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Tel：0494-24-6000

開館記念事業ラインナップ

ごあいさつ

チケット
取り扱い

料金

出演

●秩父宮記念市民会館 １階ホール事務室（９：00～19：00 火曜日休館）
　お支払い方法：現金のみ
●吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課（平日８：30～17：15）
　お支払い方法：現金のみ
※ご購入後のチケットの変更・払い戻しはできません。
※車椅子での鑑賞をご希望の方はお電話でお問い合わせください。

テレビ朝日「題名のない音楽会」にも出演し、今、最も注目を集める世界的マリンバ奏者 塚越慎子
さんによるマリンバコンサートです。
この春卒業を迎える子どもたちや、希望を持って“未来への一歩”をふみだそうとしている「全ての
方を応援したい！」という想いを込めたコンサートです。市民会館がみなさんにとって、”背中を押
してくれる家族のような存在”となっていくことを目指し、マリンバでエールを送ります！！

～未来へ羽ばたくすべての人へ贈る音楽のプレゼント～
「塚越慎子マリンバコンサート」

秩父宮記念市民会館 体験型バックステージツアー
～舞台の裏側ってどうなっているの？～

塚越慎子（マリンバ）、志村和音（ピアノ）

ピアノ 志村和音

大ホールフォレスタ 開場／13：30　開演／14：00

一般…1,000円　高校生以下…500円

３月３日（土）

全席指定
※未就学児の入場はご遠慮ください。

お申込み

参加費

定員

大ホールフォレスタ 13：30～15：30（受付13：00）３月31日（土）
無料

先着30名（定員になり次第締切）
※未就学児の参加はご遠慮ください。
※小学４年生以下は、必ず保護者同伴でご参加ください。

①住所、②氏名、③年齢、④性別、⑤連絡先をご記入の上、
下記にFAXかEmailでお申込みください。
FAX 0494-23-2298   Email ccbhall@city.chichibu.lg.jp

c  Shingo Azumaya

秩父宮記念市民会館問

　第３号ホールレターをお読みいただいている皆様、 もう新しい市民
会館には足を運んでいただけましたか ? 昨年はオペラ、 バレエ、 音楽
のコンサート、 演劇、 のど自慢などなど、 開館記念公演を多彩に開催
し、 また貸館としても多くの皆様にご利用いただきました。 会館の主
催事業では、 ホールサポーター 「レセプショニスト」 のメンバーが受
付係や会場案内係として笑顔で皆様をお迎えいたします。 その活躍ぶ
りにもご注目くださいね。
　地域内外の皆様から親しまれ、 愛される市民会館を目指して、 スタッ
フ一同本年も本気で取り組んでまいります。 どうぞご期待ください！

普段なかなか見ることができない舞台裏を体験するツアーです。
日頃、舞台スタッフはどのような仕事をしているのでしょうか？
音響や照明体験を通じて、市民会館の裏側を覗いてみませんか！？

し  むら かず ね

つか　 ごし　  のり　  こ
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　開館記念公演第５弾は、演劇集団キャラメルボックスが秩父に初上陸しまし
た！今回舞台化された作品は、直木賞作家 恩田陸さん原作「光の帝国」の一遍
『大きな引き出し』。短編作品として初演されたものを、長編に作り直され８年
ぶりに再演されました。
　光と音の美しくも迫力ある演出の中で繰り広げられる息の合ったダンス、とこ
ろどころに秩父ならではの笑いも散りばめられ、観客の皆さんも舞台に引き込ま
れていきました。そして、疾走感あふれる展開の果てに待つ感動のクライマック
スに涙した人も多かったのではないでしょうか。

　10月29日にはＮＨＫさいたま放送局との共催により、公開番組「ＮＨＫのど自慢」を
開催しました。
　のど自慢は平成13年に、秩父市制施行50周年事業として、誘致して以来、16年ぶりの開催とな
りました。ゲストは藤あや子さんと、秩父市出身であり市の観光大使でもある冠二郎さんのお二
人。予選会を突破した出場者20組の皆さんによる、元気あふれる力強い熱唱に、満席の客席は大盛
り上がり！それぞれの歌に込めた思いにホロリとする場面も…。
　開館記念にふさわしく、華やかで盛大な「ＮＨＫのど自慢」となりました！この全国放送によ
り、市民会館のＰＲとともに、秩父市の魅力を全国の皆さんに発信することができました。

