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今月のArtist Interviewは2月22日㈯にプラザイースト ホールで開催される『プレミアクラシックvol.8小原孝ピアノコン
サート～弾き語りフォーユー～』へ出演する小原孝さんです。FMラジオ番組『弾き語りフォーユー』の誕生エピソード、
コンサートの見どころや今後の目標をおうかがいしました。

Artist
Interview

ピアニスト

小原　孝
T A K A S H I  O B A R A

神奈川県川崎市生まれ。6歳よりピアノを始める。
1986年国立音楽大学大学院を首席で修了。クロイツァー賞受賞。
ピアノ・伴奏法を菅野洋子、古代公子、ヨン・ブリック、畑中更予、小林道夫、塚田
佳男、ルドルフ・ヤンセン各氏に師事。
1990年のCDデビューより47枚のアルバムを発表。ジャンルにこだわらない音楽
性が共感を呼び全国各地でコンサートを行いステージ数は1500回を超え、演奏の
みならず作詞、作曲、編曲などマルチな音楽活動で活躍中。Eテレ「ららら♪クラ
シック」テレビ朝日「題名のない音楽会」など数多くのTV・ラジオに出演。1999年4
月よりNHK-FM「弾き語りフォーユー」パーソナリティーを担当。現在好評放送中。
2015年には東京文化会館大ホールに於いてCDデビュー25周年記念リサイタルを
開催。同年、川崎市文化賞受賞。
2019年ニューアルバム「ピアノ名曲フォーユー～あなたが大好き～」発表
2020年CDデビュー30周年を迎える
現在、尚美学園大学客員教授、国立音楽大学非常勤講師　川崎市市民文化大使

公式HP  「小原孝のピアノサロン」http://www2.odn.ne.jp/ ～cau57200/
NHK-FM  「弾き語りフォーユー」http://www4.nhk.or.jp/hikigatari/
公式FB  https://www.facebook.com/jill.80.takashiobara/
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ジやサイズが変わります。

今回のコンサートの第2部も『弾き語りフォーユー・コーナー』
がありますね。どのようなコンサートになりそうですか？
　第1部は昨年リリースした『ピアノ名
曲フォーユー』シリーズの中から、モー
ツァルトやショパンの名曲をお送りし
ます。第2部は東日本大震災を機に音楽
で心を支えて行こうと作った『逢えてよ
かったね』と開演前にホワイエにてお客
様からリクエストをいただき、この日お
越しいただいたお客様と一緒にコンサー
トをつくって行きたいと思っています。
このコンサートでしか聴けない生の『弾き語りフォーユー』をお届
けします。どのようなリクエストがいただけるか、そしてどのよ
うな展開になるのか、僕自身も楽しみにしています。

今後の活動や目標について教えてください。
　2020年でCDデビュー30周年を迎え、そして還暦で、今年
は区切りの年でもあります。振り返ると、全部で47枚のＣＤを
発表していました。1年に4枚制作したこともあり、そのときは、
常にレコーディングをしていました。僕と同世代のミュージシャ
ンは丁度、レコードがCDになり、CDと共に音楽を発信して来
ました。そして平成から令和へと時代が移り、音楽を聴く媒体は
スマートフォンへと変化しています。でもやはり音楽をかたち
に残しておきたいと、30周年を目前に50枚目を制作中です。演
奏活動、CD制作、FMラジオ、音楽を通した東日本大震災の復
興支援活動など、ずっと継続してやっていくことが、僕のパワー
になっています。まだ学生だった頃、当時の師匠から「本当の音
楽活動は60歳からだよ」と言われ、今その時を迎えようとしてい
て、どれだけ明るい世界が待っているのかと期待をしていました。
そんな言葉を掛けてくださった師匠も、沢山の音楽を教えてくだ
さった先輩も、今はもういらっしゃらない。まだまだ光が見えそ
うにありませんが、これを節目として自分の音楽活動を継続しつ
つ次の世代へ繋いで行こうと思っています。

読者やファンの皆様へ一言メッセージをお願いします。
　今回のコンサートは、『2』並びの、令和2年2月22日の午後2時
から開催します。とてもワクワクする、良い日になりそうです。
皆様にお会いできることを楽しみにしています。是非コンサート
にいらしてください。お待ちしております。

自己紹介とピアニストになったきっかけを教えてください。
　父がクラシックギターの音楽教室をやっていましたから多分、
父はギタリストになって欲しかったのだと思います。僕がギター
を弾ける体格になるまでは他の楽器をやらせようと初めはオルガ
ン、ピアノからギターへと向かうはずがピアノに留まり、ピアニ
ストになりました。とにかく音楽が大好きでした。ピアノは遊び
道具の一つで習うというよりは自然に弾けるようになりました。
今、教える立場になり感じますが幼い頃の僕は練習曲が嫌いで、
自分で勝手に弾いてばかり。先生泣かせで良い子ではなかったで
すね。中学から国立音楽大学付属へ入学、そこではじめて本格的
なレッスンを受け、大学院まで進みました。最近、小学校の同窓
会があり、40年振りくらいに読み返した卒業文集には「ピアニス
トになりたい」と書いてありました。初志貫徹って言えば格好良
いですが、プロになった後も大好きなことをここまで続けていら
れる僕はラッキーだと思います。僕の左の薬指は子供の頃から
曲って動きにくく、楽譜どおりの指使いが出来ません。学生の頃
は教科書どおりに弾けないことで怒られることもありました。し
かし幸いにも師匠には「自分の指で出来るやり方で自分らしい音
作りをしなさい。」と言ってくださいました。これは僕の演奏活動
のベースになっている言葉です。完璧な指使いのピアニストにな
ることはできませんが、この指で出来る演奏をして行こうと決め
今に至ります。

ジャンルを超えた演奏や、作詞、作曲、歌の他、
多彩な才能をお持ちですが、最初からこのような
アーティストを目指していたのでしょうか？
　僕は歌うことも、歌手の伴奏も曲を作ることも好きです。歌詞
のある曲をアレンジした『ピアノよ歌えシリーズ』や『小原孝のピ
アノ詩集シリーズ』などのＣＤを出していますが、制作をすると
きは、その詞

し
を読んで情景を思い浮かべながら編曲します。何よ

り歌の心を大切にしたい、音符で弾くよりも詞
ことば
で音を表現すると

伝わりやすいような、その音楽の世界がさらに拡がって行くよう
な感じがするのです。僕のＣＤを聴いた後やコンサートに来て幸
せな気持ちを共有できる、そんな音楽をお届けできるよう心掛け
ています。そして、自分のやりたいことを自分らしくやって行こ
う、やってはいけないことは無いと決め、活動をして来ました。
1990年のCDデビュー以来、誰でもクラシックを気軽に聴いて
欲しいと思っていたので、演奏曲にまつわるエピソードの紹介や
解説を交えたスタイルのコンサートを開催していました。しかし、
これが当時のクラシック界では異質だったようで、メディアで酷
評されたこともありました。それでも、誰もが聴きやすいクラ
シックコンサートを目指し全国の音楽ホールでトークを交えたコ
ンサートを開催し続けました。やがて時代が変わり、今では僕の
ような演奏スタイルがスタンダードになって来ています。異論を
気に留めず、このスタイルをずっと変えずにやって来て、良かっ
たです。これが功を奏してか、様々な分野の方と共演し、出来る
ことが増え、音楽の幅が拡がって行きました。

