春 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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表紙＝ヌゥ＆大宮セブン／大宮ラクーンよしもと劇場

大人の社会科見学

さいたま初のよしもと劇場におじゃましました！
「大宮セブン」の素顔や笑いに包まれる劇場を徹底リポート

と劇場
大宮ラクーンよしも

心のこもった逸品を召し上がれ

こだわりスイーツ店をご紹介
お花見やウオーキングに出かけよう

春のおでかけスポット＆イベント情報満載

編

特別
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その場を盛り上げるヒーロー
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楽屋を訪問してみました

えんにち アイパー滝沢さんの特技は編み物

さいたま
小町が
行く！
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おとな
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今 回 案 内して く れるのは 代 目 さいたま
小町の柏倉桃子㊨さん、 三浦詩生㊧さん

劇場入口には、 人気芸人の似顔絵が!

真 剣！

大宮駅近くの大宮RAKUUN6階が目的の場所

2

本番

前

しゃ

本番前の劇場入口には、
開場を待つ人々がズラリと並びます

中
サル
リハー

13

リハーサルでは、本番の流れを確認。
なごやかな雰囲気で進みます

12

全141席ある劇場（写真右）。劇場後方では、
照明や音声などのスタッフがスタンバイする

5

4

ロッカーには大宮の盆栽に
ちなみ盆栽マークが

!!

3

劇場で活躍する 大宮セブン（P4参照）
の等身大パネルも飾られている

劇場入口にはショップがある。
よしもと芸人グッズが多種多彩に並ぶ

か

本番

かい

14

人気

No.1 !!

7

6

よしもと氷川クッキー￥702（写真右上）は大宮限定

芸人ステッカー￥216（1点）など、人気グッズがズラリ !

後
終了

がく

せ
未販売! レアアイテムを探

2

大宮ラクーン
よしもと劇場
の巻

9

END

大宮劇場で活躍する えんにち のお2人に遭遇 !

さいたま初の
よしもと劇場に潜入

２０１４年７月のオープン以来、

さいたま初の
「よしもと劇場」
とし

て注目を集める「大宮ラクーンよ

しもと劇場」
。この日は、大宮を

拠点に活動するお笑いユニット

“大宮セブン”（Ｐ４参照）
に劇場の

当日は、
“大宮セブン”
初の冠番

一日を案内していただきました。

ブン”のみなさんの楽屋を訪ねる

組の収録。気合いの入る“大宮セ

沢さんが編み物に没頭
（⑪）
。聞く

と
（⑩）
、
“えんにち”
のアイパー滝

と、
「編んだ品を販売する」
のだと

なくして、リハーサル
（⑬）
開始。

か。プロ級の腕に思わず感心。程

舞台上で本番の流れを確認。立ち

位置や照明、音響などもチェック。

会場の外ではお客さんが並び始め

ます（⑭）
。そしていよいよ本番

ンポの良さで、会場を笑いの渦に

（END）
。緊張を感じさせないテ

今回見学した、
＂大宮セブン＂初の冠番組「よしもと大宮芸人大集合!大宮セブン爆笑ライブ（再）
（テレビ埼玉 地デジ3ch）は、3/1㊐20：00～20：55に放送。ぜひチェックしよう!
」

巻き込みます。本番終了後にファ

さいたま新都心

本番前から終了まで、終始、笑

マクドナルド 大宮
髙島屋

平日は総勢約200組の芸人が参加する、ラン
キング形式ライブ「頂～itadaki～Battle」や、
芸人プロデュースの企画ライブを中心に上演。
㊏㊐はテレビでもおなじみの芸人による寄席
公演や単独ライブを中心に実施中。

