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 さいたま市花火大会実行委員会（委員長：清水勇人さいたま市長）が、開催に向けて準

備を進めてまいりました、大和田公園会場、東浦和 大間木公園会場、岩槻文化公園会場の

詳細が下記のとおり決定いたしました。 

 本年度も、たくさんの企業・団体からご協賛をいただき、昨年度と同規模で開催いたし

ます。 

 また、昨年に引き続き、さいたま市内に避難されている方を会場に招待するなど、東日

本大震災の被災地支援を行います。 

 

記 
 

１ 大和田公園会場  

（１）日  時 平成２４年７月３０日（月）１９時３０分~ 

          ※荒天の場合は翌３１日（火）に順延 

（２）会  場 大和田公園周辺 

        （打上場所：大和田公園北側耕作地付近・北区見沼１丁目地内） 

（３）交  通 東武野田線大宮公園駅又は大和田駅から徒歩１５分 

（４）交通規制 １８時００分から２２時００分まで 

（５）打上発数等 約５，０００発、最大４号玉 

（６）プログラム 別紙のとおり 

２ 東浦和 大間木公園会場 

（１）日  時 平成２４年８月１１日（土）１９時３０分~ 

          ※荒天の場合は翌１２日（日）に順延 

「平成２４年度さいたま市花火大会」の詳細が決定いたしました！ 

記 者 発 表 資 料（２４-０１８） 

平成２４年 ７月１７日（火） 

<本状に関する問合せ先> 
 
観光事業担当 秋本（大和田公園会場） 

       矢作（大間木公園会場） 

       鈴木（岩槻文化公園会場） 

TEL：048-647-8339 FAX：048-647-0126 
 

広報宣伝事業担当 安藤・遊馬（あすま） 

TEL：048-647-8338 FAX：048-647-0116 

E-MAIL：koho@stib.jp 

URL：http://www.stib.jp 

Twitter：@SaitamaTIB 
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（２）会  場 大間木公園周辺 