ラジオ番組『弾き語りフォーユー』のパーソナリティーも
20年以上になりますよね。
　はじめから『弾き語りフォーユー』のタイトルは決まっていたも
のの、どのような番組にするか手探り状態でした。音楽番組は普
通、トークと演奏は別録りで前もって録音した演奏を聴きながら
後からトークの部分を録音します。でも、この番組は「ピアノの
あるスタジオで弾きながら、リクエストに答えライヴでお届けし
ましょう」という提案をしました。そして番組が本格始動する前
にプレ番組を制作し企画案のライヴ形式でやってみたところ、そ
れがそのまま採用となり以来20年以上、パーソナリティーを務
めさせていただいています。毎回、20分間の番組中でストップ
ウォッチを持ってオープニングテーマ、19分になったらエンディ
ングテーマを弾き始めます。生演奏なので、少しずつ曲のアレン

16ページにプレゼントのお知らせがあります!
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プレミアクラシックvol.８
小原孝ピアノコンサート ～弾き語りフォーユー～

NHK-FM「弾き語りフォーユー」パーソ
ナリティでもおなじみのピアニスト小原
孝がピアノの名曲を演奏します。
【演奏予定曲】
モーツァルト：きらきら星変奏曲
ショパン：別れのワルツ
ラヴェル：ボレロ
小原孝：逢えてよかったね　他

発売中

小原孝

２月22日土　開演 14：00
プラザイースト　ホール

3,000円（全席指定）
未就学児不可

友の会料金　2,700円



公演情報

※公演の日時、内容は予告なく変更となる場合があります。
※お問合せ時にチケットが完売している場合がございます。
　ご了承ください。

１月18日土　開演 14：00
プラザイースト　ホール

3,000円（全席指定）　未就学児不可

プラザイースト新春寄席

プラザイーストの
新春を飾る寄席公
演を行います。

瀧川鯉昇

鏡味味千代

三遊亭兼好

林家つる子

発売中

１月25日土　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間

2,000円（全席自由）　未就学児不可

新春の雅楽

雅楽の管弦、歌、舞で、新年をみやび
にお祝いする鑑賞会を開催します。
【ゲスト】三浦元則
【演奏】花舞鳥歌風遊月響雅楽団
※会場内は靴下等を必ず着用

チケットは
氷川の杜文
化館のみで
販売

048－648－1177

ゲスト三浦元則

発売中

１月25日土　開演 15：00
プラザイースト　ホール

1,500円（全席指定）　未就学児不可

夢の共演！
高橋多佳子とヤングピアニスト

世界的ピアニストである高橋
多佳子を招き、子ども達とのジョ
イントコンサートを開催します。
【演奏予定曲】
ベートーヴェン：ピアノソナタ 第
８番 ハ短調 作品１３《悲愴》よ
り 第２楽章
ショパン：４つのマズルカ 作品
１７　他

ⒸShinichiro Saigo

発売中

２月９日日
開演 13：00（第1部） 15：00（第2部）
さいたま市文化センター　小ホール

︻第1・2部通し券︼
大人2,000円　子ども（小中学生）800円
︻第2部のみ︼
大人1,000円　子ども（小中学生）500円
（全席自由）　未就学児は入場無料

子ども伝統芸能まつり「学ぼう！伝えよう！
日本の伝統芸能　さいたま能」

【第１部】能のワークショップ
講師：武田伊左（宝生流シテ方）
【第２部】能親子鑑賞会
能「船弁慶」
解説：内藤飛能（宝生流能楽師）

武田伊左

発売中

２月９日日　開演 14：00
市民会館いわつき　ホール

一般1,700円　小学生以下1,100円
（全席指定）　3歳以下膝上鑑賞無料

親子のためのクラシックコンサート
『音楽の絵本』

「音楽の絵本」は
親子そろって最後
ま で 聴 くこと が
できるクラシック
コンサートです。
ズーラシアンブラ
ス を はじ め、 動
物たちがバイオリ
ンやピアノでクラ
シックのエレガン
トな調べをお届け
します。 ©SUPERKIDS

発売中

１月26日日　開演 16：30
市民会館おおみや　大ホール

SS席6,800円　S席6,000円　Ａ席5,200円
（全席指定）　未就学児不可

DRUM TAO 2020　ザ・ドラマーズ　FINAL

驚異のスピードと予測不可能な構成とリズムで魅せる、
圧倒的なパフォーマンス。太鼓で泣く。笑う。想像で
きますか？
ニュージャンルの新時代“日本エンターテイメント”を
ぜひ、体感してください。

発売中

２月８日土　開演 15：00
さいたま市文化センター　小ホール

3,500円（全席自由）　どなたでも
高校生以下(整理券あり)無料

さいたまシティオペラ公演
「ガラコンサート」Ｖｏｌ.２

さいたまシティオペラによるガラコンサート
【演奏予定曲】『コジ・ファン・トゥッテ』『魔笛』『愛の妙
薬』『トロヴァトーレ』『ラ・ボエーム』他

発売中

友の会料金　2,700円

友の会料金　1,000円 友の会料金　SS席6,400円　　　　　　 S席5,600円
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２月22日土　開演 13：00
さいたま市文化センター　小ホール

1,000円（全席自由）　未就学児は入場無料

BIG BAND JAZZ CONCERT

市民の公募により結成された活動10年目を迎えたビッ
グバンド。今回は「砂田知宏＆ミツキータ スペシャルバ
ンド」をゲストに
迎え皆さんに楽し
んでいただける演
奏をお届けします。
メンバー随時募集
中です！

１月１７日（金）10：00より発売開始

ＳＳＢＢ

２月23日日・ 　開演 14：00
市民会館いわつき　ホール

一般1,500円　中学生以下1,000円
（全席指定）　未就学児不可

みんなで歌おう！
「懐かしい童謡・愛唱歌」
坂入姉妹コンサート

あの時、この時、口ずさんだ歌の思い出。そんな懐かし
の童謡・唱歌、ラジ
オ歌謡、昭和歌謡、
ＮＨＫ朝ドラヒット曲
などを 姉妹ならで
はのハーモニーで
お送りします。 た
めになる童謡秘話
も必見です。 童謡歌手：坂入姉妹（姉・恵美、妹・真紀）

発売中

３月７日土　開演 14：00
市民会館おおみや　小ホール

500円（全席指定）

和楽器コンサート
～花hana華～

埼玉出身メンバーで構成された和楽器カルテット「サイ
タマティック」の織りなす、箏・尺八・三味線のハーモニー
をお楽しみください。

1月18日（土）10：00より発売開始

サイタマティック

２月22日土　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間

1,500円（全席自由）　未就学児不可

狂言鑑賞会

万作の会による上演演目の解説付き狂言鑑賞会です。
※会場内は靴下等を必ず着用

万作の会

チケットは
氷川の杜文
化館のみで
発売

048－648－1177発売中

２月22日土　開演 17：00
市民会館おおみや　大ホール

6,600円（全席指定）　小学生以上有料　未就学児不可

山崎まさよし
CONCERT TOUR 2020

世間の話題を集めている山崎まさよし。デビュー四半
世紀に突入し、今もなお進化し続ける山崎まさよしが
お届けするライブパフォーマンスを、是非体感していた
だきたい。

２月28日金　開演 14：00
さいたま市文化センター　小ホール

500円（全席自由）　未就学児不可

SaCLaアーツ Friday One Coin Concert Vol.３６
～世界の名曲で聴く、弦楽四重奏
の知られざる魅力～

弦楽四重奏によるコン
サート。 クラシックや
日本の唱歌など名曲の
数々をお送りいたします。
【演奏予定曲】
♪モーツァルト：アイネ・
クライネ・ナハトムジー
ク  ト長調 Ｋ．525よ
り ♪ハイドン：弦楽四
重奏曲第77番 ハ長調 