ンを見送る姿も印象的でした。

東口
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いが絶えない現場に７代目さいた

ミニストップ
ルミネ

駅
大宮
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大宮ラクーン
よしもと劇場

幅広い演目で見ごたえ抜群 !
お笑いライブに大爆笑

ま小町の 人も大興奮。“大宮セブ

大宮ラクーンよしもと劇場
iさいたま市大宮区宮町1-60
大宮RAKUUN6階 1048･782・6871
6公演により異なる dなし 7ラクー
ンよしもと寄席/前売￥2500、
当日￥3000、
ラクーンよしもと夜寄席/前売＆当日￥
頂〜itadaki〜Battle予選
（60分）
前売
2000、
￥1000、
当日￥1200ほか Pなし
eJe㋥大宮駅東口より徒歩1分

大宮セブンの1人、 GAG少年楽団 の坂本さんを発見

ン”
にすっかり魅了されました。

●大宮駅東口

8

㊏㊐㊗は「ラクーンよしもと寄席」
（前売￥2500、当日￥3000）が好評。12:00～、14:00～、16:00～の1日3回、70分の公演には、テレビで活躍中の人気芸人も登場するのでぜひ!

4

さいたま市で活躍する方々が、地元の施設や企業に出かけて

望月リョーマ作

代目さいたま小町の 人が﹁大宮ラクーンよしもと劇場﹂の魅力を発見！

by えんにち

その魅力を発掘する大人の社会科見学。第 弾は、

けん
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* sweet
s

原材料や伝統的な製法などに徹底的にこだわり続け
るスイーツ店をご紹介。わざわざ訪れる価値ありの
3店で、とっておきの逸品を召し上がれ!

ヌゥがイン
タ

ュー
ビ

ます。
え
教
由
理
mashi
おいしさの
saita

厳選!! こだわりスイーツ
が絶妙。
口当たり
な
か
ら
なめ

さいたまご当地
キャラ図鑑

さいたま市のご当地キャラ、つなが竜ヌゥがご紹介。
今回は、番外編で ヨイショマン が緊急参入！

談
特別対
その場を盛り上げるヒーロー

ヨイショマン

。
寒天に感激
る
じ
感
り
磯の香

さいたま市PRキャラ

つなが竜

ヨイショマン（＝以下 ●㋵） そう

ショマンはヒーローなんだよね？

ヌゥ（＝以下●㋦） 最初に、ヨイ

イショマンの魅力に迫りました。

市ＰＲキャラのヌゥが初対面。ヨ

躍するヨイショマンに、さいたま

編集部＝今回は、大宮を拠点に活

●㋦＝それは大変そうだね。

いと思います。

間がないように盛り上げていきた

●㋵＝一秒たりとも、盛り下がる時

てあるの？

でこれからやっていきたいことっ

で、
「大宮ラクーンよしもと劇場」

仲間に加えてほしいなあ。ところ

●㋵＝いま、いちばん盛り下がって

●㋦＝ちなみに行ってみたい所は？

て異国の地にも行ってみたい。

行けるのであれば、飛行機に乗っ

の人や物をヨイショしていきたい。

ーで全国を巡って、その土地土地

●㋵＝ヨイショマンのヒーローショ

●㋦＝今後の展望は？

体力作りしてます。

タモンズ
大波康平㊧、安部浩章㊨。
2012･13年度THE MANZAI
認定漫才師。魂の風刺漫才。
大宮劇場での単独ライブを
かなえる！

だよ。ヨイショマンはヒーローで

GAG少年楽団

いる土地に行ってみたい。そこで、

えんにち

アイパー滝沢㊧、望月リョ
坂本㊧、福井㊥、宮戸㊨。
ーマ㊨。アイパー滝沢の風
2015年1月 に 開 催 さ れ た
貌を生かす極道漫才が人気 「第36回ABCお笑いグラン
の埼玉出身お笑いコンビ。
プリ」優勝。日夜、ネタ作
大宮から新たな笑いを発信。 りに励む若手実力派。

