TAKE FREE!

夏 を た っ ぷ り 楽 し め る さ い た ま 市 の 魅 力 を 詰 め こ ん だ 超 保 存 版！
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？？枚の音源」
ヒミツ① 「？

「声も姿も○○なアナ」など
人気ラジオ局FM NACK5@大宮の裏側
ぜんぶ見せます！
ヒミツ②

さいたまの観光情報 さいず

大人の社会科見学
表紙＝ヌゥ＆らじっと／農家レストラン 菜七色

FM NACK5

安心・安全で雰囲気抜群、 味太鼓判！

農家レストランへ行こう。
さいたまLOVER's

Interview 田口禎則

熱い夏がキター !!! 花火大会＆夏祭り速報!!
パワーみなぎる!! 夏のイベントカレンダー
鉄道博物館／さいたま市大宮盆栽美術館

連載
スタート

さいたまご当地キャラ図鑑

さいたま市PRキャラ

NACK5キャラ

編

代目さいたま小町
松下 茉央さん︵右︶、林 由貴英さん︵左︶

17
3

スタジオのタイムテーブルをチェック

FM NACK5スタジオ
79.5FM

6

ニュースルームアナウンサーの
青山絵美さんに遭遇

2

壁には記念の
ディスクがズラリ！

しゃ

16

18

編成・制作部には番組作りをしている方の机が並んでいます。
都丸さんにプログラムについて説明してもらっちゃいました

ミーティング中ー

青山さんは自ら原稿を書いて
ここでニュースを読んでいます

15

4

5

スタジオの中は…

7

本番前の第2スタジオ

かい

この日のメインテーマは﹁どうでもいいと思う他人のこだわり﹂
人の楽しい掛け合いで番組が進行していきます

8

2

か
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NACK5
の巻

1

さいたま市で活躍する方々が、さまざまな施設や企業に出かけて

90

魅力を発掘する大人の社会科見学。記念すべき第 回は、

12

この扉の向こうが

NACK5 の心臓部‼

13

2
がく

番組ごとのロッカー

2

自動販売機をよくよく見ると⋮
ほとんどが 円！ ヤスッ

今月のＰＯＷＥＲ ＰＬＡＹ

西武バスにNACK5のラッピングバスが～9/16㊋の期間限定で登場。所沢⇔羽田空港、川越⇔羽田空港、所沢⇔成田空港の3区間を走行中だ。

人気ラジオ局へ潜入
公開生放送も

大宮駅西口すぐのビル内にある

やって来ました。入口
︵①︶
で、番

FMラジオ
﹁NACK5﹂
の本社に

組ゲストへのウェルカムボードも

発見。早速、見学させてもらう番

組
﹁GOGOMONZ﹂
のみなさん

とごあいさつ
︵④︶
。ミーティング

の確認をするんだそう。本番前の

︵⑤︶
では台本の読み合わせや進行

スタジオ内
︵⑥⑦⑧︶
も特別に見せ

てもらいました。フロア奥にある

番組ごとのロッカー︵⑨︶には、

郵便物やプロモーションCDがど

っさり。レコード室
︵⑩︶
のCDは

バーコード管理をしていてすぐ曲

が探し出せたり、取材してきた素

材を自分たちで編集
︵⑪︶
するなど、

「GOGOMONZ」には「Go!Go!カリート」のオリジナルダンスがある。リスナーと一体感を出すために考案したとか。これを覚えて公開放送時は一緒に踊ろう

初めて知ることばかり。マスター

午後の楽しいひと時に集う
「午後者（ごごもん）
」の憩い
の場。リスナーの投稿を中心
に、生活に役立つ情報も満載。

2 23

ルーム
︵⑫︶
にはすべての放送機器

さいたま市在住の落語家という特色
を生かして、地元目線で笑いや情報
を共有できる番組を目指しています

GOGOMONZ

そう。
小町の 人もよく聞く
﹁GO

亭圓歌に入門し内弟子
となる。09 年 NHK 新人
演芸大賞に入選し、10
年真打ち昇進

があり、通年 ℃に保たれている

の～んびり、ゆ～ったりな空気感で、