『皇帝』作品76－3 Ｈ
ｏｂ．Ⅲ：77より　♪日
本の唱歌 他

吉野駿（ヴァイオリン）

黒川実咲（チェロ）

京極朔子（ヴァイオリン）

古屋聡見（ヴィオラ）

発売中

２月29日土　開演 14：30
下落合コミュニティセンター多目的ルーム１・２

30席500円（全席自由）（市内在住・在勤の方）

下落合コミセン落語会

埼玉大学落語研究会出演による落語会を開催します。
2月8日(土)10：00より発売開始

チケットは
下 落 合 コ
ミュニティ
センターの
みで販売
048－8３4－0５70

３月１日日　開演 14：00
市民会館いわつき　ホール

2,500円（全席指定）　未就学児不可

いわつき春の落語会
-今年の春は笑顔も花も満開に-

三遊亭小遊三、三遊亭楽大
による落語会を開催します。
毎年恒例のいわつき落語会。
おたのしみ抽選会もあって
笑顔満開まちがいなしです。
【出演】三遊亭小遊三[落語]
柳貴家雪之介[水戸大神楽]
三遊亭楽大[落語]

三遊亭小遊三

発売中

３月14日土（２回公演）
①開演 14：30　②開演 17：30
さいたま市文化センター　大ホール

A席2,700円　B席2,250円　C席1,600円
（全席指定）　公演当日１歳以上有料
購入は１回につき６枚まで

ワンワンまつり パーティー編
さいたま公演

ＮＨＫ Ｅテレ「いないいな
いばあっ！」でおなじみの
ワンワンと仲間たちが繰
り広げる、歌ありダンス
ありのステージショー

1月18日（土）10：00より発売開始

昨年度の様子

完売御礼

SaCLa友の会の会員を募集中！チケットの先行予約・割引販売などの特典があります。
詳しくは、SaCLaインフォメーションセンター（048-866-4600）までお問合せください。

友の会料金　900円

友の会料金　1,300円

友の会料金　2,000円
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５月16日土　開演 14：00
市民会館うらわ　ホール

大人1,800円　子ども（12歳以下）700円
（全席指定）　３歳以下膝上鑑賞無料

親子で楽しむファミリーコンサート
ようこそ！音楽のテーマパーク＂Ｙｏｕ lａｎｄ＂へ

0歳からご入場いただけます！
ひとことで音楽といっても、世界中にはたくさんの音
楽があります。Youlandには音楽ジャンルに分かれた
エリアがあり、音楽やキャラクターとともに体験しなが
ら巡っていきます。
みんなで音楽さんぽに出かけて、お気に入りの音楽を
探してみよう♪
【総合演出／構成】益子侑
【演出助手／作詞】田村麻理子

２月１５日（土）10：00より発売開始

５月16日土　開演 15：00
さいたま市文化センター　大ホール

S席4,000円　A席3,500円　B席3,300円
（全席指定）　未就学児不可

東京フィル＆宮川彬良の
「ブラボー！名曲アカデミー」

宮川彬良と東京フィルハーモニー交響楽団によるクラ
シックコンサートを開催します。

1月25日（土）10：00より発売開始

３月15日日　開演 14：00
プラザウエスト　さくらホール

2,500円（全席指定）　小学生以上　未就学児不可

お茶のみ落語
ホール編

お茶のみ落語のホール編
を柳家花緑をゲストに招
き開催します。

1月18日（土）10：00より発売開始

４月25日土　開演 17：00
さいたま市文化センター　大ホール

6,800円（全席指定）　未就学児不可

南こうせつコンサートツアー
2020～いつも歌があった～

デビューから現在までにい
たる名曲の数々をユーモア
たっぷりなトークとともにお
贈りします。

南こうせつ

発売中

３月22日日　開演 14：00
プラザイースト　ホール

1,500円（全席自由）　３歳以下膝上鑑賞無料

さいたま子どもスーパーカッション
第８回定期演奏会

公募で集まった子ども達と講師による打楽器バンドの
コンサートを行います。

２月８日（土）10：00より発売開始

　10月１日以降のチケットお申込み
分より、消費税増税に伴い各種手数料
を右記のとおり改定いたします。
　お客様にはご迷惑をお掛けします
が、何卒ご理解の程よろしくお願い致
します。

消費増税に伴う
各種手数料改定のお知らせ

◆郵 送 受 取
　郵送料474円→488円
◆コンビニ受取
　入金手数料218円／件→220円／件
　発券手数料108円／枚→110円／枚

３月21日土
開場 13：00　開演 14：00
さいたま市文化センター　大ホール

1,000円（全席指定）　未就学児入場無料

みんなで創る「輪～るど・
ミュージック・フェスティバル」

2020年はさいたま国際芸術祭2020や東京2020大会
などさいたま市で国際的なイベントが目白押しのなか、
音楽を通じて、国籍、年齢、文化の枠を超え一つの輪
になってつないでいきます。
【司会】
スギテツ（杉浦哲郎・岡田鉄平）
【出演】
岩槻中・大宮南中・桜木中合同バンド／ネルソン鈴木（ア
ルパ）／サイタマティック（和楽器カルテット）／さいた
まスーパーシニアバンド・織田準一（指揮）／サイタミー
ゴス／スギテツ

スギテツ

サイタミーゴス

発売中

ⒸMikako Ishiguro東フィル写真 Ⓒ上野隆文

♪ヴォーカル♪
田村 麻理子
たむら まりこ

メインキャラクター
「ムー」

♪エレクトーン♪
石渡 裕貴

いしわた ひろき

♪ヴォーカル♪
吉田 純也

よしだ じゅんや

♪ヴァイオリン♪
益子 侑

ましこ ゆう

♪クラリネット♪
宮城 幸奈

みやぎ ゆきな

先行予約日　2月13日（木）

友の会料金　S席3,800円　A席3,300円　B席3,000円
先行予約日　1月23日㊍10：00より発売開始友の会料金　1,000円 友の会料金　6,300円

先行予約日　1月15日氺
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社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団
アート作品展「第５回スマイル・プラス」
～ひとつひとつのその人（ひと）らしさ～

さいたま市社会福祉事業団が運営するさいたま
市の障害関係施設を利用されている方々の作品
を集めたアート作品展です。

【問合せ】
社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団
TEL：０４８－６６９－００３３

【HP】
http://www.saicity-j.
or.jp/smilep.html

１月17日金～21日火
9：00～17：00（17日は10：00から、21日
は15：00まで）※20日(月）は休館日
さいたま市文化センター　展示室

観覧自由・無料

または

チケットのお求め・お問合せは

インフォメーションセンター

【サクラ】 3048–866–4600
９時▶１７時受付 （火～土曜日　　　　　　　）日曜・月曜・祝日は休み

月曜が祝日の場合は、翌日の火曜も休み

インターネットでのお求めは

http://www.saitama-culture.jp
（（公財）さいたま市文化振興事業団ホームページ）

さいたま市文化センター
3048-866-3171（9:00〜19:00）
さいたま市民会館うらわ
3０４８-８２２-７１０１（9:00〜19:00）
さいたま市民会館おおみや
3０４８-６４１-６１３１（9:00〜19:00）
さいたま市民会館いわつき
3０４８-７５６-５１５１（9:00〜19:00）

・各館の窓口でもお買い求めいただけます。
　（発売初日の翌日から発売）
・各館の休館日は12～13ページをご覧ください。

※チケット発売の初日はSaCLaインフォメーションセンターにて電話のみの受付となります。
※電話番号のおかけ間違いのないよう十分にご注意ください。
※先行予約期間中及び発売初日については、受付順に座席を配置するため、座席指定はできません。御了承下さい。

プラザイースト
3０４８-８７５-９９３３（9:00〜21:00）
プラザウエスト
3０４８-８５８-９０８０（9:00〜21:00）
東大宮コミュニティセンター
3048-667-5604（９：００〜１7：０0）
西部文化センター
3０４８-６２５-３８５１（９：００〜１7：０0）