●㋵＝そう、一秒たりともです！

浦和パルコ

JR京浜東北線

ブロードキャスト!!
吉村憲二㊧、房野史典㊨。
名古屋よしもと発、人気と
実力を兼ね備えた若手随一
の漫才師。大宮でも集客力
№1。期待のコンビ。

●㋦＝普段はどんなことを心掛けて

東口

4-15

1048・882・7545
610:00〜18:00 d㊐、
第3㊌
fなし※イートイン不可
P1台
（無料）
eJ浦和駅東口より徒歩7分

す！ 基本的に、その場を“盛り

中浦和

水嶋商店
駅
浦和

南与野駅

iさいたま市浦和区東仲町

463

浦和駅東口
（北）

上げる”のが主な活動だよ。必殺

マクドナルド
西口

iさいたま市中央区鈴谷
2-744-4 1048・799・3806
611:00〜19:00
dなし
fなし※イートイン不可
Pなし
eJ南与野駅西口より
徒歩1分

伊豆諸島産天草を、薪で熱した大釜で煮上げる伝
統的な製法で作る寒天は、磯の香り豊かな逸品。
季節によって水の量を調整し、常に絶妙な歯ごた
えを追求する。ところ天（ハーフ250円～）もあり。

北浦和

Ｍｖｕｋｅ

大宮

てんとう虫。
～パフェカフェ～

5

eJ土呂駅西口より徒歩10分

与野本町

しまむら

ヤオコー

J
土呂 R東北
本線
駅

警察学校

植竹小

1-594-14
1048・628・8483
68:00〜18:00
d㊌ f12席 Pなし

線
埼京
JR

iさいたま市北区植竹町

東大宮
西口

マダガスカル産、タヒチ産の 2 種類のバニラビー
ンズを使ったブーケプリンをはじめ、なめらかな
食感のプリンがズラリ。リンゴのカラメルプリン
（420円、～4月末予定）など、季節替わりの品も。

その土地をヨイショで盛り上げた

季節のフルーツを使ったパフェを多彩に味わえる
専門店。たっぷりフルーツパフェでは、フルーツ
カットの美しさにも注目したい。春は、ビワやサ
クランボなどを使った季節メニューも登場予定。

Mvuke

いです！ ヨイショ〜。

水嶋商店

〜パフェカフェ〜

●㋵＝ヨイショです！ ヨイショで

ブーケ

デンペー㊧、まさよし㊨。
2年連続認定漫才師。
〝大宮
では、看板らしく輝き続け
ることを目指したい〟と言
う実の兄弟コンビ。

いるの？

てんとう虫。

押見泰憲㊧、いけや賢二㊨。
TBS「キングオブコント
2014」で決勝進出を果たし
た実力派。
＂通常公演満席＂
を目指している。

「大宮ラクーンよしもと劇
場」を中心に活動する芸人
野田クリスタル㊧、村上㊨。 7組によるユニット。毎日、
2007年の結成初年度から
劇場に出演するほか、
埼玉・
実力を発揮し賞レースでは
大宮を盛り上げる活動が使
毎年好成績。大宮劇場に居
命。さっそく、期待の 7 組を
続けるのが当面の目標。
チェックしよう！