午後のひと時を気の抜けてしまうよ
うな小さな笑いで満たしたいです

1997（ 平成 9 ）年、三遊

いよ開始。もっと緊張感が漂うか

パーソナリティー界の
アイドル的存在のマル
チタレント。趣味は、
LIVE
ハウス巡りと映画鑑賞
（特に邦画）

パーソナリティー

三遊亭鬼丸

GOMONZ﹂の本番︵ ︶がいよ

横田かおり

と思っていたら、アットホームな

パーソナリティー

雰囲気は番組そのまま。アルシェ

iさいたま市大宮区錦町682-2 JACK大宮11F
1048・650・0331
（平日10：00〜17：00受付）
●公開スタジオ・アルシェ
iさいたま市大宮区桜木町2-1-1 大宮西口ア
ルシェビル5F
eJe㋥大宮駅西口すぐ
※観覧整理券が必要な場合はモバイルサイト
「ゲスト観覧整理券」ページより申込みの上、
当選メールの受け取りが必要です。

9

22

での生放送時は、すごい集客とい

FM NACK5

14

う人気の秘密が見えました。

●大宮駅西口

三遊亭鬼丸さんのしゃべりも
熱がこもってきました！

本番中のスタッフルームは⋮

23

END

10

横田かおりさんと目が合っちゃいました
リラックスした雰囲気ですね

21

そして見学は
終了しました

レコード室には、
約 万5000枚
のＣＤをストック

編集用の機器もたくさん！

11

GOGOMONZは毎週㊊〜㊍
13:00〜16:55、こちらで放送中！

さいたま小町の 人が普段入ることのできないラジオ局へ！

ビルの11Fにあって、
すごく眺めがいい！

けん

1人ずつ専用マイクがあるんだね
カッコイイなぁ

いよいよ
」本番‼
GOGOMONZ
スタ「
ジオのタ
イムテーブル

20

3

おとな

みなさまとごあいさつ

も
真 剣その の

1

GOGOMONZの

都丸征紀さん。
NACK5のキャラクター
＂らじっと＂の生みの親

プロモーションに来ていた
ポニーキャニオンの新井原朋子さん

出演した方々の
ポスターにはサインも

さいたま
小町が
行く！

2

ぎる!!
パワーみな

イベント案
内人

ター !!!
熱い夏がキ

夏のイベントカレンダー
これからのシーズンは、各所でイベントがめじろ押し。特に7〜8月は、見て、参加して楽しめる夏祭りが満載。
「氷川神社の茅の輪くぐりと植木草花市」など、暑い季節ならではの伝統行事もお見逃しなく。

6月
6/30㊊ 氷川神社の茅の輪くぐりと植木草花市

さいたま観

光国際協会

花火大会＆夏祭り 速報!!
ことしも夏の風物詩「さいたま市花火大会」が開催決定。3つの会場で繰り広げられる華やかな花火の競演は、
待ち遠しいばかり。恒例の 夏祭り も各所で行われるから、たっぷりと楽しみたい！

会
市花火大
さいたま

1

1

7

7/6㊐ 第18回人形のまち岩槻朝顔市

gクレセントモール
（岩槻区） 1048･647･8339
（STIB）
B

A

氷川神社では、
／ ㊊のみ
茅の輪守も
授与されますよ。
6

30

D

7/13㊐ 浦和まつり「2014ウラワミュージック＆ダンスフェスタ」

gさくら草通り
（浦和区）
（NTTハローダイヤル、
1050･5541･8600
6/22㊐〜9/8㊊）

花火が間近で迫力がス
ゴイ！ 露店は大変混
雑するのでご注意を。

2

g旧中山道
（浦和区）
（NTTハローダイヤル、
1050･5541･8600
6/22㊐〜9/8㊊）

2

3

g大間木公園（打ち上げ場所：大間木公園内・緑区
大字大間木） 10180･99･3144
（NTTテレドーム、
7/17㊍〜8/16㊏） eJ東浦和駅より観覧場所誘
導ルートを通り徒歩20分 3www.stib.jp

7/20㊐ 大宮夏まつり「第23回中山道みやはらまつり2014」
gJ宮原駅東口周辺および旧中山道
（北区）
（NTTハローダイヤル、
1050･5541･8600
6/26㊍〜8/25㊊）
E