宮原コミュニティセンター
3０４８-６５３-８５５８（９：００〜１7：０0）
片柳コミュニティセンター
3０４８-６８６-８６６６（９：００〜１7：０0）

無料公演・イベント情報 ※会場等、お問合せ先につきましてはP12～13をご覧ください。

ビッグバンドジャズコンサート
サタデー・ナイト・ジャズVol.３5

埼玉県ビッグバンド連盟加盟団体による、入場
無料のジャズコンサートを開催します。

【出演】①BEYOND THE SEA BIGBAND
②ファイアーバード・ジャズオーケストラ
※入場整理券は16時から4階会場エントランスにて配
布します。（観覧希望者多数の場合は時間を変更する
ことがございますので、あらかじめご了承ください。）

【問合せ】さいたま市文化センター
TEL：048－866－3171

１月25日土
開場 17：30　開演 18：00
さいたま市文化センター　多目的ホール

定員 100人　当日先着順・無料

七里ふれあい歌声サロン
（七里コミュニティセンター共催）

１月22日水　14：00～16：00
七里コミュニティセンター　多目的ホール

定員 150人（原則、七里地区在住者）
申込み制・200円

ピアノの生演奏にのせて世界各国の名曲を歌い
ましょう。

【問合せ】七里地区社会福祉協議会
TEL：048－687－9997（月～金13：00～18：00）

第１５回「夢の星音楽会」
ウィンターコンサート

さいたま市内中学校吹奏楽部による演奏会を開
催します。

【問合せ】プラザウエスト
TEL：０４８－８５８－９０８０

１月19日日　開演 13：30
プラザウエスト　さくらホール

定員 373人　観覧自由・無料

美園ホールイベント
「劇団Liebeによる美園朗読劇」

プラザイーストを拠点に活動する「劇団Liebe」
による朗読劇と影絵の公演を開催します。

【問合せ】美園コミュニティセンター
TEL：０４８－７６４－８８１０

２月９日日
開場 13：30　開演 14：00
美園コミュニティセンター　エントランスホール

定員 40人　当日先着順・無料

第１８回さいたま市外国人に
よる日本語スピーチ大会

外国人市民が「これ、国に持って帰りたい！！」を
テーマに、日常生活の中で感じた事や考えた事
などを日本語で発表します。

【問合せ】公益社団法人さいたま観光国際協会
　国際交流センター　TEL：048－813－8500

２月１日土
開場 12：00　開演 13：00
浦和コミュニティセンター　多目的ホール

定員 200人　当日先着順・無料

2020/2 7



無料公演・イベント情報 ※会場等、お問合せ先につきましてはP12～13をご覧ください。

スプリングコンサート

「西村崇史とスウィンギンポストマン」によるデキ
シーランドジャズの演奏を行います。

【協力】ＮＰＯ法人Ａｒｔｓ＆Ｈealthさいたま
【申込み方法】1月15日（水）9：00から来館又は
電話にて受付（先着順・定員になり次第締切）
◦未就学児入場可
◦中学生以下の参加は保護者同伴
◦演奏中の入退場自由

【問合せ】七里コミュニティセンター
TEL：０４８－６８７－３６８８

２月23日日・ 17：30～18：30
七里コミュニティセンター　多目的ホール

定員 120人（さいたま市内在住、在勤、
在学の方）　申込み制・無料

太鼓まつり

当館で活動している複数の太鼓団体の演奏会を
開催します。

【問合せ】西部文化センター
TEL：０４８－６２５－３８５１

２月23日日・
開場 13：30　開演 14：00
西部文化センター　多目的ホール

定員 200人（どなたでも）
観覧自由・無料（申込み不要）

東大宮演劇祭

利用団体である劇団「レインボウ城！」の演出脚
本をコメディタッチで上演する演劇を開催します。

【問合せ】東大宮コミュニティセンター
TEL：０４８－６６７－５６０４

２月22日土・23日日・
開場 12：30　開演 13：00
東大宮コミュニティセンター　ホール

定員 190人　当日先着順・鑑賞自由・無料

第9回
日進公園コミセンまつり

当館利用サークルの展示による成果発表会です。
（ペン習字、水彩画、油絵、編み物、着付け、
絵手紙等予定）

【問合せ】日進公園コミュニティセンター
TEL：０４８－６６４－４０７８

２月29日土・３月１日日
10：00～16：00※3月1日は15：00（予定）
日進公園コミュニティセンター　全館

観覧自由　随時入場可
無料（体験会等実費）

七里ふれあい歌声サロン
（七里コミュニティセンター共催）

２月26日水　14：00～16：00
七里コミュニティセンター　多目的ホール

定員 150人（原則、七里地区在住者）
申込み制・200円

ピアノの生演奏にのせて世界各国の名曲を歌い
ましょう。

【問合せ】七里地区社会福祉協議会
TEL：048－687－9997（月～金13：00～18：00）

浦和区内公民館
書道・篆刻グループ展

浦和区内の公民館で活動する書道・篆刻グルー
プの展示会を開催します。

【問合せ】岸町公民館
TEL：０４８－８２４－０１６８

２月21日金～24日⺼・
10：00～17：00（21日は13：00か
ら、24日は16：00まで）
浦和コミュニティセンター　集会室

観覧自由・入場無料

ロビーコンサート

あいあい（ピアノ）
と多ヶ谷樹（バイ
オリン）によるロ
ビーコンサートを
開催します。

【申込み方法】
当日、直接、会場へ

【予定演奏曲目】
チャルダッシュ、ディズニーメドレー　他

【問合せ】市民会館うらわ
TEL：０４８－８２２－７１０１

２月12日水　12：30～13：10
市民会館うらわ　ロビー

定員 60人　当日先着順・無料

日進公園コミセン子どもまつり

北区3館の児童センターとの協働で昔遊びや
ゲームや工作など子ども達が楽しめるイベント
を開催します。

【問合せ】日進公園コミュニティセンター
TEL：０４８－６６４－４０７８

２月15日土
10：00～15：30※入場は15：00まで
日進公園コミュニティセンター　全館

観覧自由・無料

デュオ・デ・ローズコンサート
with小学生ハンドベル隊

ハンドベルワークショップに参加した小学生と、
ピアノとチェロからなるデュオ・デ・ローズの合同
コンサートです。

【予定演奏曲目】
歌の翼に、夢想、小さな世界、パプリカ　他

【申込み方法】1月15日（水）10：00から電話にて
受付（先着順・定員になり次第締切）

【問合せ】市民会館うらわ
TEL：048－822－7101

２月９日日　14：00～15：30
市民会館うらわ　コンサート室

定員 80人　申込み制・入場無料
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無料公演・イベント情報 ※会場等、お問合せ先につきましてはP12～13をご覧ください。

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

「S
サ ク ラ

aCLa友の会」会員を募集中！！
（公財）さいたま市文化振興事業団では、チケットの先行予約や割引サービスなどが受けられる
「S

サ ク ラ

aCLa友の会」を発足し、会員を募集しています。この機会にぜひ「S
サ ク ラ

aCLa友の会」にご入会
ください。

募 集
登 録 者

対象 　一般の方（未成年者は、保護者の同意が必要です。）
費用 　年1,500円（入会時には入会金400円を別途いただきます。）

申込み 　当事業団の管理施設（P12〜13参照）やさいたま市役所内文
化振興課にて、申込用紙を配布中。必要事項に記入の上、郵
送または、当事業団（さいたま市文化センター2F事務室）ま
でお申込みください。