マヂカルラブリー

技 は「 ヨ イ ショ」で す。た ま に、

●浦和駅東口

サカイスト

三連ヨイショという“ヨイショ、

犬の心

ヨイショ、ヨイショ〜”と 回続

大宮を盛り上げる
お笑いユニット誕生

●南与野駅西口

3

大宮セブン
も始動‼

●土呂駅西口

けてヨイショが出る“プレミアム

ヨイショ”という技が出ます。

●㋦＝三連ヨイショって、めったに

見られないものなのかな〜？

●㋵＝そうです。三連ヨイショを見

られた方はだいぶラッキーですね。

●㋦＝ヨイショマンは、「大宮ラクー

ンよしもと劇場」を拠点に活動す

る〝大宮セブン〟の一員なの？

●㋵＝ヨイショマンは、
〝大宮セブ

ン〟の一員ではないんだよ。〝大宮

セブン〟を盛り上げる役で、記者

会見とかに参加したりしてます。

●㋦＝特別ゲストみたいなもの？

●㋵＝そうですね！〝大宮セブン〟

のみなさんは意識していないので

すが、そんなところです（笑）
。

●㋦＝おもな活動先を教えて！

●㋵＝大宮か新宿（ルミネtheよ

しもと）がほとんどですね。なか

でも、大宮はヨイショマンの地元

という感覚でやらしてもろてます

というのがはやってますが、埼玉

「寒天は注文ごとにカットします。
風味と歯ごたえを味わってくださ
い」店主の近藤憲治さん

（笑）
。最近は、ローカルヒーロー

が
ここ わり！
だ
こ

には“埼玉戦士さいたぁマン”と

「 2 種のバニラビーンズを使い分
けています」左から、スタッフの
大森さん、上川さん、田村さん

が
ここ わり！
だ
こ

あんみつ（小・3人前）￥600、
（大・6人前）￥1080。
寒天は注文を受けてからカットするので、いつも新
鮮。販売のみ。写真は盛り付けのイメージ

いう公式ヒーローがいるようなの

「旬のものはもちろん、珍しいフ
ルーツもご用意してお待ちしてい
ます!」店主のドリアンともよさん

が
ここ わり！
だ
こ

手前から、季節限定のストロベリー￥420（～4月末
予定）
、チーズケーキのイメージそのままなチーズ￥
420、ベーシックなブーケプリン￥380。販売のみ

で、いつか共演したいですね。

たっぷりフルーツパフェ￥1000。生クリームやコ
ーンフレークを使わず、フルーツを贅沢に飾った品。
ヨーグルト入りなので意外にもすっきり食べられる

●㋦＝なるほど〜。その時は、僕も

フルーツの魅
力を実感。

南浦和

「てんとう虫。～パフェカフェ～」では、地元にちなんだ＂盆栽パフェ＂￥850も! 「大成屋菓子舗」の盆栽最中や添加物なしの粒あん、フルーツ、寒天が入り食べごたえ満点

ヌゥ

「大宮ラクーンよしもと劇場」にて、大宮セブンの一員である＂ブロードキャスト!!＂が一週間毎日公演を開催。
「一週間ブロード!!」絶賛発売中。
3/23㊊～29㊐は、

4

イベント案
内人
さいたま観

3/28㊏・29㊐

3〜5月イベントカレンダー

●さいたま新都心駅東口

第3回さいたマーチ
〜見沼ツーデーウオーク〜

3月
3/1㊐ 人形のまち岩槻流しびな

１日のみの参加や当日
申し込みもできるので
気軽にどうぞ！

g岩槻城址公園
（岩槻区）
1048・757・8881
（岩槻人形協同組合）

たんぼ

●大宮駅東口

第34回大宮薪能

4月

毎年、人気の高いイベ
ントなので、先行予約
がオススメです。

4/4㊏・5㊐ 第38回岩槻城址公園桜まつり

g岩槻城址公園
（岩槻区） 1※1

4/5㊐〜7㊋ 花鎮祭

4/18㊏・19㊐ さくら草まつり15
4/19㊐ さくら草まつり'15

g市民の森・見沼グリーンセンター
（北区）
4園芸まつり1048・664・5915
（見沼グリーンセンター）
4シビックグリーンさいたま
1048・829・1423
（さいたま市みどり推進課）
4国際友好フェア 1048・813・8500
（さいたま市国際交流センター）
g大宮盆栽村
（北区）
1048・663・3899
（同実行委員会、
藤樹園）

堀の内
氷川神社入口

コチラも
チェック

3/13㊎
〜4/8㊌
D

さいたま市大宮盆栽美術館

Essence of BONSAI
─山田香織の
「盆山十徳」

鉄道博物館

5月下旬 第14回さいたま市浦和うなぎまつり

gさいたま市役所
（浦和区）
※予定

※1 1048・647・8339
（さいたま観光国際協会、
9:00〜17:45、
㊏㊐㊗休み）

南与野

iさいたま市中央区本町西1丁目地内 1048・711・2290（別所沼公
園） 6園内自由 dなし 7入園無料 Pあり
（9:00〜17:00、
4〜10
月は〜19:00） eJ与野本町駅西口より徒歩15分※バラ開花時期は
混雑のため公共交通機関を利用

お花見しながら
露店も楽しめちゃう!