コチラも
チェック
鉄道博物館

8/9㊏〜
10/20㊊ 「新幹線LOVE」

新幹線を楽しみ、親しむ展示を開催！
7/19㊏～8/31㊐には、
「運転室公開」も実
施。200系新幹線電車を、約1年ぶりに
公開（写真上）するので、お見逃しなく。
iさいたま市大宮区大成町3-47 1048・651・
0088 610:00〜18:00※入館17:30まで d㊋
（㊗の場合開館）
※7/16㊌〜9/1㊊は休みなし
7￥1000、
小・中・高校生￥500、
幼児￥200
P280台
（￥500/1日） e㋥鉄道博物館
（大成）
駅より徒歩1分 3www.railway-museum.jp/

5

さいたま市大宮盆栽美術館

7/19㊏
〜9/3㊌ 「夏休み子どもぼんさい

美術館展」

大宮盆栽村や盆
栽をより詳しく
知ることができ、
地域学習にも役
立つ「学習ノー
ト」を無料配布。
夏休み期間中は、
子ども向けワー
クショップも開
催。詳細は3へ。
iさいたま市北区土呂町2-24-3
1048･780･2091 69:00〜16:30、
11〜2月は
〜 16 : 00 ※入館各 30 分前まで d㊍（㊗は開
館） 7入館￥300、高校生･大学生･65歳以上
￥150、
小･中学生￥100 P39台
（120分無料）
eJ土呂駅東口より徒歩5分
3www.bonsai-art-museum.jp

3

8月
8/1㊎･2㊏ 大宮夏まつり「2014中山道まつり」
gJe㊁大宮駅東口周辺
（大宮区）
（NTTハローダイヤル、
1050･5541･8600
6/26㊍〜8/25㊊）

芝川第1調整池ポンプ
場前の観覧場所は、混
雑が少なめで穴場です。

g岩槻文化公園（打ち上げ場所：岩槻文化公園内・
岩槻区大字村国229） 10180･99･3144
（NTTテレ
ドーム、
7/17㊍〜8/16㊏※大会延期の場合は〜8/18
㊊） e e岩槻駅、東岩槻駅より各徒歩 40 分
3www.stib.jp

g東大宮中央公園
（見沼区）
（NTTハローダイヤル、
1050･5541･8600
6/26㊍〜8/25㊊）

8/23㊏ 大宮夏まつり「第44回指扇まつり大会」

g滝沼川遊水池
（西区）
（NTTハローダイヤル、
1050･5541･8600
6/26㊍〜8/25㊊）

8/30㊏ さいたま市総合防災訓練・防災フェア

gさいたま市立第二東中学校
（大宮区）
（さいたま市防災課）
1048・829・1127

9月
9/6㊏ 浦和まつり
「第36回北浦和阿波おどり大会」

gJ北浦和駅西口周辺
（浦和区）
（NTTハローダイヤル、
1050･5541･8600
6/22㊐〜9/8㊊）

「鉄道博物館では」
、7/19㊏～8/31㊐に「親子で挑戦！鉄道博物館クイズラリー」を開催。親子で館内を巡りクイズに答えると、オリジナルE7系ペーパークラフトをプレゼント。

※荒天時8/18㊊に延期

●岩槻駅

公園内の川べりを舞台に、ダイナミックな光
と音の競演が繰り広げられる。スターマイン
などの花火が、川面に映し出される幻想的な
情景も見もの。打ち上げ数は約3600発。

終了後は国道 16 号線
が大混雑。徒歩なら裏
道を歩くのが正解！

8/1㊎･2㊏
大宮夏まつり
「第18回東大宮サマーフェスティバル」

8/6㊌･7㊍ 大宮夏まつり「第43回大宮日進七夕まつり」
g日進七夕通り周辺
（北区）
（NTTハローダイヤル、
1050･5541･8600
6/26㊍〜8/25㊊）

8/16㊏ 19：30〜

岩槻文化公園会場

8/1㊎ 大宮夏まつり「第27回スパークカーニバル」

gJe㊁大宮駅西口周辺
（大宮区）
（NTTハローダイヤル、
1050･5541･8600
6/26㊍〜8/25㊊）

※荒天時8/10㊐に順延

●東浦和駅

見沼の豊かな自然に囲まれた地で、約5000
発の花火を堪能。打ち上げ場所近くの一般観
覧席からは、スターマインや早打ち花火など
が間近に見られ、迫力満点に楽しめる。

