朝市
■5月18日（土）・25日（土） ■各日午前10時～午後５時
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

深谷もやし販売会
■5月18日（土）・24日（金）・29日（水）
■地下1階＝グリーンワールド

サンリオ
いちご新聞発売日
■毎月10日発売
■216円
■5階＝サンリオ

「笑顔で振り返る平成の軌跡」報道写真展
■5月７日（火）まで
■３階＝連絡通路

離乳食講座 
■①午前10時30分 ②午前11時30分
■定員：各回8名さま 
■5階＝ベビー用品売場
■要予約 電話048（657）7340

日下部春喜のクラブ相談会 ■午前11時～午後5時 
■参加費：無料 ■6階＝ゴルフ売場 ■要予約 電話048（631）0521〈直通〉  

ペタペタ焼き絵 ■5月1日（水・祝）・2日（木・休） 
■各日午前11時～午後4時 ■参加費：648円 ■5階＝玩具売場

さいたま市北区盆栽町周辺 第36回大盆栽まつり ■5月3日（金・祝）～5日（日・祝）

〈盆栽 清香園〉 春の草もの盆栽づくり
■5月6日（月・祝振）、10日（金）、14日（火）、15日（水）、17日（金）、20日（月）、26日（日）■参加費：7,560円  ■各回先着5名さま
※開催時間などくわしくはお問い合わせください。 ■10階＝盆栽 清香園  彩香盆栽教室 電話0120（464）870

盲導犬ふれあいキャンペーン
■①午後1時 ②午後3時 （各回約40分） 
■2階＝大宮駅側入口 特設会場 ※雨天時は1階＝大宮駅側入口 特設会場

和太鼓響 演舞 ■①午前11時 ②午後2時 （各回約30分）
■2階＝大宮駅側入口 特設会場 ※雨天時は1階＝大宮駅側入口 特設会場

ヤマノミュージックサロン大宮 楽器ふれあい会（サックス＆トランペット）
■講師ミニライブ 午後2時30分 ■楽器ふれあい会 午後3時
■参加費：無料 ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

アクアプレイ体験会
■午後2時～2時30分
■参加費：無料 ■5階＝ボーネルンド

ミシン体験会
■5月2日（木・休）・15日（水）
■各日①午前10時30分
②午後2時

■定員：各回2名さま 
■参加費：1,620円（1回レッスン
料）※材料費別途
■5階＝ホビーラホビーレ 
■要予約 電話048（783）3078
〈直通〉 

フラワーアレンジメントワークショップ
■①午前11時 ②午後1時30分 ③午後3時30分 ■定員：各回4名さま
■参加費：3,240円 ■3階＝キートゥースタイル グリーンラボ

カーネーションハーバリウムワークショップ
■午前11時～午後4時 ■参加費：1,500円から ■3階＝キートゥースタイル グリーンラボ
母の日ハーバリウムワークショップ
■①午後1時 ②午後3時 ■定員：各回4名さま
■参加費：5,400円 ■7階＝暮らしのサロン プリマ

母子で骨格診断 ■5月11日（土）・12日（日） 
■①午前10時30分 ②正午 ③午後2時15分 ④午後3時45分 ⑤午後5時15分
■定員：各回1組さま ■参加費：無料
■3階＝キートゥースタイル グリーンラボ
■要予約 電話048（657）7308〈直通〉 

砂絵を作ろう ■5月4日（土・祝）・5日（日・祝）
■各日午前11時～午後5時 ■参加費：400円 ■5階＝サンリオ

 毎月7日はちよだの日
ちよだ鮨 江戸前寿司
1人前を20%OFF
■地下1階＝ちよだ鮨

お子さま母の日テスト
■午後1時～ 3時
■5階＝特設会場 ■参加費：無料

母の日テスト2019体験ブース
■5月7日（火）～12日（日）
■3階＝特設会場

パッチワーク
フリーレッスン
■午前10時30分 ■定員：6名さま
■参加費：1,620円（1回レッスン
料）※材料費別途
■5階＝ホビーラホビーレ 
■要予約 電話048（783）3078〈直通〉 