エントランスに
設置された撮影
パネルも大勢の人で賑
わい、思い思いに写真を
撮られていました。会場
全体で、多くのお客様に
キャラメルボックスの初
めての秩父公演を楽しん
でいただきました！

10月12日
キャラメルボックス 2017 グリーティングシアター VOL.4

10月29日 「NHK のど自慢」

秩父宮記念市民会館

「舞台がこんなにも心が踊るとは知りませんでした。」（10 代・女性）

「最高 !! 秩父にキャラメルボックスが来てくれるなんて夢みたい !!」（40 代・女性）

「秩父に住んでてよかったです。」（30 代・男性）

「ぜひまた秩父公演お願いします !!」（50 代・男性）

お客様の声（公演アンケートより）

「光の帝国」

秩父宮記念市民会館 館長　横田佳子
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一足
お先に

コンサートに先立ち、塚越さんにインタビューさせていただきました！

Q.
A.

A.

A.

A.

開催！
３月３日（

土）

公共ホール音楽活性化事業

「塚越慎子マリンバコンサート」

未来へ羽ばたくすべての人へ贈る
音楽のプレゼント

茨城県鉾田市で開催！塚越慎子 Concert of Marimba Music
～あまい音色のいちご一会～
　秩父宮記念市民会館の公演に先立ち、茨城県

鉾田市で開催された塚越さんのコンサートに

行ってきました！鉾田市は、「日本で一番やさ

いを作っている街」で、秩父と同じように、苺

が有名です。コンサートのサブタイトルも「あ

まい音色のいちご一会」。塚越さん作のいちご

マレットも登場しました！（先の赤い丸い部分

がいちごになっており、種の刺繍やヘタもつい

ていて本物そっくりでした！）

　会場全体もアットホームなあたたかい雰囲気で、タイトルのとおり、マリンバのゆったりとしたあ

まい音色から超絶技巧をこらした力強い演奏まで、マリンバの音色と響きを存分に堪能しました。ま

た、ピアノの志村さんによる様々な種類の鍵盤ハーモニカの演奏が披露されるなど、バラエティに富

んだ濃密な時間でした。3月3日には、いよいよ秩父でのコンサートです。木に包まれたホールと木の

楽器であるマリンバとの相性は抜群です！ぜひ、市民会館でこの感動を体験してください！ご来場お

待ちしています！

音楽は物心ついた頃から始めていましたが、12歳の頃マリンバの演奏を聞く機会があり、その華
やかなマレット捌きと、コロコロと可愛らしい輝く音色から木のあたたかい深みのある音色まで、
幅広い音色を持つマリンバに惹かれて、すぐ習い始めました。

大学3年生の頃に、私にとって初めての国際コンクールだった『ベルギー国際マリンバコンクール』
を受け、第2位をいただいたのがひとつめのきっかけです。
自分の音楽を評価いただけたことだけでなく、同年代のたくさんのマリンバ奏者がさまざまなスタ
イルで演奏をしているのを見聞きし、とても刺激を受け、もっと勉強したい、もっと上手になりた
いと思い、そこから今まで以上に必死に勉強をしました。

私にしかできないもの、私らしさを存分に生かしたプログラムで、音楽が大好きな方から、音楽にあま
り馴染みのない方まで、すべての方に「楽しかった！」と思っていただけるようなコンサートにしたいと
思っています。
たくさんの工夫を凝らした、音楽の素晴らしさ、おもしろさ、心地よさをお伝えしたいと思っています！

ひとつの楽器とは思えないほどの多彩な音色が楽し
めるところです。
そして、木の温もりのある深い音色は、どなたが聞いても心癒される音色かな、と思っています。

また、演奏する際に使うマレット(撥)によっても、表現の幅が広がり、心踊る軽快な音楽から、表情豊か
なバラードまで、どんな音楽にもマッチするところです。

マリンバを始めたきっかけは？　何歳から始められたのですか？

Q. いつからプロのマリンバ奏者を目指されたのですか？

Q. マリンバの一番の魅力はなんですか？

Q. どのような公共ホール音楽活性化事業にしたいですか？

A. 木琴のようなコロコロと可愛らしい音色から、豊かな響きの深い音色まで楽しんでいただけるバラエティ豊かなプログラムをご用意しました。
「打って音が鳴ればすべて音楽に変身させることができる」という打楽器の魅力を生かし、より身近に、より音楽を好きになっていただけるよう、
今までにないコンサートに仕上げたいなと思っています。
皆様にお会いできることを心から楽しみにしております！