お問合せ 　048︲866︲4600（SaCLaインフォメーションセンター）その他特典も予定しております。

チケットの先行予約特典①
チケットの割引販売特典②
会報誌・情報誌SaCLa
を月１回お届け

特典③

桃の節句の茶会

茶道にふれたことがない方でも、普段着で気軽
に楽しめる季節の茶会を開催します。

【申込み方法】
・2月19日（水）10：00から電話にて受付（先着
順・定員になり次第締切）
・当日に参加費をご用意ください。
※靴下等を必ず着用してください

【問合せ】恭慶館 TEL：048－835－7450

３月８日日
10：00～13：00（受付は9：30～12：00）
恭慶館

定員 90人※小学生以上の方
申込み制・400円

東部地区コミセン連携事業
スプリングコンサート「花テーマ」

さいたま国際芸術祭連携プロジェクトとして、
「花」をテーマとしたコンサートを開催します。
【問合せ】東大宮コミュニティセンター
TEL：０４８－６６７－５６０４

３月７日土
開場 13：30 開演 14：00
東大宮コミュニティセンター　ホール

定員 190人　当日先着順・鑑賞自由・無料

浦和コミセンまつり

ホール・ロビー・集会室にて、日頃から浦和コミュ
ニティセンターを活動場所とする団体の成果発
表を開催します！

【問合せ】浦和コミュニティセンター
TEL：０４８－８８７－６５６５

３月７日土・８日日　10：00～16：00
浦和コミュニティセンター多目的ホール　ロビー　集会室

当日先着順・入場無料

謡・仕舞鑑賞会

さいたま市内の各流派、団体が一堂に会し、謡・
仕舞の鑑賞会を開催します。

【申込み方法】１月３１日（金）10：00から当館窓口
にて入場整理券配布（先着順・定員になり次第締
切）

【協力】大宮能楽研究会
※靴下等を必ず着用してください。

【問合せ】氷川の杜文化館
TEL：048－648－1177

３月１日日
開場 13：30　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間

定員 50人　申込み制・無料

Ｓａｋｕｒａ Ｌｉｖｅ 2020

プラザウエスト利用グループによる発表会を開
催します。

【申込み方法】当日、直接会場にお越しください。
【問合せ】プラザウエスト
TEL：０４８－８５８－９０８０

３月８日日 開演 13：30
プラザウエスト　さくらホール

定員 393人　観覧自由・無料

「美園映画祭」ｉｎ 美園地区
社会福祉協議会

美園地区社会福祉協議会との共催事業として、
子どもから大人まで楽しめる１日映画祭を開催し
ます。
※会場内は土足禁止のため室内履きをお持ちく
ださい

【問合せ】美園コミュニティセンター
TEL：０４８－７６４－８８１０

３月27日金　開演 10：00
美園コミュニティセンター　多目的ホール

定員 各回100人　当日先着順・無料
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対…対象・定員　締…申込み締切　他…その他

③木目込み人形講座－人形の町で楽しむ人形づくり－
11月27日水・12月4日水
３０１集会室 13:30～16:30 （全2回）
2,200円
来年の干支を木目込み人形で製作する講座を開
催します
対 市内在住・在勤・在学（１８歳以上）の方　２０人

②蕎麦打ち体験講座
10月15日月
調理室 9:30～12:30 （全1回）
2,500円
本格的な蕎麦の打ち方を学ぶ
対 市内在住・在勤の方（学生不可）　１０人
締 10月1日㈪
他 ※アレルギーのある方はご遠慮ください。

②親子ケーキ作り講座
12月8日日
キッチンスタジオ 10:00～13:00（全1回）
1組2,000円
イチゴのクリスマスケーキ・ミネストローネパス
タを作ります
対 市内在住・在学の小学生とその保護者　１０組２０人
締 11月17日㈰

教室・講座情報
■申込み方法 •往復はがきでの申込み ：記入方法は下記をご覧ください。

•その他の申込み    　　：申込方法欄をご覧ください。

往復はがきの往信裏に、
・教室又は講座名（希望コース・参加日時は必ず記入してください。）
・住所（市内在勤の方は勤務先名・住所も記入してください。）
・氏名（ふりがな）（保護者も参加する場合はその方の氏名も記入してください。）
・年齢（学年も必ず記入してください。）
・電話番号
・その他（※記入事項は各教室又は講座欄をご覧ください。）
を記入し、送付先住所へご応募ください。

共
通
事
項

※お申込みは各講座１人１通まで。 ※締切日必着。
※定員を超えた場合は抽選となります。 ※結果は返信はがきにて通知いたします。
※鉛筆・消えるペンでのご記入はご遠慮ください。

【記入例】
往信表 返信表返信裏 往信裏

〒○○○-○○○○

こちらには、

何も記入しない

でください

・教室又は講座名
・住所
・氏名（ふりがな）
・年齢
・電話番号
・その他

送
付
先
の
住
所

「
○
教
室
」係

講
座

住
　所

氏
　名

〒○○○-○○○○

良い姿勢を保ちながらのウォーキング方法を学びましょう
対 市内在住・在勤の方　１５人
他 持ち物：動きやすい服装・運動靴・タオル・飲み
物・筆記用具

　西部文化センター 3048-625-3851
受付会場

お問合せ

〒331-0052　さいたま市西区三橋6-642-4　西部文化センター

①
・2月21日㈮の9:00から市消防局救
急課普及係TEL833-7921（土・日・
祝日を除く、9:00～17:00）、西部
文化センターへ来館又は電話（9:00
～21:30）にて受付（いずれも先着
順・定員になり次第締切）
・市HPより電子申請サービスにて受付
も可能

申
込
方
法

①普通救命講習Ⅲ
3月21日土
多目的ホール 9:00～12:00 （全1回）
無料
小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法、AED取
り扱い、気道の異物除去、止血法などを学びます
対 市内在住・在勤・在学の中学生以上　３０人

西
　区

冬休みの宿題に役立つ書初め講座を開催します
対 市内在住・在学の小学3～6年生　２０人
締 12月12日㈭　他 持ち物：手本・書道道具・古
新聞・指定書き初め用紙（お持ちの方）

日進公園コミュニティセンター 3048-664-4078
受付会場

お問合せ

〒331-0823　さいたま市北区日進町１－312－2　日進公園コミュニティセンター

①
・来館又は電話・FAXにて受付中（先着
順・定員になり次第締切）

②
・1月24日㈮10:00から来館又は電話・FAX
にて受付（先着順・定員になり次第締切）
・受付開始時に定員を超えた場合はその場で抽選
①②共に
・駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください

申
込
方
法

①親子ひろば（冬）
2月3日月
体育室 10:30～11:30 （全1回）
無料
北区３館児童センターとの協働で親子体操、リ
ズム遊びなどを楽しみます
対 市内在住の１歳以上の未就学児とその保護者
１５組　※０歳児の同伴可

②おはなし会ｉｎ日進公園コミセン（冬）
2月25日火
和室・茶室 10:00～10:30 （全1回）
無料
絵本の読み聞かせや手遊びなど親子で楽しみま
しょう
対 市内在住の１～３歳児とその保護者　１０組
※０歳児の同伴可　他 講師：大宮西部図書館

北
　区

小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法、AED取
り扱い、気道の異物除去、止血法などを学びます
対 市内在住・在勤・在学の中学生以上　３０人

　プラザウエスト
送付先 〒338-0835　さいたま市桜区道場4-3-1プラザウエスト「○教室又は講座」係

①
・往復はがきにて　

申
込
方
法

①ステンドグラス講座
3月7日土
造形アトリエ 10:00～12:00（全1回）
3,000円

キャンドルホルダーを製作する講座を開催します
対 市内在住・在勤・在学の方　１２人
締 2月14日㈮

桜
　区

3048-858-9080お問合せ

②ギフトラッピング講座
令和
２年2月8日土
第２セミナールーム 14:00～16:00（全1回）
1,000円
初めての方でも簡単に包めるラッピングのポイ
ントやテクニックを学びます
対 市内在住・在勤・在学の方　１5人
締 令和2年1月15日㈬