母の日モチーフ作り 
■午後2時～3時 ■参加費：300円 ■5階＝ボーネルンド

ミキハウス 
出産準備相談会
■①午前11時
②午後2時（各回約90分）

■定員：各回2組さま
 （6月～7月出産予定の方、要予約） 
■参加費：無料
■5階＝ミキハウス 
■要予約 電話048（646）2268
〈直通〉

城西川越高校 
和太鼓「欅」演舞 
■①午前11時 ②午後2時 （各回約30分） 
■2階＝大宮駅側入口 特設会場 
※雨天時は1階＝大宮駅側入口 特設会場

ヤマノミュージックサロン大宮 楽器ふれあい会（フルート＆クラリネット）  
■講師ミニライブ 午後2時30分 ■楽器ふれあい会 午後3時
■参加費：無料 ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

メダカのアクアリウムワークショップ 
■①午前11時 ②午後2時 ■定員：各回5名さま ■参加費：3,240円
■7階＝暮らしのサロン ボタニカルラウンジ
■要予約 電話048（657）7289〈直通〉 

イグアナアイ販売会 
靴でもサンダルでもない新発想のフットウエアブランドです。
■5月22日（水）～6月4日（火）
■1階＝婦人靴売場

仿古堂化粧筆販売会
■5月23日（木）～29日（水）
■2階＝特設会場

父の日カードづくり 
■午後2時～3時 ■先着6名さま
■参加費：300円 ■5階＝ボーネルンド

朝日新聞 平成のあゆみ展 
■5月29日（水）～6月4日（火） ■入場無料 ■3階＝特設会場
中澤鞄販売会 ■5月29日（水）～6月4日（火） ■1階＝婦人靴売場横 特設会場

与野公園 ばらまつり2019 ■5月18日（土）・19日（日）

武蔵一宮氷川神社 第38回大宮薪能 ■5月25日（土）・26日（日）午後5時

〈ペットショップ ジョーカー〉 ワンちゃんおやつ大試食会 ■5月3日（金・祝）・4日（土・祝）　
キッズトレーナー教室入門コース・わくわくコース ■5月5日（日・祝）　新しい子をお迎
えするための相談会 ■5月3日（金・祝）～6日（月・祝振）  パピーパーティー ■5月12日（日） 　
お手入れ教室 ■5月14日（火）　無麻酔歯石除去 ■5月17日（金）・18日（土） 
ふれあい体験会 ■5月19日（日）　ティベッカプリントバッグオーダー会 ■5月25日（土） 
※開催時間・参加費・ご予約方法などくわしくはお問い合わせください。 
■10階＝ペットショップ ジョーカー  電話048（646）2456〈直通〉

県営大宮球場
埼玉西武ライオンズVS.
千葉ロッテマリーンズ
■5月9日（木）午後6時

刺繍フリーレッスン
■5月12日（日）・17日（金）・26日（日）・31日（金）
■各日午後2時～4時
■定員：各日5名さま 
■参加費：1,620円（1回レッスン料）※材料費別途
■5階＝ホビーラホビーレ 
■要予約 電話048（783）3078〈直通〉 

鮭の日 ■地下1階=𠮷川水産
鶏の市 ■地下1階=柿安

魚卵の日 ■地下1階=𠮷川水産
豚の市 ■地下1階=柿安

毎週月曜日 毎週火曜日 毎週水曜日 毎週木曜日 毎週金曜日

刺身バイキング ■地下1階=𠮷川水産
切り落としの日 ■地下1階=柿安

漬魚の日 ■地下1階=𠮷川水産
ハンバーグの日 ■地下1階=柿安

秩父野菜直送市 ■地下1階=グリーンワールド
ハーベスト丸山 地場野菜直送市 ■地下1階=グリーンワールド毎週月曜日・水曜日・金曜日
乃が美 高級生食パン販売会 ■地下1階=特設会場毎週火曜日・木曜日

毎週火曜日・木曜日・土曜日
羽田市場鮮魚直送市 ■地下1階=𠮷川水産
すき焼きの日 ■地下1階=柿安

寿司の日 ■地下1階=𠮷川水産
ステーキの日 ■地下1階=柿安

野菜98円均一 ■地下1階=グリーンワールド
干物の日 ■地下1階=𠮷川水産
ローストビーフの日 ■地下1階=柿安

ワイン飲み放題
■午後5時～ ■地下1階=酒売場
■お一人さま1,300円（1時間コース）

毎週土曜日 毎週日曜日
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