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平成２１年度さいたま市花火大会の打ち上げプログラムが決定しました 

 

 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）では、平

成２１年度さいたま市花火大会の打ち上げプログラムを決定しました。 

 各会場とも、開会スターマイン直後に、個人メッセージ花火が打ち上げられ、以

後趣向を凝らした各種スターマインを中心としたプログラム構成になっています。 

ぜひ多くの方のご観覧をいただき、この夏の思い出にしていただきたいと存じま

す。 

 

記 

 

１ 大和田公園会場 

（１）日  時：平成２１年７月３０日（木）１９時~２１時 ※荒天の場合３１日（金） 

（２）会  場：大和田公園周辺（打上場所：さいたま市北区見沼１丁目地内 公園北側耕作地） 

（３）アクセス：東武野田線大宮公園駅又は大和田駅から徒歩１５分 

（４）実施規模：約５，０００発（最大４号玉） 

（５）プログラム：別紙１のとおり 

        ※ホームページからもご確認いただけます。 

 http://www.scvb.or.jp/hanabi/owada.shtml 

 

２ 大崎公園会場 

（１）日  時：平成２１年８月８日（土）１９時~２１時 ※荒天の場合９日（日） 

記 者 発 表 資 料（２１－０１１） 
平成２１年７月１３日 

 
<問合せ先> 

観光事業担当 秋本（大和田公園会場） 

       矢作（大崎公園会場） 

       細沼（岩槻文化公園会場） 

 電話：048-647-8339 FAX：048-647-0126            

広報宣伝事業担当 根岸・大和田  

 電話：048-647-8338 FAX：048-647-0116            

 E-MAIL：koho@scvb.or.jp 

 URL：http://www.scvb.or.jp 



PRESS RELEASE  社団法人さいたま観光コンベンションビューロー 

（2/8） 

（２）会  場：大崎公園周辺（打上場所：さいたま市緑区大崎地内 公園西側耕作地） 

（３）アクセス：JR 東浦和駅から徒歩２５分 

［シャトルバス］JR 浦和駅から浦和東警察署交差点付近（臨時発着場）まで 

   往復運行（臨時発着場から会場まで徒歩１０分） 

［シャトルバス］SR 浦和美園駅から浦和大学（臨時発着場）まで往復運行 

        （臨時発着場から会場まで徒歩１５分） 

（４）実施規模：約５，０００発（最大４号玉） 

（５）プログラム：別紙２のとおり 

        ※ホームページからもご確認いただけます。 

 http://www.scvb.or.jp/hanabi/osaki.shtml 

 

３ 岩槻文化公園会場 

（１）日  時：平成２１年８月２２日（土）１９時~２１時 ※荒天の場合２４日（月） 

（２）会  場：岩槻文化公園（さいたま市岩槻区大字村国２２９） 

（３）アクセス：東武野田線岩槻駅又は東岩槻駅から徒歩３７分 

［シャトルバス］両駅から岩槻城址公園第３駐車場（臨時発着場）まで 

      往復運行（臨時発着場から会場まで徒歩１２分） 

（４）実施規模：約４，０００発（最大３号玉） 

（５）プログラム：別紙３のとおり 

        ※ホームページからもご確認いただけます。 

 http://www.scvb.or.jp/hanabi/iwatsuki.shtml 

 

※各会場とも順延日も荒天の場合は中止となります。 

 

４ 一般の方の問合せ（各会場共通） 

  NTTテレドームTEL０１８０－９９－３１４４（自動音声） 

  ※通話期間7/21~8/22（延期の場合は8/24まで） 

  ※24 時間対応（PHS、NTT ドコモ以外のプリペイド携帯、ケーブル電話、一部の 

   IP 電話は利用不可） 

  ☆当日の開催可否は各会場とも午後１時発表です。 

開催可否確認はホームページをおすすめします。 

   パソコン・モバイルいずれも http://www.scvb.or.jp/ 



PRESS RELEASE  社団法人さいたま観光コンベンションビューロー 

（3/8） 

別紙１ 

 

平成２１年度さいたま市花火大会「大和田公園会場」プログラム 

 

19：00 開会スターマイン 

メッセージ花火  個人協賛 

早打   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 

スターマイン  （社）さいたま観光コンベンションビューロー 

スターマイン  さいたま商工会議所 

早打   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 

スターマイン  一般協賛 

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 

20：00 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  一般協賛 

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   一般協賛 

スターマイン  一般協賛 

スターマイン  （株）富士薬品 

スターマイン  一般協賛 

 スターマイン  一般協賛 

大スターマイン  （株）しまむら 

早打   一般協賛 

スターマイン  （株）マルゼン企画 

スターマイン  （有）太盛 

スターマイン  埼玉トヨペット（株） 

スターマイン  三国コカ・コーラボトリング（株） 

大スターマイン  一般協賛 

スペシャルスターマイン （株）中央デパート 

 フィナーレ  さいたま市花火大会実行委員会 
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大和田公園会場／会場図 
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別紙２ 

 

平成２１年度さいたま市花火大会「大崎公園会場」プログラム 

 

19：00 開会スターマイン 

メッセージ花火  個人協賛 

早打   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 

スターマイン  一般協賛 

スターマイン  （社）さいたま観光コンベンションビューロー 

早打   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  さいたま商工会議所 

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  （株）エイトプラン 

スターマイン  一般協賛 

大スターマイン  （株）パルコ浦和店 

スペシャルスターマイン 一般協賛 

20：00 休憩 

スターマイン  （株）アイダ設計 

スターマイン  一般協賛 

スターマイン  国益電設工事（株） 

スターマイン  日本環境マネジメント（株） 

大スターマイン  浦和レッドダイヤモンズ 

早打   一般協賛 

スターマイン  （株）SPDセキュリA 

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  富士通グループ 

大スターマイン  コルソ商店会 

早打   一般協賛 

スターマイン  三国コカ・コーラボトリング（株） 

スターマイン  一般協賛 

スターマイン  一般協賛 

大スターマイン  浦和中央自動車教習所 

大スターマイン  （株）伊勢丹浦和店 

スペシャルスターマイン パチンコガーデン 

 フィナーレ  さいたま市花火大会実行委員会 
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大崎公園会場／会場図 
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別紙３ 

 

平成２１年度さいたま市花火大会「岩槻文化公園会場」プログラム 

 

19：00 開会スターマイン 

メッセージ花火  個人協賛 

早打   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 

スターマイン  一般協賛 

スターマイン  （社）さいたま観光コンベンションビューロー 

 早打   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 

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 

大スターマイン  一般協賛 

20：00 休憩 

スターマイン  三国コカ・コーラボトリング（株） 

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   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  一般協賛 

スターマイン  一般協賛 

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   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 

スペシャルスターマイン 一般協賛 

 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／会場図 

 

 