7/20㊐ 浦和まつり「第11回浦和よさこい」
gJ南浦和駅周辺
（南区）
（NTTハローダイヤル、
1050･5541･8600
6/22㊐〜9/8㊊）

F

8/9㊏ 19：30〜

東浦和 大間木公園会場

7/19㊏･20㊐ 平成26年度与野夏祭り

g本町通り周辺
（中央区）
（NTTハローダイヤル、
〜7/21㊗）
1050･5541･8600

7/20㊐ 浦和まつり「第34回みこし渡御」

各所の夏祭りは、
ぜひ、参加して楽しんで
みてください！

※荒天時7/31㊍に順延

●大宮公園駅

g大和田公園
（打ち上げ場所：大和田公園北側耕作
地付近・北区見沼 1丁目地内） 1 0180･99･3144
（NTTテレドーム、
7/17㊍〜8/16㊏） ee大宮公園
駅、
大和田駅より各徒歩15分 3www.stib.jp

7/13㊐ 浦和まつり「第38回浦和おどり」
「第3回浦和おどりremix」

g旧中山道
（浦和区）
（NTTハローダイヤル、
1050･5541･8600
6/22㊐〜9/8㊊）

7/30㊌ 19：30〜

3会場で開催される「さいたま市花火大会」の
トップを飾る大会。早打ち、スターマインな
ど約5000発を打ち上げ予定。周囲に高い建
物がなく見晴らしのよさも格別。

月

C

さいたま市
LO
さいたま市 VEな27歳。
のイベント
を
よりいっそ
う楽しむ方
法、
ご紹介しま
す！

大和田公園会場

g武蔵一宮氷川神社境内および参道
（大宮区）
（STIB）
1048･647･8339

G

たかっち

8/17 ●岩槻駅東口
㊐
2014人形のまち岩槻まつり
「人形のまち岩槻」ならでは
の人形仮装パレードや、幅
10m、高さ8mのジャンボ雛段、
万燈みこし、よさこい踊りな
ど、見ごたえ満点。黒奴行列
や和太鼓演奏もあり。
g旧岩槻区役所、
岩槻駅前、
市宿通り周辺
1048・756・1445
（実行委員会事務局）
615：00〜21：00※雨天決行
ee岩槻駅東口より徒歩すぐ

7/31 ●大宮駅西口
㊍
大宮夏まつり「西口夏まつり」
「第27回スパークカーニバル」
の前夜祭として開催。大宮駅
西口周辺の町会みこしが、駅
前周辺を練り歩き、活気あふ
れる雰囲気に。また、よさこ
い踊りも実施される。
g大宮駅西口周辺
1050・5541・8600
（NTTハローダイヤル、
6/26㊍〜8/25㊊）
617：00〜21：00※雨天決行
eJe㋥大宮駅西口より徒歩すぐ

※各花火大会についての情報は、
変更となる可能性がありますので、
あらかじめご了承ください。
※問合せ先の電話は、
24時間対応（PHS、プリペイドカード式携帯電話及び一部のIP、光電話等では利用できない場合があります）。

7/13 ●浦和駅西口
㊐
浦和まつり
「第19回音楽パレード」
さいたま市内の小・中学校、
高校の金管バンド部など約
50チームが、華やかな音色と
共に旧中山道を行進。当日は、
「浦和おどり」や「浦和おどり
remix」も同時開催される。
g旧中山道：埼玉縣信用金庫前からさくら草通り
1050・5541・8600
（NTTハローダイヤル、
6/22㊐〜9/8㊊）
613：30〜15：30※雨天中止
eJ浦和駅西口より徒歩すぐ

4

さいたま市
最旬 NEWS
市内でいま、最も注目のニ
ュースをいち早くお届け！
今回は大宮に誕生したクラ
フトビール店をご紹介。

さいたま市の農家で作られる新鮮な
野菜を使った料理が自慢の 農家レ
ストラン が近ごろ評判！ 季節感
あふれる料理に舌鼓を打ち、のどか
な景色に心癒されるひと時を♪

クラフトビールの
おいしさをぜひ！

●大宮駅

ブリューパブ 氷川の杜
さいたま市初の自家製クラフトビール

●大宮駅西口

iさいたま市大宮区高鼻町1-36-1
1048・783・5123 617：30〜23：00
（LO22：30）
d不定 f約30席 Pなし
eJe㊁大宮駅東口より徒歩8分