Q. ご来場される皆様へのメッセージ

CCB ホールレター 7

　１月22日に降った雪が建物の周りや駐車場脇にまだ残る中、出演者と
観客を合わせ約500人の方が参加して「避難訓練コンサート」を開催し
ました。このコンサートは、「公演の最中に実際に災害が起こったらど
のように対応するか」を目的に行ったもので、「コンサートの最中に地
震が発生し、その後館内で火災が発生した」という想定で、実際に出演
者や観客を会館スタッフが避難場所へ避難誘導しました。
コンサートは13時から始まり、開会式の後、秩父消防音楽隊の演奏で幕
を開けました。

　13時20分、ゴーという音とともに照明が点灯し、模擬地震が発生！　舞台スタッフの指
示で、出演者は舞台袖へ避難。
　続いて模擬火災が発生です！火元は２階北側トイレ付近です。館内にサイレンが鳴り響く
中、舞台スタッフがボランティアスタッフ「レセプショニスト」に指示を出し、レセプショ
ニストの誘導で観客の避難が始まりました。出演者は楽屋口から避難です。エントランス付
近では、受付スタッフが避難場所である市民会館前駐車場に観客を誘導。出演者・観客約
500人の避難が完了し、会館スタッフの避難が終了するまでの所要時間は約７分でした。
サイレンの音が大きくて、会館スタッフの避難指示が聞き取りづらい（聞こえない）という
問題もありましたが、参加者の協力により全員が無事に避難をすることはできました。

　避難訓練が終わると、今度は山叶本
舗太鼓クラブ、各公民館代表クラブの
発表に移ります。太鼓の勇壮な響きや
ヒップホップダンス、社交ダンスに
コーラスなど各団体とも普段の練習の
成果を十分に発揮したすばらしいコン
サートとなりました。

　また、今回は避難訓練コンサートということもあり、埼玉県防災センターから地震体験
車も駆けつけてくれました。震度７まで体験でき、体験者の歓声（悲鳴？）が起こる中、
車の前には体験を待つ長い列ができていました。エントランスでは、熊本地震の被害状況
を写した写真パネルも展示され、多くの方が足を止めパネルに見入っていました。

　今回、初の試みである「避

難訓練コンサート」を実施し

て実際に避難をしてみると、サイ

レンの音で避難誘導の指示が聞こ

えないなど多くの改善点が見つか

りました。今回わかった問題点を

十分に検証し、これからも皆さん

に安心して利用してもらえる市民

会館を目指して、いざという時の

ためにスタッフ一同あらゆる準備

をしてまいります。

「避難訓練コンサート」

地震体験者＆写真パネル展示

１月27日

秩父宮記念市民会館 開幕 The show
begins

つか ごし のり こ

ばち
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ホール大解剖 舞台技術のお仕事

とっても広い秩父宮記念市民会館の大ホールフォレスタ。なかなかそ
の裏側を見る機会はないですよね。そこで、「みなさんにもっとホール
のことを知ってもらいたい !!」と思い、ホールを大解剖、解説します !!
まずは、利用目的によって変わるホールの２つの姿をご紹介します！

ホールの２つの姿 １ 限 目 ２ 限 目

秩父宮記念市民会館　体験型バックステージツアー
～舞台の裏側ってどうなっているの？～

体験型バックステージツアーの見どころをちょっとだけご紹介します！

このほかにも、音響体験、照明体験など舞台を知る体験をたくさんご用意しています！ ぜひご参加ください！

ピンスポット体験！ 舞台大転換！幕舞台→音響反射板

舞台が変わる！？

普段絶対にみることがない舞台転換！
舞台責任者による解説付きで舞台の
違いをわかりやすくご紹介します。

舞台の主役を照らすピンスポット！
あなたの操作で主役が輝く！

舞台

音響

照明

どんなお仕事ですか？

大きなものを片手で担いでますね！力仕事もあるのですか？

難しそうな機械を操作されていますが、何をしているんですか？

みなさんにとってもお馴染みの姿ではないでしょうか？
演劇、バレエ、落語、映画、講演会…などなど、どんな使い方に
も対応できる、多目的方式の「幕舞台」。舞台の袖（機材や道具
を置いたり、出演者が待機したりする場所）や上部（照明器具な
ど）を隠すために幕が吊ってあることか
ら、こう呼ばれています。
舞台上にはとってもたくさんの幕があ
り、なんと13種類19枚もの幕が吊るさ
れています！