        （打上場所：大間木公園内・緑区大間木大字八町、字長割、字附島ほか） 

（３）交  通 ＪＲ東浦和駅から「観覧場所誘導ルート」を通って徒歩２０分 

（４）交通規制 １８時００分から２２時３０分 

（５）打上発数等 約５，０００発、最大２．５号玉 

（６）プログラム 別紙のとおり 

（７）そ の 他 復路のみ、JR南浦和駅西口行きの無料シャトルバスを運行します。 

        シャトルバス乗り場は県道１０３号線川口北高校北交差点(川口市大字

木曽呂１３１７)付近です。 

３ 岩槻文化公園会場 

（１）日  時 平成２４年８月１８日（土）１９時３０分~ 

          ※荒天の場合は２０日（月）に延期 

（２）会  場 岩槻文化公園（打上場所：岩槻文化公園内・岩槻区大字村国２２９） 

（３）交  通 東武野田線岩槻駅又は東岩槻駅から徒歩４０分 

（４）交通規制 １８時００分から２１時３０分まで 

（５）打上発数等 約３，５００発、最大３号玉 

（６）プログラム 別紙のとおり 

（７）そ の 他 観覧場所として、川通公園（岩槻区大字長宮８２５－５）を解放します。 

        川通公園は、東武野田線東岩槻駅から徒歩３０分です。 

４ ３会場共通 

（１）順延日または延期日が荒天の場合は中止となります。 

（２）開催可否の決定は当日の午後１時００分です。ただし、午後１時以降であっても、 

   急な雷雨の発生等により、急遽開催を中断または中止する場合があります。 

（３）一般の方の問合せ先 

  ・ＮＴＴテレドーム（事前録音による音声案内） ＴＥＬ０１８０-９９-３１４４ 

   ※通話期間：７月１９日（木）~８月１８日（土）（延期の場合は２０日（月）まで） 

   ※２４時間対応（ＰＨＳ・プリペイドカード式携帯電話、一部のＩＰ・光電話等で 

    はご利用頂けない場合があります。 

  ・パソコン、携帯電話 http://www.stib.jp/hanabi/index.shtml 

   ※社団法人さいたま観光国際協会ホームページ 

５ 昨年の来遊者数 

 ・大和田公園会場  １１万人 

 ・大間木公園会場   ９万人 

 ・岩槻文化公園会場  ６万人 
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別紙 

【大和田公園会場】 

時  間 花火種類 協賛企業・団体 

開会スターマイン  

メッセージ花火 個人協賛 

早打ち 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン （社）さいたま観光国際協会 

１９：３０ 

スターマイン さいたま商工会議所 

早打ち 一般協賛 

スターマイン 大宮アルディージャ 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン オリエンタル火工（株） 

スターマイン 一般協賛 

１９：４５ 

大スターマイン ＤＯＭショッピングセンター 

スペシャルスターマイン 一般協賛 １９：５５ 

休 憩 

スターマイン （株）アイダ設計 

スターマイン （株）武蔵野銀行 

スターマイン （株）タムロン 

スターマイン トキタ種苗（株） 

大スターマイン 一般協賛 

早打ち 一般協賛 

スターマイン （株）スペックス 

スターマイン （株）富士薬品 

２０：００ 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン （株）クリーン工房 

大スターマイン （株）しまむら 

早打ち 一般協賛 

スターマイン （株）ハイデイ日高（日高屋） 

スターマイン 

富士通（株）、（株）富士通エフサス、 

富士通ネットワークソリューションズ（株）、

富士通リース（株）、富士通コワーコ（株） 

スターマイン （有）太盛 

スターマイン 清水園 

スターマイン （株）アップル 

大スターマイン 早見石材（株） 

２０：２５ 

スペシャルスターマイン （株）中央デパート 

２０：４５ フィナーレ さいたま市花火大会実行委員会 
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【東浦和 大間木公園会場】 

時  間 花火種類 協賛企業・団体 

開会スターマイン  

メッセージ花火 個人協賛 

早打ち 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン （株）アイダ設計 

スターマイン （社）さいたま観光国際協会 

スターマイン さいたま商工会議所 

早打ち 一般協賛 

スターマイン さいたま市浦和商店会連合会 

スターマイン オリエンタル火工（株） 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

１９：３０ 

大スターマイン 一般協賛 

休 憩 

スペシャルスターマイン 
（株）三越伊勢丹 伊勢丹浦和店 

コミュニティプラザ・コルソ 

早打ち 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン 茨城クリーン（有） 

スターマイン 浦和中央自動車教習所 

スターマイン （株）パルコ浦和店 

２０：００ 

大スターマイン 一般協賛 

早打ち 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン 日本環境マネジメント（株） 

スターマイン 浦和レッドダイヤモンズ 

スターマイン 一般協賛 

大スターマイン 一般協賛 

２０：２０ 

スペシャルスターマイン パチンコ ガーデン 

２０：４５ フィナーレ さいたま市花火大会実行委員会 
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【岩槻文化公園会場】 

時  間 花火種類 協賛企業・団体 

開会スターマイン  

メッセージ花火 個人協賛 

早打ち 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン （社）さいたま観光国際協会 

早打ち 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン 大宮アルディージャ 

スターマイン オリエンタル火工（株） 

大スターマイン 一般協賛 

１９：３０ 

休 憩 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

早打ち 一般協賛 

スターマイン さいたま商工会議所 

スターマイン （株）ＳＰＤセキュリＡ 

スターマイン 一般協賛 

大スターマイン 高橋犬猫病院・ペットサロンサンタ 

早打ち 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン 一般協賛 

スターマイン （株）アイダ設計 

２０：００ 

スペシャルスターマイン 一般協賛 

２０：４５ フィナーレ さいたま市花火大会実行委員会 

 