多彩なバラの花を観賞
多種

●大宮駅東口

大宮公園

f年間を通じて、バラサポーターの人々が手入れをサポートする
◦見られる花

サクラ／3月下旬～4月上旬
バラ／4月下旬～6月上旬

◦本数

サクラ／約300本
バラ／約170種・約3000株

◦ライトアップ

お花
見Da

ta

なし

◦イベント

5/16㊏・17㊐は「ばらまつり
2015」開催。69:00～17:00

※当日は駐車場の利用不可

広大な園内は3月下旬になると、約
1000本のソメイヨシノなどが花をつ
け華やか。小動物園や児童遊園地な
どもあり、ファミリーにもオススメ。
ライトアップも楽しめる。

市営球場
県営球場
大宮
第二公園

90

大宮公園

大宮図書館
氷川神社入口

東口 214
さいたま
新都心

iさいたま市大宮区高鼻町4丁目地内
1048・641・6391
（大宮公園事務所） 6園内自由 dなし
7入園無料 Pあり
（8：30〜17：30、
4〜9月は〜19：00）
eJe㊁大宮駅東口より徒歩20分、
e大宮公園駅より徒歩10分

ご当地アニメ
「浦和の調ちゃん」
放送決定 !

◦見られる花

お花
見Da

ta

サクラ／3月下旬～4月上旬

◦本数

サクラ／約1000本

◦ライトアップ

3月下旬～4月上旬19:00～21:00

※詳細要問い合わせ
◦イベント

サクラの開花中は、
公園内に露
店が80軒ほど出店

公式ツイッター
@urawa_usagi

うさぎ

5/16㊏・17㊐ ばらまつり2015

5/17㊐ 第57回大宮フリーマーケット

首都高速
埼玉大宮線

ふたつのスタート

g与野公園
（中央区） 1※1

g大宮駅東口・銀座通りほか
（大宮区）
1048・644・3220
（同実行委員会）

与野本町駅
17

〜北陸新幹線・上野東京ライン開業記念展〜

5/4㊗・5㊗ アグリフェスタ'15

5/16㊏〜20㊌ 2015日本ランキングサーキット大会

桜色に染まる園 内でお花見を

3/14㊏
鉄道博物館第11回企画展
〜6/21㊐

g農業者トレーニングセンター・緑の広場
（緑区）
1048・878・2026
（同実行委員会）

gさいたま市記念総合体育館
（桜区）
103・3481・2382
（公益財団法人 日本バドミントン協会）

与野公園

本町西1
西口

産業道路

5/3㊗・4㊗ 花と緑の祭典2015 春の園芸まつり・
シビックグリーンさいたま・国際友好フェア

昔からサクラの名所として知られ、
現在も約300本のソメイヨシノが咲
き誇る。バラの名所としても知られ、
4月下旬～は、約170種3000株のバ
ラが目を楽しませてくれる。