七里コミュニティセンター 3048-687-3688
送付先・受付会場

お問合せ

〒337-0014　さいたま市見沼区大字大谷１２１０　七里コミュニティセンター「○教室又は講座」係

①
・往復はがきにて
②
・2月7日㈮9:00から市消防局救急
課TEL833-7921（土・日・祝を除く、
9:00～17:00）、七里コミュニティセ
ンターへ来館又は電話にて受付（い
ずれも先着順・定員になり次第締切）
・市HPより電子申請サービスにて受付も可能

申
込
方
法

見
沼
区

①キッズチアダンス講座
2月29日土
多目的ホール 10:00～12:00 （全1回）
無料
大宮東高校ソングリーディング部による初歩的
体験講座を行います
対 市内在住・在学の小学生　２０人
締 2月15日㈯

②上級救命講習
3月7日土
多目的ホール 9:00～17:00 （全1回）
無料
心肺蘇生法、ＡＥＤの使い方等、応急手当の知
識と技能を学びます。修了証を交付します
対 市内在住・在勤・在学の中学生以上の方　２５人
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対…対象・定員　締…申込み締切　他…その他

は「『自分発見！』チャレンジさいたま」対象事業です。『自分発見！』パスポートをお持ちください。

②おはなし会ｉｎ日進公園コミセン（冬）
2月25日火
和室・茶室 10:00～10:30 （全1回）
無料
絵本の読み聞かせや手遊びなど親子で楽しみま
しょう
対 市内在住の１～３歳児とその保護者　１０組
※０歳児の同伴可　他 講師：大宮西部図書館

　大宮工房館 3048-645-3838
受付会場

お問合せ

〒330-0804　さいたま市大宮区堀の内町1-577-3　大宮工房館

①②共に
・2月29日㈯10:00から来館にて受付
（先着順・定員になり次第締切）
③
・3月14日㈯10:00から来館にて受付
（先着順・定員になり次第締切）
①②③共に
・受付開始時に定員を超えた場合はそ
の場で抽選

申
込
方
法

①作品展示会体験会講座①陶芸でこいのぼりA・B
3月7日土 A:10:00～11:30
研修室 B:13:00～14:30 （各全1回）
1,000円
陶芸でこいのぼりの置物をつくろう
対 市内在住・在勤・在学の方　各１６人

③プログラミング講座
3月28日土
第１・２多目的ルーム 9:30～11:30 （全1回）
600円
プログラミングの体験講座を開催します
対 市内在住・在学の小学生　２０人

②作品展示会体験会講座②ハーバリウム体験会A・B・C
3月8日日 A:10:30～11:30 B:12:30～13:30
研修室 C:14:00～15:00 （各全1回）
1,000円
新感覚のインテリアフラワーつくりの体験会です
対 市内在住・在勤・在学の方　各１２人

大
宮
区

キャンドルホルダーを製作する講座を開催します
対 市内在住・在勤・在学の方　１２人
締 2月14日㈮

美園コミュニティセンター 3048-764-8810
受付会場
お問合せ

〒336-0967　さいたま市緑区美園4-19-1　美園コミュニティセンター

①
・１月７日㈫９:００から市消防局救急課ＴＥＬ
８３３-７９２１（土・日・祝を除く、９:００～１７:
００）美園コミュニティセンター来館又は
電話にて受付（いずれも先着順・定員に
なり次第締切）
・市ＨＰより電子申請サービスにて受付も可能
②
・当日先着順

申
込
方
法

緑
　区

①上級救命講習
2月1日土
多目的ホール 9:00～17:00 （全1回）
無料
成人や子どもに対する心肺蘇生法、ＡＥＤの取り
扱いや外傷の手当ての方法を学び、講習終了時
に修了証を交付します
対 市内在住・在勤・在学の中学生以上の方　５０人

②おはなし会（美園図書館との共催事業）
2月20日木
第１・２集会室 11:00～11:30 （全1回）
無料
図書館職員と保育ボランティアひまわりによる
絵本の読み聞かせや手遊びを行います
対 ２～３歳児と保護者の方　３０人

　プラザイースト
送付先 〒336-0932　さいたま市緑区中尾１440－8　プラザイースト「○教室又は講座」係

①
・往復はがきにて

申
込
方
法

①日本画模写講座
2月27日～3月26日（毎週木曜日）
アトリエ造形 13:30～16:00 （全5回）
2,000円

鳥獣人物戯画を和紙に墨で写し、草木染めをします
対 市内在住・在勤・在学の方　１０人
締 2月6日㈭

緑
　区

3048-875-9933お問合せ

岩槻駅東口コミュニティセンター
送付先 〒339-0057　さいたま市岩槻区本町3-1-1　岩槻駅東口コミュニティセンター「○教室又は講座」係

①
・往復はがきにて

申
込
方
法

①東部地区コミセン連携事業「陶芸講座 ～花瓶を作ろう！～」
3月1日日・8日日
クラフトルーム 10:00～12:00 （全2回）
3,000円

「花」を共通のテーマとした東部地区コミセン連携事
業として、陶芸で花瓶を制作する講座を開催します
対 市内在住・在勤・在学の１５歳以上の方（中学
生を除く）　１５人　締 2月8日㈯

岩
槻
区

3048-758-6500お問合せ

　市民会館いわつき
受付会場 〒339-0052　さいたま市岩槻区太田3-1-1 市民会館いわつき

①
・２月７日㈮の１０:００から来館又は電話に
て受付（先着順・定員になり次第締切）

申
込
方
法

①第５８回いわつき散歩道「人形のまちをゆるりとお散歩Ｖｏｌ.２」
2月29日土
岩槻区内 9:30～11:30（全1回）
300円　

第５８回では、まちかど雛めぐりを堪能します。
愛宕神社の「大雛壇飾り」は必見です
対 市内在住・在勤・在学の方　１５人
他 集合・解散場所は岩槻駅東口です

岩
槻
区

3048-756-5151お問合せ

②上級救命講習
3月7日土
多目的ホール 9:00～17:00 （全1回）
無料
心肺蘇生法、ＡＥＤの使い方等、応急手当の知
識と技能を学びます。修了証を交付します
対 市内在住・在勤・在学の中学生以上の方　２５人
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設

