
入場口では皆様に検温をさせていただきます。検温後、37.5度以上のお客様は、チケットの払い戻
しをさせて頂き、ご入場をお断りいたします。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

入場口にて検温をお願いします

・毎日、入館時に全出演者、全スタッフの体温と体調の確認を行います。
・�スタッフはマスク・防護カバー等の感染防止用品を着用して、お客様をお迎えいたします。

スタッフの感染予防取組強化

ロビー、お化粧室にはアルコール消毒液を設置しております。

消毒液を設置します

2枚以上ご購入の際、お席が大きく離れてしま
うこともございますので、購入内容確認画面
で座席をご確認の上ご購入ください。

チケットのご購入について
出演者が客席に行くことや、アンケートの回
収、チラシ配布やプレゼントの手渡しなどは
中止させていただきます。

手渡しの中止

感染予防対策を徹底します

お客様へのお願い

ご入場時、ご観劇の際は必ずマスクをご着用ください。
※�マスクをご着用されていない場合は、ご入場をお断りさせていただきます。予めご了承ください。

マスクをご着用ください

・�新型コロナウイルスの感染者発生が判明した際の追跡連絡に協力させていただく為、お客様情報記載
のご協力を頂きます。感染者が発生した場合、ご連絡させて頂く場合がございます。保健所等から行
動制限の要請を受ける可能性がございます。

・�ご来場のすべての方に、公演日時╱座席番号╱お名前╱お電話番号の記載をご協力いただきます。
【個人情報のお取り扱いについて】
ご記入いただいた情報は、新型コロナウイルス感染者が確認された場合の感染経路追跡のためのみ使用
し、他の目的では使用いたしません。
感染の発生が無い場合、ご記入いただいた情報は、ご来場から利用目的達成に必要な期間が経過したも
のにつきましては、速やかに廃棄いたします。

お客様情報記載のご協力をいただきます

開演間際は混雑が予想されますので、ゆとりをもってお越しください。

時間にゆとりをもってご来場ください

公式ツイッター

●大宮セブンライブ特別編
　開場17：30　開演 18：30

●オンステージ（大ホール）
　開場 9：45　開演 10：00　終演 19：30 予定
　市内小中学校の吹奏楽演奏会、こどもグランプリ、
　市内音楽サークル大人の演奏会
●「三遊亭鬼丸の60 分で分かる！氷川神社のすごさ！」（小ホール）
　開場12：00　開演 13：00　終演 14：00 予定
●あらい太朗、村田綾の舞台「いと、をかし。」（小ホール）
　開場17：30　開演 18：00　終演 19：15予定
●SDGsボードゲーム（3階和室）

●J：COMさいたま北局×NHKさいたま放送局　
　ワンワンとあそぼうショー（大ホール）
　13：00～、15：00～（2回公演）
　※募集期間2/20まで
●おおみや寄席（小ホール）
　開場11：30　開演 12：00　終演 15：00 予定
●あらい太朗、村田綾の舞台「いと、をかし。」（小ホール）
　開場17：30　開演 18：00　終演 19：15予定
●SDGsボードゲーム（3階和室）

●バックステージツアー（大ホール）9：00～12：00
●あらい太朗、村田綾の舞台「いと、をかし。」千秋楽（小ホール）
　開場10：30　開演 11：00　終演 12：15予定
●フィナーレイベント（大ホール）
　開場17：00　開演 17：30　終演 20：30
　「8時だョ！全員集合」を、
　貴重な資料とともに振り返ります。
　ビックバンドによる豪華演奏会！
　ダイアモンド☆ユカイさんのミニコンサート&エピソードトーク
　20 時に「8時だョ！全員解散！」エンディング

詳しくはパンフレット中面と公式SNSをご確認下さい。

4日間開催！

総合プロデュース　あらい 太朗［さいたま観光大使］

市民会館おおみや
バックステージツアー

普段は入ることのできないステージの裏側に特別
ご招待 !! 将来、音響や照明、舞台の演出などステー
ジを支える仕事にかかわりたい、ステージに立っ
てみたい !! そんな人にもおススメです★

詳細は
HPで随時
更新予定 !!