合唱や楽器演奏の発表会、コンサートなどを鑑賞したことのある
方はご存知かもしれません。生の音をより客席へと届けるため、
舞台に「音響反射板」と呼ばれる装置を設置した状態です。天井

の天板、正面奥の正板、左右２面の側板から成っています。
ホールを建てる際には、設計の段階から音の響きが細かく計算さ
れています。ここ秩父宮記念市民会館のホールは音響に特化して
おり、音響反射板だけでなく、客席の壁はもちろん、照明や音響
設備などの設置もより音を響かせるために工夫がなされています。
実はこの音響反射板も幕と同じ場所に吊るされているのです！

ホールで催し物を行う際は、専門知識を持ったスタッフの力が必要不可欠。続いては、
秩父宮記念市民会館が誇る技術スタッフの３名を通して、舞台のお仕事をご紹介します！

ホールの２つの姿をご覧いただき、ふと出てくるこの疑問。
こんなにたくさんのものが吊るされている舞台の天井はいっ
たいどうなっているのか？それがこちら!!
舞台の天井はとーっても高く、その高さなんと23m!!客席
から見える部分は高さ9mまでなので、舞台以上に広い空間

が隠されていることになります。先程ご紹介した幕や音響反射板だけでなく、照
明器具も吊るされていますね！天井にはバトンと呼ばれる、幕などを吊るすため
の棒が33本もあります。公演内容によってはもっとたくさんの幕や照明、道具が
吊るされ、様々な演出を可能にします。

幕舞台

音響反射板

舞台の天井はどうなっているの？

!

？

スタッフNです。
私がご紹介いたします♥

わお！

う～ん？

参加費：無料
申込方法は２ページ

３月31日（土）

主な仕事は舞台の進行のコントロール、舞台機構の操作等の演出の
サポートです。利用日前には、本番のスケジュールや舞台の飾り（セッ
ト）についてなど、利用者との打合わせも行います。

舞台上から奏でられる音が、客席にいるみなさんに心地
よく聴こえるよう、音の調整をする仕事です。

調整卓でマイクの音量を調整しています。例えば生演奏をバックに歌を
うたうとき、ひとつの楽器の音が目立ったり歌声が聴こえなかったりし
ないように、音が出るもの全てにマイクを付けます。多いときで30個以
上のマイクを使い、音量を調整します。

舞台上だけで247台あります。上から舞台を照らすだけでなく、背景の
色を変えるための照明器具もあるんですよ。客席側からも舞台上を照ら
すので、ホール内には合計392台もの照明器具があります！

力仕事あります！これは平台と呼ばれるもので、舞台上にもう一段高い段がほ
しいとき、脚となる道具と組み合わせて設置します。合唱等でひな壇をつくる
ときは、一人でこれを36枚セットします。

Q.

どんなお仕事ですか？

どんなお仕事ですか？

Q.

Q.

A.

A.

A.

Q.

とてもたくさんのライトがありますね！どれくらいの数があるのですか？Q.

A.

A.

Q.

A.

舞台スタッフさんは、みんなを
まとめる舞台責任者なんですね！

これは舞台の上に
吊るされている
照明器具ですね！

催し物の内容に合わせて照明の演出方法を考え、操作を行う仕事です。

このつまみ（フェーダー）の数だけ、
マイクが使えるそうです！

こちらは音響反射板を設置中。4面ある音響反射板のうち、どの部分か
おわかりでしょうか？なかなか見ることができないこの作業ですが、想
像を超えるダイナミックな光景です！ご覧になってみたい方は、お隣の
ページ下部「体験型バックステージツアー」のお知らせをぜひご覧くだ
さい!!
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　１月22日に降った雪が建物の周りや駐車場脇にまだ残る中、出演者と
観客を合わせ約500人の方が参加して「避難訓練コンサート」を開催し
ました。このコンサートは、「公演の最中に実際に災害が起こったらど
のように対応するか」を目的に行ったもので、「コンサートの最中に地
震が発生し、その後館内で火災が発生した」という想定で、実際に出演
者や観客を会館スタッフが避難場所へ避難誘導しました。
　コンサートは13時から始まり、開会式の後、秩父消防音楽隊の演奏で
幕を開けました。