本町小

氷川神社
JR 北大宮駅
東北
田線
本線 東武野
駅
大宮

5月

北与野
与野高 165

大宮図書館

駅
大宮

g大宮駅周辺
（大宮区） 1048・795・9048
（同実行委員会）

与野公園

g武蔵一宮氷川神社

産業道路

C

●与野本町駅西口

氷川神社 （大宮区） iさいた

90

4/26㊐ アートフルゆめまつり2015

5/3㊗〜5㊗ 第32回大盆栽まつり

大宮公園

ま市大宮区高鼻町1407 1048・647・8339
2
（さいたま観光国際協
ルミネ
35
会、
9:00〜17:45、㊏㊐
大宮
東口 214
㊗休み） 617：40〜
さいたま
21：30 7観覧S席￥
新都心
7000、A 席￥6000、A
席先行予約￥5000 eJe㋥大宮駅東口より徒
歩20分、
e大宮公園駅より徒歩15分

gさいたま市役所
（浦和区） 1※1
g桜草公園
（桜区） 1※1

氷川神社境内で行われる薪能。金春・観世・
宝生の三流派の演者が一堂に会する。
先行予
約 販 売 は3/7㊏・8㊐、
14㊏・15 ㊐
（2 0120・
400・106）
、一般販売は4/10㊎～（大宮駅・浦
和駅各観光案内所）
スタート。
東武
野田線
北大宮駅

g武蔵一宮氷川神社
（大宮区）
1048・641・0137
（同神社）

情緒あふれる神社で
幽玄な趣の伝統芸能を鑑賞

g開花時期には露店も多数登場し、にぎやか
d「さくら名所100選」にも選ばれている名所

5/22㊎・23㊏

A

さいたま市
の魅力を広
く
アピールす
べく日々奔
走
する26歳。
春は「ピク
ニ
ック」がお
気に入り！

サクラやバラなどが咲き誇る春。お花見はもちろん、緑の中でのウオーキングも気持ちがいい季節です。
お祭りをはじめ、春を感じられるイベントも満載なので、近場でおでかけを楽しみましょう!

線
埼京
JR

さいたま
新都心駅

g高沼遊歩道
（大宮区）
1050・5541・8600
（ハローダイヤル）

大宮北袋郵便局

gさいたま新都心か
ら見沼田圃周辺（中
央区など）
※出発・ゴ
コクーン2
ール地点
（中央会場）
北袋町
は、
高沼遊歩道
（さい
東口
たま市大宮区北袋町
高沼遊歩道
1-112-2 ） 1 048・
（スタート／ゴール）
647・8338（さいたま
与野
観光国際協会、9 : 00
〜17:45、㊏㊐㊗休み） 68:00〜16:00※雨天開
催 7当日￥2000、小・中学生￥1000、未就学児
無料 eJさいたま新都心駅東口より徒歩5分

B

春のおでかけスポット

見沼田圃の自然環境や地域資源を広く紹介
すると共に、自然に親しみ、豊かな心と体
の健康づくりを目指すウオーキングイベン
ト。サクラをめでながらのお花見ウオーキ
ングを楽しめるのも魅力的。
コクーン1

3/28㊏・29㊐ さいたまるしぇ

お花見やウオーキング、イベント満載！

サクラの花が彩る見沼田圃で
自然と親しむウオーキングイベント

大宮

3/15㊐ 田島の獅子舞

g田島氷川社
（桜区）
1048・829・1723
（さいたま市文化財保護課）

光国際協会

まいまい♥

山田香織「益精延愛顔」長寿梅石付き盆栽

「清香園」5代目で、
＂彩花盆栽＂主宰者として
人気を集める盆栽家・山田香織氏をとりあげ
た特別展。
＂盆山十徳＂の詩句に基づき創作し
た、新作盆栽を中心に展示。
iさいたま市北区土呂町2-24-3
1048・780・2091 69:00〜16:30※入館16：00まで
d㊍
（㊗の場合開館）
7入館￥300、
高校・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

ことし3月に長野～金沢間が延伸開業する北
陸新幹線と、上野東京ライン。これまでの両
線の歩みと概要、新線開業による変化につい
て、分かりやすく展示・紹介をする。
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￥1000、
小・中・高校生￥500、
幼児￥200
P280台
（￥500/1日）
e㋥鉄道博物館駅より徒歩1分

さいたま市を舞台にした
「浦和の調ちゃん」
が、
テレビ埼玉にて4月より放送スタート。
＂浦
和＂
の名が付く8 つの駅をベースにした萌え
キャラクターが8人登場。浦和各地の名所や
名産物、そして商店街に焦点を当てた新しい
浦和のご当地オリジナルアニメが誕生する。
いつも利用している場所が登場する可能性
も！ まずは番組をチェックしよう。

さいたま市
最旬 NEWS
さいたま市で注目のニュース
をご紹介。今回は、4月か
ら放送予定のご当地アニメ
「浦和の調ちゃん」を、ひと
足早くチェックしよう!