こちらをチェック

ありがとう市民会館おおみや

おおみや寄席
大宮ゆかりの芸人さんなど、多
くの芸人さんが市民会館おおみ
やの惜別として出演！

［出演］
レイパー佐藤（効果音ものまね）
藤本明義（マジシャン）
花仙（江戸太神楽）
新宿カウボーイ（漫才）
ビッグボーイズ（漫才）
三遊亭楽生（落語）

タモンズ　ジョイマン
ひょっこりはん　ピスタチオ

（吉本芸人）

他

日：2022年3月20日（日）　開場11：30　開演：12：00　終演15：00予定
場：さいたま市民会館おおみや　小ホール
料：前売・当日500円（全席自由・税込）
HP：https://saitama-omoide.com/
問：ありがとう市民会館おおみやお別れ会実行委員会　arigato.oomiya@gmail.com

TICKET
CHECK

カンフェティWEBにてチケット発売中！
� https://www.confetti-web.com/Omiya-yose
★ WEB 予約・お電話予約 どちらでも受付可★
お電話予約：0120-240-540＊通話料無料
（受付時間　平日10：00〜18：00※オペレーター対応）

ありがとう市民会館おおみや

舞台「いと、をかし。」
閉館となる市民会館おおみや最
後のイベントを企画した地元の
有志たち。しかし、彼らの熱
意とは裏腹に企画案が次々とポ
シャっていく。
果たして実行委員たちは、幾多
の困難を乗り越えイベントを成
功に導くことが出来るのか⁉︎
チャキチャキの大宮っ子あらい
太朗が、郷土を愛する全ての老
若男女に贈る、ドタバタゆるゆ
るドキュメントファンタジー。

［作・演］　あらい太朗
［出演］
清水マリ　　小林至（Theatre Ort）
久我真希人　菊池美里
村田綾　　　アロハ太朗

［公演スケジュール］
3月19日（土） 18：00〜
3月20日（日） 18：00〜
3月21日（月・祝） 11：00〜

清水マリ アロハ太朗 村田 綾

小林 至
（Theatre Ort）

久我真希人菊池美里

作・演出　あらい太朗
3月19日（土）〜21日（月・祝）
さいたま市民会館おおみや

小ホール

日：2022年3月19日（土）〜21日（月・祝）
場：さいたま市民会館おおみや　小ホール
料：前売・当日500円（全席自由・税込）
HP：https://saitama-omoide.com/
問：ありがとう市民会館おおみやお別れ会実行委員会　arigato.oomiya@gmail.com

日：  3月21日（祝・月） 9：00〜12：00　　場：大ホール

TICKET
CHECK

カンフェティWEBにてチケット発売中！
� https://www.confetti-web.com/Omiya-engeki
★ WEB 予約・お電話予約 どちらでも受付可★
お電話予約：0120-240-540＊通話料無料
（受付時間　平日10：00〜18：00※オペレーター対応）

笑いの聖地を「大阪」から「大宮」にす
べく「大宮ラクーンよしもと劇場」に
集められた野良犬集団。
結成当初はお客さんが全く入らず、
ほぼ無観客ライブの毎日だった。
煙の中での営業、雨の中傘をさして
の営業、ただのカレー屋でほぼ外国
人の中での営業…
数々の修羅場をくぐって独自の進化
を遂げ続け、『お笑いガラパゴス諸島』
と揶揄された、唯一無二の最狂集団

「大宮セブン」。
彼らにはルールもなければ常識もな
い。街への愛と、お笑いへの執念の
みで生きる変態たち。
これからも更なる進化をお見せしま
す。もっとわかりやすいお笑いがよ
ければ、他へどうぞ。

大宮セブンとは ?

マヂカルラブリー�
M-1グランプリ2020優勝、キングオ
ブコント2021決勝進出。野田は R-1
ぐらんぷり2020で優勝し、ゲーム開
発やジム開業などマルチに活躍中。
誰も真似できない我流漫才スタイル
で輝く大宮のスター。

GAG�
ABC お笑いグランプリ2015優勝・
キングオブコント2017〜2020年決
勝進出の実力派トリオ。

「男のダサさ」をテーマにしたストー
リー性の高いシチュエーション・コ
ントが持ち味。

タモンズ�
2012年・2013年 THE MANZAI 認 定
漫才師。兵庫県出身の幼馴染みコンビ。
安部の高音ボイスを生かした魂の漫才
で根強いファンを持つ。2人の安定感
のあるかけ合いを是非とも劇場でご覧
ください。

囲碁将棋�
高校の囲碁将棋部で出会った事から
囲碁将棋というコンビを結成。
THE MANZAI 認定漫才師・M-1準決
勝進出多数でしゃべくり漫才に定評
があり、東京吉本の漫才師たちに熱
く支持されている。