（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧
文
化
施
設

3・6０４８⊖８５２⊖０１２１
上峰コミュニティホール

〒338⊖0014　さいたま市中央区上峰2⊖3⊖5

案内図15 馬宮コミュニティセンター
3０４８⊖６２５⊖８８２１　6０４８⊖６２５⊖８８２２
〒331⊖0061　さいたま市西区大字西遊馬533⊖1

案内図16

3０４８⊖６４４⊖３３６０　6０４８⊖６４４⊖３３６１
高鼻コミュニティセンター

〒330⊖0803　さいたま市大宮区高鼻町2⊖292⊖1

案内図❽
3０４８⊖６６７⊖５６０４　6０４８⊖６５４⊖５５９４
東大宮コミュニティセンター

〒337⊖0051　さいたま市見沼区東大宮4⊖31⊖1

案内図 7

3０４８⊖６４５⊖３８３８　6０４８⊖６４５⊖３８８１
大宮工房館

〒330⊖0804　さいたま市大宮区堀の内町1⊖577⊖3

案内図10
3０４８⊖６２５⊖３８５１　6０４８⊖６２５⊖２８８１
西部文化センター

〒331⊖0052　さいたま市西区三橋6⊖642⊖4

案内図 9

3０４８⊖７５８⊖１９８０　6０４８⊖７５８⊖１９８５
コミュニティセンターいわつき

〒339⊖0057　さいたま市岩槻区本町1⊖10⊖7

案内図21
3０４８⊖７５８⊖６５００　6０４８⊖７５８⊖６５２１
岩槻駅東口コミュニティセンター

〒339⊖0057　さいたま市岩槻区本町3⊖1⊖1

案内図22

岩槻駅東口コミュニティセンターは、中規模修繕に伴い、令和元年７月１日
(月)から令和２年２月11日(火・祝）まで休館いたします。

3・6０４８⊖８５４⊖８５８４
西与野コミュニティホール

〒338⊖0005　さいたま市中央区桜丘2⊖6⊖28

案内図14
3０４８⊖８５３⊖７２３２　6０４８⊖８５７⊖１０９６
与野本町コミュニティセンター

〒338⊖0003　さいたま市中央区本町東3⊖5⊖43

案内図13

3０４８⊖６８７⊖３６８８　6０４８⊖６８７⊖３７０５
七里コミュニティセンター

〒337⊖0014　さいたま市見沼区大字大谷1210

案内図11
3０４８⊖６５３⊖８５５８　6０４８⊖６５３⊖８５４１
宮原コミュニティセンター

〒331⊖0811　さいたま市北区吉野町2⊖195⊖1

案内図 12

3・6０４８⊖８８６⊖５８５６
南浦和コミュニティセンター

〒336⊖0016　さいたま市南区大谷場2⊖6⊖25

案内図20
3０４８⊖８８７⊖６５６５　6０４８⊖８８７⊖７０９０
浦和コミュニティセンター

〒330⊖0055　さいたま市浦和区東高砂町11⊖1⊖10F

案内図19

3０４８⊖８３４⊖０５７０　6０４８⊖８３４⊖０５８０
下落合コミュニティセンター
〒338⊖0002　さいたま市中央区大字下落合1712
スカイレジデンシャルタワーズ ノースウイング301・401

案内図17
3０４８⊖６８6⊖８６６６　6０４８⊖６８６⊖２９９９
片柳コミュニティセンター

〒337⊖0026　さいたま市見沼区染谷3⊖147⊖1

案内図 18

3０４８⊖８７５⊖９９３３　6０４８⊖８７５⊖９９６０
プラザイースト

〒336⊖0932　さいたま市緑区中尾1440⊖8
2月の休館日…10日

案内図 5
3０４８⊖８５８⊖９０８０　6０４８⊖８５８⊖９０２０
プラザウエスト

〒338⊖0835　さいたま市桜区道場4⊖3⊖1
2月の休館日…10日・25日

案内図 6

3０４８⊖８６６⊖３１７１　6０４８⊖８３７⊖２５７２
さいたま市文化センター

〒336︲0024　さいたま市南区根岸1︲7︲1
2月の休館日…3日・10日・17日・25日

案内図 1

3０４８⊖６４１⊖６１３１　6０４８⊖６４１⊖６１３３
さいたま市民会館おおみや

〒330⊖0844　さいたま市大宮区下町3⊖47⊖8
2月の休館日…12日・26日

案内図 3

3048︲822︲7101　6048︲822︲7106
さいたま市民会館うらわ

〒330⊖0062　さいたま市浦和区仲町2︲10︲22
2月の休館日…3日・10日・17日・25日

案内図 2

3０４８⊖７５６⊖５１５１　6０４８⊖７５６⊖５１５２
さいたま市民会館いわつき

〒339⊖0052　さいたま市岩槻区太田3⊖1⊖1
2月の休館日…3日・10日・17日

案内図 4
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3・6０４８⊖６６４⊖４０７８
日進公園コミュニティセンター

〒331⊖0823　さいたま市北区日進町1⊖312⊖2

案内図23
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3０４８⊖６４８⊖１１７７　6０４８⊖６４８⊖１３１１
氷川の杜文化館

〒330⊖0803　さいたま市大宮区高鼻町2⊖262⊖1
2月の休館日…17日

案内図26
3０４８⊖８３５⊖７４５０　6０４８⊖８３５⊖７４５３
恭慶館

〒330⊖0061　さいたま市浦和区常盤9⊖30⊖5
2月の休館日…3日・10日・17日・25日

案内図27

ふれあいプラザいわつき
老人憩いの家（シニア憩いの家）ふれあいプラザ
3０４８⊖７５６⊖６０００　6０４８⊖７５６⊖６０３６
〒339⊖0005　さいたま市岩槻区東岩槻6⊖6

案内図24

3０４８⊖764–8810　6０48⊖764⊖9310
美園コミュニティセンター

〒336-0967　さいたま市緑区美園4-19-1

案内図25

3０４８⊖664⊖1636
盆栽四季の家

〒331︲0805　さいたま市北区盆栽町267︲1

案内図28

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設

★はチケット取扱い施設
（取扱時間はP7をご覧ください）

さいたま市内
施設案内図
西　区：　　　　北　区：
大宮区：　　　　見沼区：
中央区：　　　　桜　区：
浦和区：　　　　南　区：
緑　区：　　　　岩槻区：

132020/2



ホール

イベントカレンダー 2月
※公演の日時・内容については、予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。
※　　　は（公財）さいたま市文化振興事業団の主催・共催事業 令和2年/1/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

1土 第18回さいたま市外国人による
日本語スピーチ大会

浦和コミュニティセンター
多目的ホール 13:00 当日先着順・無料 国際交流センター

048-813-8500

2日 林家たい平独演会 市民会館うらわ
ホール 14:00 3,500円（全席指定） 市民会館うらわ

048-822-7101

4火 世界劇場会議国際フォーラム2020 さいたま市文化センター 13:00 申込み制・2,000円
（公財）さいたま市文化振興事業団
事業課
048-866-3467

5水 世界劇場会議国際フォーラム2020 さいたま市文化センター 10:00 申込み制・2,000円
（公財）さいたま市文化振興事業団
事業課
048-866-3467