　13時20分、ゴーという音とともに照明が点灯し、模擬地震が発生！舞台スタッフの指示
で、出演者は舞台袖へ避難。
　続いて模擬火災が発生です！火元は２階北側トイレ付近です。館内にサイレンが鳴り響く
中、舞台スタッフがホールサポーター「レセプショニスト」に指示を出し、レセプショニス
トの誘導で観客の避難が始まりました。出演者は楽屋口から避難です。エントランス付近で
は、受付スタッフが避難場所である市民会館前駐車場に観客を誘導。出演者・観客約500
人の避難が完了し、会館スタッフの避難が終了するまでの所要時間は約７分でした。サイレ
ンの音が大きくて、会館スタッフの避難指示が聞き取りづらい（聞こえない）という問題も
ありましたが、参加者の協力により全員が無事に避難をすることができました。

　避難訓練が終わると、今度は山叶本
舗太鼓クラブ、各公民館代表クラブの
発表に移ります。太鼓の勇壮な響きや
ヒップホップダンス、社交ダンスに
コーラス、楽器の演奏など各団体とも
普段の練習の成果を十分に発揮したす
ばらしいコンサートとなりました。

　また、今回は避難訓練コンサートということもあり、埼玉県防災学習センターから地震
体験車も駆けつけてくれました。震度７まで体験でき、体験者の歓声（悲鳴？）が起こる
中、車の前には体験を待つ長い列ができていました。エントランスでは、熊本地震の被害
状況を写した写真パネルも展示され、多くの方が足を止めパネルに見入っていました。

　今回、初の試みである「避

難訓練コンサート」を実施し

て実際に避難をしてみると、サイ

レンの音で避難誘導の指示が聞こ

えないなど多くの改善点が見つか

りました。今回わかった問題点を

十分に検証し、これからもみなさ

んに安心して利用してもらえる市

民会館を目指して、いざという時

のためにスタッフ一同あらゆる準

備をしてまいります。

「避難訓練コンサート」

地震体験車＆写真パネル展示

　開館記念公演第５弾は、演劇集団キャラメルボックスが秩父に初上陸しまし
た！今回舞台化された作品は、直木賞作家　恩田陸さん原作「光の帝国」の一遍
『大きな引き出し』。短編作品として初演されたものを、長編に作り直され８年
ぶりに再演されました。
　光と音の美しくも迫力ある演出の中で繰り広げられる息の合ったダンス、とこ
ろどころに秩父ならではの笑いも散りばめられ、観客のみなさんも舞台に引き込
まれていきました。そして、疾走感あふれる展開の果てに待つ感動のクライマッ
クスに涙した人も多かったのではないでしょうか。

　10月29日にはＮＨＫさいたま放送局との共催により、公開番組「ＮＨＫのど自慢」を
開催しました。
　のど自慢は平成13年に、秩父市制施行50周年事業として誘致して以来、16年ぶりの開催となり
ました。ゲストは藤あや子さんと、秩父市出身であり市の観光大使でもある冠二郎さんのお二人。
予選会を突破した出場者20組のみなさんによる、元気あふれる力強い熱唱に、満席の客席は大盛り
上がり！それぞれの歌に込めた思いにホロリとする場面も…。
　開館記念にふさわしく、華やかで盛大な「ＮＨＫのど自慢」となりました！この全国放送によ
り、市民会館のＰＲとともに、秩父市の魅力を全国のみなさんに発信することができました。

エントランスに
設置された撮影
パネルも大勢の人で賑
わい、思い思いに写真を
撮られていました。会場
全体で、多くのお客様に
キャラメルボックスの初
めての秩父公演を楽しん
でいただきました！

10月12日
キャラメルボックス 2017 グリーティングシアター VOL.4

10月29日

１月27日

「NHK のど自慢」

秩父宮記念市民会館 開幕 The show
begins

「舞台がこんなにも心が踊るとは知りませんでした。」（10代・女性）
「最高 !! 秩父にキャラメルボックスが来てくれるなんて夢みたい !!」（40代・女性）
「秩父に住んでてよかったです。」（30代・男性）
「ぜひまた秩父公演お願いします !!」（50代・男性）

