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　日本全国、世界各地で活躍している東松山市出身者や市内を活動の拠点としている方、東松山にゆ
かりのある方に東松山市應援團員として、市の魅力を国内外へ発信していただいています。

　私の好きな東松山のサイクリングコースは、
都幾川沿いを走るコース。友人が東松山に来
た時は、必ず連れていく場所です。川もあり、
山もあり、距離を走っても疲れを感じさせない
のは、きっとすばらしい自然に囲まれているか
らですね。特に日没の美しさは何度見ても胸
が熱くなります。

　10年前に家族8人で東京から引っ越してきま
した。3人の子どもたちがのびのび育っているの
は、自然豊かでおおらかな場所で毎日遊びまわ
れるからだと思います。子どもたちは、ときどき
市民活動センターの集まりに参加しているので
すが、おじいちゃんやおばあちゃんに昔の遊び
を教わってくることもあって、地域で子育てを応

 市の魅力を全力で発
信中！

自転車で四季を楽しめる

地域ぐるみで子育てを応援

「このミステリーがすごい！」
大賞受賞 ミステリー作家
岩木 一麻さん

　画家・丸木夫妻が描き続
けた連作「原爆の図」が展
示されている「原爆の図丸
木美術館」をたくさんの人
に知って欲しいです。都幾
川のほとりにある美しく静
かな場所です。

メッセージが
伝わる美術館

ここが好き！

落語家
林家 けい木さん

　松山高校在学中からお
世話になっています。人情
に厚い人が多いですね。知
らない人にごちそうしても
らうこともあります（笑）。
まちをあげてのイベントも
多くて、活気を感じます。

人情味あふれる
まちと人

ここが好き！

クックパッド芸人・
料理芸人・

食品衛生責任者
藤井 21さん

　生まれも育ちも東松山の
私の大好物は、なんといっ
てもやきとりとみそだれ。
かむほどに旨みがあふれる
カシラ肉にニンニクがきいた
ピリ辛のみそだれが最高！

みそだれやきとり
最高！

ここが好き！

お笑いコンビ
ボヨンボヨンさん

　お祭りやイベントでまち
の人に声をかけてもらいま
す。やさしい人が多いです
ね。（左/岡本昌典さん）

　春の楽しみは上沼公園の
桜。水面に桜が映り込む景
色が大好きです。
（右/山本修平さん）

温かい声援をありがとう

桜の季節が待ち遠しい

ここが好き！

自転車ロードレースチーム“エキップアサダ”監督
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■Profi le
東松山市内を拠点に、日本を代表する自転車
ロードレースチームの監督として、世界最大級
のスポーツイベント「ツール・ド・フランス」へ
参戦するため、数多くの欧州のレースに出場す
る一方で、全国各地でサイクルスポーツの普及
啓発活動をしている

　トレーニングで走る物見山は、全国からサイ
クリストが集まる場所。ちょっとしたヒルクラ
イムが体験できるのでおすすめですよ。東松山
は遠い場所と思っている人も多いようですが、
交通のインフラが良いので一度来た人は「移動
にストレスがない」と感じるようです。海外遠
征が多い自分も満足しています。

援してくれているのが心強いですね。市で配布
している「子育てハンドブック」にイラストレーター
として関わることができてうれしかったです。
　ハイキングに出かけたり、河原でバーベキュー
をしたり、思い立ったらすぐにできる環境は東松
山だからこそ。家族の楽しい時間がどんどん増
えていきます。

レーシングチーム　
RS－ITOH監督
伊藤 一成さん

　東松山は季節ごとのイベ
ントや伝統的な祭りも多く
ありますが、一番好きなの
は夏に都幾川リバーサイド
パークで行われる花火大会
です。市内各地の盆踊りも
風情がありますよ。

人が集まる
多彩な季節の行事

ここが好き！

お笑い芸人・
文房具デザイナー
だいたひかるさん

　電車や道路など、交通ア
クセスが整備されていて便
利だと思います。最近は駅
前にホテルができるなど、
まちがアグレッシブに変わっ
ていっているな、と感じて
います。

アグレッシブに
変化するまち

ここが好き！

シンガーソングライター
Tomo_Yoさん

　「埼玉県こども動物自然
公園」や「化石と自然の体
験館」など楽しみながら学
べるスポットが身近にあるっ
ていいことですよね。地元
の人のおすすめのお店はど
こもおいしいです。

散歩しながら
“素敵”を発見

ここが好き！

アルピニスト
大山 光一さん

　都心まで電車で50分あ
まり、関越自動車道東松山
ICなどもあるので、交通ア
クセスがいいですね。豊か
な自然と田園風景。高齢
者や子育て世代が安心して
住めるまちです。

人生100年時代に
ぴったりなまち

ここが好き！

宝塚歌劇団出身
ヨガインストラクター

八香さん

　幼稚園へ通っていたころ
の古い白壁の蔵が今でも
残っていて、その道を通る
たびに40年前の記憶が色
鮮やかに思い出されます。
昔ながらの街並みが残って
いるのはいいですね。

まちに残る
ノスタルジックな風景

ここが好き！

ここが好き！

ここが好き！

■Profi le
東松山市在住。子育て支援課窓口カウ
ンターや子育てハンドブック装丁、子育
て支援センター「マーレ」の壁紙などの
デザインほか、大手企業広告や雑誌の
挿絵などのイラストを数多く手掛ける

元宝塚歌劇団星組
花愛 瑞穂さん

　水面を跳ねる魚、シノの洞
窟、心臓破りの坂、たわわに
実った果実…。私が愛してや
まないふるさと、東松山には
人間として原点に戻れる素朴
な豊かさがあります。

子どものころを
思い出すふるさと

ここが好き！

シンガーソングライター
さくま ひできさん

　大好きな「埼玉県こども動
物自然公園」には、初めて見
たコアラに大笑いした事や高
校生の時に彼女と出かけてケ
ンカした苦い思い出も。かわ
いい動物を見ていたら自然と
仲直りができる素敵な場所です。

デートはいつもの
動物園

ここが好き！

アーティスト
前田 紘利 TJさん

　学生のころ、犬の散歩や
ダンスの練習に行っていた
埼玉県平和資料館、岩殿
観音が好きなスポットです。
この場所は高台にあるので、
ちょっとした体力づくりに
ちょうどいいですよ。

アップダウンのある
地形で体力づくり

ここが好き！

メゾソプラノ
林 美智子さん

　元・聖母幼稚園のガレット
やププリエのケーキは幼いこ
ろの思い出。まるまん梨園
の梨や篠原養鶏場の卵など
自慢したくなるおいしいもの
がいっぱい。東松山の“食”
から元気をもらっています。

おいしいものが
いっぱい

ここが好き！

© Toru Hiraiwa
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Higashimatsuyama
Ambassadors
Higashimatsuyama natives that are 
active not only in various parts of 
Japan but around the world, as well 
as individuals based in or otherwise 
r e l a t e d  t o  H i g a s h i m a t s u y am a , 
function as ambassadors who help 
communicate the town’s appeal 
around Japan and the world.
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