すゑひろがりず�
2021年に第7回上方漫才協会大賞受
賞、M-1グランプリ2019決勝進出、
南條は R-1ぐらんぷり2020第3位。
伝統芸能を取り入れた唯一無二の

「狂言風漫才」を武器に、メディアで
も大活躍中のコンビ。

ジェラードン�
キングオブコント2021決勝進出、ア
タック西本とかみちぃの W エースに
ツッコミの海野という、異色の「W 大
ボケ」スタイルのトリオ。
舞台で爆笑を取り続けてきた、若手随
一のキャラコント職人として知られる。



チケットのお問い合わせは、
FANYチケット問合せダイヤル　0570-550-100

［開催場所］�市民会館おおみや　3階　和室
［開催日程］�2022年3月19日（土）20日（日）
［開催時間］�①10：30ｰ12：30（120分）
　　　　　�②14：00ｰ16：00（120分）　合計4回／2日間
［参 加 費］�500円／人（事前予約&当日フリー）
［募集人数］1回開催当たり24名募集、計4回で合計96名募集。
［事前予約］グーグルフォーム（QRコード）から申込み（現地払い）
＊尚、各回事前予約で満員になり次第当日フリー募集は終了。
［主 　 催］�Global�Ocean�Inc.　問合せ先�090-9820-4378

3.18（金）

市民会館おおみやの完成当
時の写真や、市民募集した
会館での記念写真を集めて
展示をしています。

3.19（土） 3.21（祝・月）3.20（日）

思い出の
写真展

市民会館おおみや

3.18（金）�〜3.21（祝・月）
第2会場@DOM�1F にて

（大宮駅西口）

1970〜2022

小ホール

大宮セブンライブ特別編
〜さようなら市民会館おおみや。こんにちは新メンバー。〜
［出演］
マヂカルラブリー／囲碁将棋／GAG／すゑひろがりず／
タモンズ／ジェラードン (かみちぃ・アタック西本 )／新メンバー
［日時］
2022年3月18日（金）　開場17：30　開演18：30
［会場］市民会館おおみや　大ホール（埼玉県）
［料金］前売り3500円

［開場］10：30
［開演］11：00
［終演］12：15予定

前売・当日500円
（全席自由・税込）

大ホール
オンステージ

［開場］9：45　［開演］10：00
［終演］19：30予定

10：00
オープニングセレモニー
オープニングファンファーレ：オリパパ
とトランペットが吹き隊
10：30〜14：00
市内小中学校の
吹奏楽演奏会
上小小学校金管バンド
大宮小学校吹奏楽部
大宮東中学校吹奏楽部
第二東中学校吹奏楽部
大宮南小学校吹奏楽部
大宮南中学校吹奏楽部
14：00〜16：30
こどもグランプリ
with 大宮東小学校金管バンド演奏
16：30〜19：30
市内音楽サークル
大人の演奏会
堀崎武州太鼓with 堀崎こどもクラブ
津軽三味線集団　集
紅空
しらこばと音楽団
さいたまスーパーシニアバンド
おおみや市民吹奏楽団

大ホール
9：00〜12：00
市民会館おおみや
バックステージツアー
普段は入ることのできないステージ
の裏側に特別ご招待 !! 将来、音響
や照明、舞台の演出などステージを
支える仕事にかかわりたい、ステー
ジに立ってみたい !! そんな人にも
おススメです★

詳細は
HPで随時
更新予定 !!

こちらをチェック

ありがとう市民会館おおみやお別れ会イベントでは、市民会館おおみや（当時大宮市民会館）が
オープンした昭和45年の大宮市報11月号に写っている皆さんを探しています。イベント当日ご
招待させて頂き、当時のエピソードをお聞きしたり、集まれる方で事前に同ポジションで写真を
撮影してプレゼントします。
arigato.oomiya@gmail.com までご連絡をよろしくお願いいたします。