お客様の声（公演アンケートより）

「光の帝国」
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Collaboration Box　

先日、避難訓練コンサートを開催しました。普段から皆様が利用しや

すい会館を目指し、スタッフ一同取り組んでいるわけですが、いざ災

害が起こると本当に皆様を安全に避難誘導できるか不安なところもあ

りました。今回のコンサートを通して、多くのことを学ぶことができ

ました。この経験を生かし、より安全で安心できる会館となるよう今

後ともスタッフ一同努力してまいります！　　　     施設管理担当　U

◆ お問い合わせ ◆

Tel：0494-24-6000
Fax：0494-23-2298 E-mail：ccbhall@city.chichibu.lg.jp

〒368-8686 秩父市熊木町8-15

アクセス

ご利用案内

【電車でお越しの場合】
　◆西武鉄道 西武秩父駅から徒歩 5 分
　◆秩父鉄道 御花畑駅から徒歩 3 分・秩父駅から徒歩 15 分

【車でお越しの場合】
　◆関越自動車道 花園 I.C から国道 140 号を利用、秩父市内へ
　　（花園 I.C から約 35km）

9：00～22：00

毎週火曜日
年末年始（12/29～１/３）

163

76

けやきフォーラムとは違う、落ち着いた雰囲気
が印象的な会議室。プロジェクター、ホワイト
ボード、wi-fiのご利用が可能。また、奥行き
60cmと広めの机で、お一人分のスペースをゆっ
たりとお使いいただけます。予約の空き状況な
どのお問い合わせは、お気軽に市民会館まで。

みなさまに、より新鮮な秩父宮記念市民会館の情報
を発信すべく、公式Facebookページを立ち上げま
した！
ぜひ「いいね！」をよろしくお願いします！

https://www.facebook.com/ccbhall/
または下記のQRコードよりご覧ください。

施設紹介「会議室」編

●施設利用に伴う附属室の申し込みについて
　複数の施設を同時に利用する場合は、受付期間の一番早い利用施設
　と一緒に申し込みができます。
　楽屋及び楽屋事務室は、大ホールフォレスタの利用に含まれています。

●受付開始日について
　毎月１日の午前９時から。
　（１月は４日になります。開始日が火曜日の場合は翌日。）
　受付開始日の午前９時までに来られた方で、調整会を行います。
　希望日が重複した場合、各主催者同士による話し合いでご調整いた
　だき、話し合いが不調になった場合は、抽選となります。
　調整会以後は、空いている日時の利用申し込みを随時受け付けます。

④ 手続き方法
    「利用許可申請書」に必要事項を記入し、窓口に提出して利用料金を
　　現金で納入してください。
      ※申請者が直接来館の上、手続きをしてください。
         電話・FAX・メール・郵送での申し込み受付は行っていません。
         施設の貸出状況は秩父市役所のホームページをご覧いただくか、
         お電話にてお問い合わせください。

●仮予約について
　電話にて仮予約を受け付けます。
　仮予約期間は、仮予約受付日の翌日から10日間です。
　期間内に来館の上、窓口に申請書を提出してください。

市民会館は、市役所との複合施設で、駐車場台数が限られています。
お越しの際は、公共交通機関をご利用いただくか、徒歩、自転車など
でのご来場にご協力ください。

編集後記

施設

けやきフォーラム

会議室

通常利用

舞台のみ利用

大ホール
フォレスタ

受付期間

利用日の13か月前の月の初日から

利用日の３か月前の月の初日から

利用日の３か月前の月の初日から

利用日の６か月前の月の初日から

① 窓口受付日時
     開館日の９時から19時

② 受付窓口
　  秩父宮記念市民会館１階　ホール事務室

③ 受付期間

施設利用方法について

開館時間

休 館 日

駐 車 場

駐 輪 場

秩父宮記念市民会館からのお願い

秩
父
鉄
道

至飯能市至飯能市

至甲府

西
武
鉄
道

歴史文化
伝承館

国道299号線

至熊谷・花園I.C

Ｎ

Ｐ

道の駅
ちちぶ●

秩父
まつり会館

●
秩父神社
●

秩父宮記念市民会館
秩父市役所

国
道
140
号
線

西
武
秩
父
駅

御
花
畑
駅

秩
父
駅

ページ開設しました!!
facebook

主催事業のご案内を中心に、日々
の活動をご紹介していきます。
みなさんにもっと市民会館を知っ
ていただけるよう、たくさん発信
していきます！
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