ュー
ビ

さいたまご当地
キャラ図鑑

Characte
r
Number

農家レストラン

な

な

い ろ

菜七色

日替わりシェフの野菜ランチ

fほかではなかなかお目にか
かれない希少品種のトマト栽培
を行う榎本健司さんlどこか
懐かしい雰囲気も魅力d採れ
たて野菜の販売コーナーもある

01

トマト農家直営の農家レストラン。イタ
リアンや家庭料理、自然食など、シェフ
は毎日日替わり。店舗裏手に広がる畑で
採れたばかりの有機野菜を中心としたメ
ニューを、思う存分味わいたい。

iさいたま市西区飯田
新田547
飯田
1090・3310・7716
新田
56
611：30〜14：00
（LO）
※売り切れ次第終了
びん
沼川
56
d㊍※臨時休業あり
農家レストラン
f22席
菜七色
P8台
（無料）
びん沼自然公園
eJe㊁大宮駅西口よ
り西武バス1番乗り場馬宮団地行または所沢駅東
口行利用約25分、
0飯田新田から徒歩2分。
デイリーヤマザキ

飯田新田（南）
船
渡
橋

sfエール、アンバーエールなどクラフ
トビールは1パイント￥800、½ࢆパイント
￥500、本日のソーセージ4種￥880、水
菜の生ハム巻き￥540（各税別）ff奥に
はクラフトビールを作る醸造室もd＂人
と地域のつながりを育むコミュニティの
場にしたい＂と語る店主・菊池氏

ヌゥが イン
タ

f日替わりランチA ￥1000の一例。
7種以上の料理がのるプレートに自
家農園で採れる野菜のサラダバイキ
ングが付く。デザート付き

さいたま市で初めてのクラフトビール醸
造所に併設されたパブが誕生。店主・菊
池氏いちおしのアンバーエール、すっき
りめの味わいを楽しめるエールなどのク
ラフトビールが味わえる。オリジナルの
氷川の杜シリーズは7月登場予定。

さいたま市のご当地キャラを、つなが竜ヌゥがご紹介。
1回めは、FMラジオNACK5のマスコット らじっと です！

Q

さいたま市で
お気に入りの場所は？

●東浦和駅

らじっと

Profile

「いつもは大宮にあるNACK5のスタジオで、
ラジオ放送に耳を傾けているのが日課。気が
向けばどこでも出没しちゃうよ」

Q

Tanpopo
地場の無農薬野菜を存分に堪能
豊かな田園風景が広がる見沼の地にたたずむ
一軒家カフェ。近隣で採れる地場野菜をたっ
ぷり使った日替わりランチは、ボリュームも
満点。この春登場した自家製ベーグルはフワ
フワ、モチモチの食感で野菜との相性も絶妙。

好きなことや特技は
なんですか？

「得意の地獄耳で埼玉県内のいろいろな情報
を集めること。音楽業界の人とも仲良しだか
ら、最新ミュージックもよく聞いているね」

Q

宮本2丁目

iさいたま市緑区宮本

2-28-23

1048・874・2727
610：00〜18：00
※ランチ 11：00 〜なく
なり次第終了
橋
大
沼 路 d㊐㊊
芝原小
見 道
新 有料
f27席
463
P5台
（無料）
eJ東浦和駅より国際興業バスさいたま東営業所
行バス約10分、
0宮本2丁目から徒歩3分
キッチン＋
ギャラリー
見沼氷川公園
Tanpopo

なんだかにらまれている
みたいなんですが…

「もともと眼つきが悪いだけで、怒ってはい
ないよ。キャラクターだってただかわいいだ
けより、ニヒルな方がカッコイイでしょ？」

s氷カフェ各￥550。
イチゴ、抹茶など夏
にぴったりgくつろ
ぎ度満点の店内

キッチン ＋ギャラリー

〜さいた

ま市〜

f総州古白鶏のネギ揚げ焼きランチセット￥900など、
ランチは日替わりs自家製ベーグルサンドセット￥750
～。毎日手作りするふわふわのベーグルに、季節に合っ
たオリジナルの具材をサンドd手作り雑貨の販売も

年中無休・24時間営業

サウナ・スパ & カプセル・ビジネスホテル
JR大宮駅東口徒歩3分

〒330-0845 さいたま市大宮区仲町1-119-1 （南銀座通り）

T E L 0 4 8（ 6 4 3 ）5 8 1 1（ 代 ） FA X 0 4 8（ 6 4 3 ）3 1 3 7
http://www.parkplazahotel.net/
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「ブリューパブ 氷川の杜」を初めて訪れたら、クラフトビールの飲み比べに挑戦。3種テイスティング￥1000（税別）なら、好きなクラフトビールを3種類味わえる♪