市報おおみや（昭和45年11月号）に写っている方を探しています！
がオープンした時のさがして

いるなの

地域感謝特別公演
J：COM さいたま北局× NHK さいたま放送局　
ワンワンとあそぼうショー
13：00〜、15：00〜（2回公演）※募集期間2/20まで

［場所］市民会館おおみや　小ホール
［開場］17：30　［開演］18：00　
［終演］19：15予定

閉館となる市民会館おおみや最後のイベントを企画した地元の有志た
ち。しかし、彼らの熱意とは裏腹に企画案が次々とポシャっていく。
果たして実行委員たちは、幾多の困難を乗り越えイベントを成功に導く
ことが出来るのか⁉︎
チャキチャキの大宮っ子あらい太朗が、郷土を愛する全ての老若男女に
贈る、ドタバタゆるゆるドキュメントファンタジー。

清水マリ アロハ太朗 村田 綾

小林 至
（Theatre Ort）

久我真希人菊池美里

お別れ会フィナーレ

・�数多く公開放送された「8時だョ！全員
集合」を、貴重な資料とともに振り返り
ます。

・�ビックバンドによる豪華演奏会！
・�大宮出身ダイアモンド☆ユカイさんをス
ペシャルゲストに迎えて、ミニコンサー
ト&エピソードトークを披露宴します。

・�20時に「8時だョ！全員解散！」エンディ
ング ダイアモンド☆ユカイさん

ゲスト出演

楽しみながら学べる
SDGsボードゲーム

SDGs未来都市 おもしろSDGsワークショップ
［対象年齢］�小学４年生からシニアまで

ゲーム体験を通してSDGsを自分ゴト化し
さいたまの未来を考えてみましょう！

さいたまの 　　を考えよう未来

前売・当日500円（全席自由・税込）
［作・演］　あらい太朗
［出演］ 清水マリ　　小林至（Theatre Ort）
 久我真希人　菊池美里
 村田綾　　　アロハ太朗

「三遊亭鬼丸の60分で分かる！
氷川神社のすごさ！」
入場無料　［開場］12：00　

［開演］13：00　［終演］14：00予定
子どもたちに伝えたい、創建2500年の歴
史を誇る氷川神社物語
氷川神社の御祭神・須佐
之男命の物語を三遊亭⻤
丸さんが朗読劇で語り、
東⻆井権宮司が氷川神社
にまつわる疑問、質問に
トークショーでわかりや
すくお話します。
１部　朗読劇
　　　三遊亭鬼丸・武楽 創始家元　源 光士郎
　　　［脚本］ 山崎敬子　［写真］工藤裕之
２部　トークショー
　　　権宮司 東⻆井真臣・三遊亭鬼丸
　　　［司会］平澤めぐみ

武楽 創始家元　源 光士郎
Photo：Takamitsu Sakamoto

Photo：工藤裕之

事前予約は
こちらから

マヂカルラブリー

すゑひろがりず

囲碁将棋

タモンズ

GAG

ジェラードン

旧大宮市民会館（現市民会館おお
みや）では多彩なイベントが繰り
広げられましたが、印象に残っ
ているのは、35回も公開生中継
された「8時だョ！全員集合」では
ないでしょうか。市民会館閉館
に当たっては、この思い出多い
場面の一部をご紹介します。懐
かしい思い出話に花を添えてい
ただけたら何よりなの。

［場所］�
市民会館おおみや
1階ロビー

市民会館おおみや
出入口周辺

山丸児童公園

焼きたてうなぎ弁当に揚げたてとんかつに、人気餃子屋やホット
ドッグ、鯖サンドにパスタにたこ焼きや百歩ラーメンのキッチン
カーなど10台以上が集結してマルシェを開催します！
花見がてらマルシェだけでもご利用ください。

山丸マルシェ
氷川マルシェwith

11：00〜19：00

キッチンカーや地域の美味しい食材でキッチンカーや地域の美味しい食材で
お別れ会イベントを盛り上げます！お別れ会イベントを盛り上げます！

［開場］17：00　［開演］17：30　［終演］20：30（予定）

おおみや寄席
［場所］市民会館おおみや　小ホール
［開場］11：30
［開演］12：00
［終演］15：00予定
前売・当日500円（全席自由・税込）
大宮ゆかりの芸人さんなど、多くの芸人さん
が市民会館おおみやの惜別として出演！
［出演］
レイパー佐藤（効果音ものまね）、藤本明義（マ
ジシャン）、花仙（江戸太神楽）、新宿カウボー
イ（漫才）、ビッグボーイズ（漫才）、三遊亭楽
生（落語）、タモンズ・ジョイマン・ひょっこ
りはん・ピスタチオ（吉本芸人）
� 他

小ホール

小ホール
千秋楽

大ホール大ホール