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/

7

3/1㊐に行われる「人形のまち岩槻流しびな」は、ひな人形の原型とも伝わる＂さん俵＂に、子供の無病息災を託して池に流す春の風物詩で、ひな祭りのルーツとも伝わる

さいたま市内には、
「大宮花の丘農林公苑」や「岩槻城址公園」など、サクラスポットがまだまだ多彩。3月下旬～サクラソウを楽しめる「桜草公園」もぜひ !

6

星野おさむ
Osamu Hoshino
さいたま市ゆかりの人にお話をお伺いするこの企画。
今回は、
「武蔵ヒートベアーズ」
の初代監督として
活躍する、星野おさむさんにお話をお伺いしました。

自分を培ってくれた地に
まずは野球で恩返しを

編集部（以下、編）＝今季より熊

谷市を拠点に、プロ野球独立リー

グ・ルートインＢＣリーグに参戦

する「 武蔵ヒートベアーズ 」の初

代監督に就任した星野氏。 年ぶ

りに故郷・さいたまに戻られまし

球ができるチームを目指します。

〜 年の間にしっかりとした野

独立リーグにはパフォーマンスも

2

多めに入団させました。そして、

星野（以下、星）＝街並みが大きく

たが、街の印象は？

変わり驚きましたね。また、いま

必要ですが、野球の土台をつくる

のがなにより大切なんです。

だに人口が増え続けていることに

編＝最後にひと言。これからの意

編＝オン、オフがはっきりされて

気込みを聞かせてください。

感心しています。

野球少年たちにはその店

星＝僕自身、新しい球団というこ

編＝学生時代、よく行った場所や

で道具を買うのが、ステ

とで、どこまでできるか楽しみで

いるそうですが、休日はどのよう

イタスだったんです。

しょうがないんです。そのことを、

に過ごされますか？

編＝故郷に戻られてやっ

少しでも多くの人たちの頭の片隅

思い出の地はありますか？

ていきたいことは？

にとどめていただければと思いま

星＝幼いころは、荒川の河川敷で

星＝地域の課題にひと役

す。開幕戦など、何かのニュース

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！

遊んでました。中学時代になると、 星＝僕は寝るのが大好き（笑）
。

買えるようになりたいで

に出た時に、
「頑張っているな」と

QRコードでHPへ!

休日は家族サービスをするか、寝

す。さいたまは、僕のす

Follow us on Twitter@SaitamaTIB

「 埼玉スポーツ 」というスポーツ

べてを培ってくれた所。

思い出していただけたら幸いです。

ツイッターもやってます!

用品店によく行きました。 るのが至福の時です。

まずは、野球で恩返しを

ホシノオサム●1970年5月4日
生まれ。
武蔵ヒートベアーズ監
督。
埼玉県立福岡高校卒業後、
阪
神タイガース、
大阪近鉄バファ
ローズ、
東北楽天ゴールデンイ
ーグルスにて活躍。
愛媛マンダ
リンパイレーツ
（プロ野球独立
リーグ・四国アイランドリーグ
plus）
監督
（2011～13年）
を経て、
2014年10月現職に就任。

したい。また、スポーツ

全般で子供たちを元気に

できたらと思います。

編＝ところで「武蔵ヒー

トベアーズ」をどんなチ

ームにしたいですか？

星＝新しいチームなので

まずは県内出身の選手を

Pro f i l e

1

25

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

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

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
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