「キッチン＋ギャラリー Tanpopo」で人気のオリジナルブレンド珈琲￥450は、東浦和にある珈琲専門店「コーヒーロクス」で特別にブレンドしたスペシャリテ♪
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田口 禎則
Yo s h i n o r i Ta g u c hi
さいたま市ゆかりの人が登場するこの企画。
初回は元Ｊリーガー・田口氏に人とのつながり方を
お話しいただきました。

人とつながる秘訣は
正直であること

み
ら

現在、力を入れている活動の一

つに、さいたま市での﹁未来くる

えたいですね。自分は表裏が出せ

先生﹂という活動があります。市

ない性格。自分らしさを正直に出

内の小・中学校を訪れて、子供た

私は選手だったころ、大変なこと

して初めて、相手とつながれるか

ちの未来に役立つ話をするんです。

もいろいろあったけれど、それら

否かは決まるもの。そうするうち

さいたま市はサッカーはもちろ

をどうやって乗り越え、いま、み

んスポーツが盛んなので、さらに

んなの前で話ができるのかを包み

のためにも自分なりに大切なこと

盛り上げたいですね。いまはお年

に自然と人の輪が広がる。肩ひじ

を伝え続けています。自

寄りが多くて僕も高齢化社会を実

張らずにいけるので、いまはそれ

分にとって大切なのは、

感しています。そんななかで大事

隠さずに話します。選手時代だけ

人と出会うこと。人と会

なのは、いかに健康であり続ける

がラクですね。

うことで自分の良さや欠

かということ。これは社会全体で

でなく、市・県議時代の話も。＂元

点に気づくことがある。

取り組まねばならないもの。病院

Jリーガーが来る＂と期待してい

だから、＂人とつながるこ

に通う人を増やさないためにも、

d携帯からでもさ
いたま観光国際協
会の公式3に飛べ
ます。気軽にアク
セス！

たはずが、まったく違う話をする

とをいっぱいやりなさい

これからはスポーツで何か応援で

QRコードでHPへ!

社会全体での健康への
取り組みを応援したい

よ＂と話します。僕は選

きることをやっていきたいですね。

Follow us on Twitter@SaitamaTIB

から、子供たちは食いつきますね。

手時代にトラブルを起こ

ツイッターもやってます!

子供たちが夢を持てるように、そ

したことで、浦和レッズ

の田口ではなく、肩書き

タグチヨシノリ●1965年さいたま
市生まれ。日本女子サッカーリー
グ専務理事。1993年よりJリーグ
で活躍し、1994～98年には浦和
レッズに所属。2006年「なでしこ
リーグ」総務主事に就任。2011年
より現職

を外した自分と向き合っ

てくれる人々に出会えた。

議員になった時も、女子

サッカー界で働くように

なってからも、常に人と

向き合う大切さを感じて

きました。だから子供た

ちにも、自信を持って伝

Pro f i l e

もっとさいたま市を知りたくなったら!

大宮駅観光案内所

さいたま新都心観光案内所

浦和観光案内所

iさいたま市中央区上
落合2(Jさいたま新都
心駅東西自由通路内）
1048・600・0070
610:00~18:30
d年末年始 eJさい
たま新都心駅直結

iさいたま市大宮区錦
町630(J大宮駅構内）
1048・644・1144
69:00〜19:00
dなし
e J大宮駅直結、e㋥
大宮駅より徒歩3分

iさいたま市浦和区高
砂1-16-20(J浦和駅西
口） 1048・824・0333
610:00~18:30
d年末年始
eJ浦和駅西口より徒
歩すぐ

発行 公益社団法人さいたま観光国際協会
iさいたま市大宮区錦町682-2 JACK大宮3F
1048・647・8338 3www.stib.jp
制作
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i…住所 1…電話番号 2…フリーダイヤル 6…営業時間 d…定休日 f…座席数 P…駐車場 e…アクセス c…祝日、
国民の休日、
振替休日
4…問い合わせ先 g…会場 0…バス停 7…料金 3…ホームページ J…JR線 e…東武線 ㋥…ニューシャトル
…埼玉高速鉄道

8