8土 さいたまシティオペラ公演
「ガラコンサート」Vol.2

さいたま市文化センター
小ホール 15:00

一般3,500円
高校生以下(整理券あり)無料

（全席自由）
SaCLaインフォメーションセンター
048-866-4600

9日

デュオ・デ・ローズコンサート
with 小学生ハンドベル隊

市民会館うらわ
コンサート室 14:00 申込み制・無料 市民会館うらわ

048-822-7101

親子のためのクラシックコンサート
『音楽の絵本』

市民会館いわつき
ホール 14:00

一般1,700円
小学生以下1,100円

（全席指定）
市民会館いわつき
048-756-5151

美園ホールイベント
「劇団Liebeによる美園朗読劇」

美園コミュニティセンター
エントランスホール 14:00 当日先着順・無料 美薗コミュニティセンター

048-764-8810

12水 ロビーコンサート 市民会館うらわ
ロビー 12:30 入場自由・無料 市民会館うらわ

048-822-7101

13木 シーエイティプロデユース公演
黄昏　人生最高の輝きを今

市民会館おおみや
大ホール 18:30 会員制（全席指定）

NPO法人　大宮演劇鑑賞会
担当  軽部文子

048-649-0539

14金 シーエイティプロデユース公演
黄昏　人生最高の輝きを今

市民会館おおみや
大ホール 12:00 会員制（全席指定）

NPO法人　大宮演劇鑑賞会
担当  軽部文子

048-649-0539

15土 2019年度
さいたま市教職員音楽会

さいたま市文化センター
小ホール 13:15 無料

さいたま市教職員
音楽会実行委員会
担当  星野

048-864-3451（田島中学校）

22土

プレミアクラシックvol.８
小原孝ピアノコンサート
～弾き語りフォーユー～

プラザイースト
ホール 14:00 3,000円（全席指定） プラザイースト

048-875-9933

狂言鑑賞会 氷川の杜文化館
伝承の間 14:00 1,500円（全席自由） 氷川の杜文化館

048-648-1177

東大宮演劇祭 東大宮コミュニティセンター
ホール 13:00 入場自由・無料 東大宮コミュニティセンター

048-667-5604

山崎まさよし　
CONCERT　TOUR　2020

市民会館おおみや
大ホール 17:00 6,600円（全席指定） SOGO　TOKYO

03-3405-9999

23日

東大宮演劇祭 東大宮コミュニティセンター
ホール 13:00 入場自由・無料 東大宮コミュニティセンター

048-667-5604

みんなで歌おう！「懐かしい童謡・愛唱歌」
坂入姉妹コンサート

市民会館いわつき
ホール 14:00

一般1,500円
中学生以下1,000円

（全席指定）
市民会館いわつき
048-756-5151

スプリングコンサート 七里コミュニティセンター
多目的ホール 17:30 申込み制・無料 七里コミュニティセンター

048-687-3688

26水 七里ふれあい歌声サロン 七里コミュニティセンター
多目的ホール 14:00 200円・申込み制 七里地区社会福祉協議会

048-687-9997

28金
SaCLaアーツ Friday One Coin 
Concert Vol.36～世界の名曲で聴く、
弦楽四重奏の知られざる魅力～

さいたま市文化センター
小ホール 14:00 500円（全席自由） SaCLaインフォメーションセンター

048-866-4600
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

１月31金
▼

２月５水
安原竹夫展
現代絵画「ほどける風景シリーズ」から

氷川の杜文化館
展示場

11:00▶17:00
31日は13:00から
　5日は16:00まで

入場自由・無料 担当  安原竹夫
048-736-6560

２月１土
▼

２月９日

地域を巡る作品展／
美園コミセン⇒「美園小学校」
浦和美園駅⇒「大門小学校」
イオンモール浦和美園⇒
「野田小学校＋美園教育相談室」

美園コミュニティセンター
１階エントランスホール
浦和美園駅
２階　コンコース
イオンモール浦和美園

美園コミュニティセンター
9:00▶21:30

浦和美園駅
5:10▶23:55

イオンモール浦和美園
9:00▶22:00

9日は各会場16:00まで

入場自由・無料 美園コミュニティセンター
048-764-8810

２月１土
▼

２月12水
ぐるりパネル展（春シーズン）
～みなさんの活動をひろーく
広報しましょう～

与野本町
コミュニティセンター 9:00▶17:00 入場自由・無料 与野本町コミュニティセンター

048-853-7232

２月１土
▼

２月15土
夢燈館 大宮工房館

いこいの展示ホール 9:00▶21:00 入場自由・無料 大宮工房館
048-645-3838

２月１土
▼

２月15土
大谷中学校美術部作品展

七里
コミュニティセンター
出会い・ふれあいコーナー

9:00▶21:30 入場自由・無料 七里コミュニティセンター
048-687-3688

２月10月
▼

２月15土
大宮水彩クラブ作品展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00

10日は13:00から
15日は15:00まで

入場自由・無料
大宮水彩クラブ
担当  永山佐和子

090-4138-6694

２月10月
▼

２月18火

地域を巡る作品展／
美園コミセン⇒「大門小学校」
浦和美園駅⇒
「野田小学校＋美園教育相談室」
イオンモール浦和美園⇒「美園小学校」

美園コミュニティセンター
１階エントランスホール
浦和美園駅
２階　コンコース
イオンモール浦和美園

美園コミュニティセンター
9:00▶21:30

浦和美園駅
5:10▶23:55

イオンモール浦和美園
9:00▶22:00

18日は各会場16:00まで

入場自由・無料 美園コミュニティセンター
048-764-8810

２月16日
▼

２月29土
水彩画クラブ　絵と手 大宮工房館

いこいの展示ホール 9:00▶21:00 入場自由・無料 大宮工房館
048-645-3839

２月16日
▼

２月26水
ぐるりパネル展（春シーズン）
～みなさんの活動をひろーく
広報しましょう～

宮原
コミュニティセンター 9:00▶17:00 入場自由・無料 宮原コミュニティセンター

048-653-8558

２月16日
▼

２月29土
ななくさ大谷作業所＆
七里図書館のお雛様展

七里
コミュニティセンター
出会い・ふれあいコーナー

9:00▶21:30 入場自由・無料 七里コミュニティセンター
048-687-3688

２月19水
▼

２月27木

地域を巡る作品展／
美園コミセン⇒
「野田小学校＋美園教育相談室」
浦和美園駅⇒「美園小学校」
イオンモール浦和美園⇒「大門小学校」

美園コミュニティセンター
１階エントランスホール
浦和美園駅
２階　コンコース
イオンモール浦和美園

美園コミュニティセンター
9:00▶21:30

浦和美園駅
5:10▶23:55

イオンモール浦和美園
9:00▶22:00

27日は各会場16:00まで

入場自由・無料 美園コミュニティセンター
048-764-8810

２月21金
▼

２月24月
浦和区内公民館　書道・篆刻グループ展

浦和
コミュニティセンター
集会室

10:00▶17:00
21日は13:00から
24日は16:00まで

観覧自由・無料 岸町公民館
048-824-0168

２月28金
▼

３月１日
アトリエぱぴえYONO　作品展vol.９ プラザウエスト

ギャラリー 10:00▶17:00 入場自由・無料
アトリエぱぴえYONO　
担当  宝力

090-5789-1113

※開催期間内に施設が休館している場合がございます。
※各施設の休館日はP12・13をご覧ください。展示



参加無料

広告を掲載してみませんか！

問い合せ先　（公財）さいたま市文化振興事業団　事業課
　　　　  TEL 048(866)3467

 （受付時間：火～土曜日  9：00～17：00）

サイズ たて 5.2cm × よこ 9.5cm
募集枠 1枠 
料　金 1回 6,000円 ／ 年間（12回） 70,000円

に

登　録
募集中メールマガジン

編集・発行
さいたま市南区根岸1︲7︲1  Ｔ048︲866︲3467
（公財）さいたま市文化振興事業団　http://www.saitama-culture.jp/

（公財）さいたま市文化振興事業団 検索
扌

プレゼント当選発表 情報誌SaCLa11月号の「小倉貴久子色紙」プレゼントの当選者は松岡忠男さん（大宮区在住）に決
定いたしました。ご応募ありがとうございました。

今月号の表紙を飾る『プレミアクラ
シックvol.８小原孝ピアノコンサー
ト～弾き語りフォーユー～』の小原
孝さんのサイン色紙等を抽選で３名
様にプレゼントします。

読者プレゼント はがきに①住所②氏名③電話番号④情報誌SaCLaを手に
した場所⑤２月号の感想を記入の上、〒336-0024　さ
いたま市南区根岸1-7-1（公財）さいたま市文化振興事業団

「小原孝ピアノコンサート　サイン色紙」プレゼント係まで
ご応募ください【締切：2月14日（金）必着】。当選者の発表
は、情報誌SaCLa5月号にて行います。

応
募
方
法
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Information

（公財）さいたま市文化振興事業団アーティストバンク事業
SaCLa（サクラ）アーツ募集

SaCLaアーツは、さいたま市の文化・芸術にかかわる人材情報バンク事業です。

登録資格 さいたま市にかかわりがあり、文化芸術活動を行っている方
募集期間 　随時
申込み・問合せ 　048︲866︲4600（SaCLaインフォメーションセンター）　　※詳しくは事業団ホームページにも掲載しています。どうぞご覧ください。

http://www.saitama-culture.jp/ （公財）さいたま市文化振興事業団 検索
扌

さいたま市の文化芸術にかかわる人材情報を登録し、アーティストを呼びたい（指導してもらいたい）市民等と表現活動（講師含む）をしたい文化
芸術団体（個人）との橋渡しを行います。

登 録 者 募 集


