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「SaCLaアーツ Friday One Coin Concert Vol.38
　　　　　　　　　　　　　　 ～ギターで巡る！ 世界紀行～」より

ギタリスト  大坪 純平・細川侑乃

TOPICS一覧
公演・イベント情報

教室・講座情報

施設案内

イベントカレンダー

SaCLaチャレンジ
東大宮演劇祭ワークショップ　
ウエストで楽しめる名作オペラ
『ヘンデルとグレーテル』

SaCLaエッセイ
～マナー編～

（公財）さいたま市文化振興事業団
公式HP

新型コロナウイルスの影響により、中止や延期をする場合があります。詳しくは、事業団ホームページ（http://www.saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。
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今月のArtist Interviewは6月26日㈮文化センター小
ホールで開催される『SaCLaアーツFriday One Coin 
Concert vol.38 ～ギターで巡る！世界紀行～』へ出演
されるクラシックギタリストの細川侑乃さんと大坪純平
さんです。クラシックギターを始めたきっかけやコン
サートのみどころをおうかがいしました。

Artist
Interview

大坪純平
1985年生まれ。広島県出身。15歳よりエレキギターを、16歳よりクラシッ
クギターを始める。
エリザベト音楽大学卒業。これまでにギターを故長野文憲,徳武正和,佐藤紀雄
の各氏に師事。
第34回日本ギターコンクール最高位の他、第45回クラシカルギターコンクー
ル、第1回イーストエンド国際ギターコンクール、第2回パン・パシフィック現
代音楽コンクールソロ部門、第26回日本重奏ギターコンクール等でそれぞれ
上位入賞。
新しい音楽を軸にクラシックギターからエレキギター、自作曲など様々な
フィールドでの活動を行う”変弦自在のギタリスト。2011年より三浦一馬タ
ンゴ5重奏へエレキギタリストとして参加し、ツアーやレコーディングなどに
多数参加。同氏主宰タンゴオーケストラ東京グランドソロイスツメンバー。
2019年3月にニューヨークで開催されたJUMP「日米新しい音楽の展望シリー
ズ」に招聘され日本とアメリカの作曲家の新作リサイタルを行い好評を博す。
2020年299レーベルより自身で数多く初演してきた作曲家久留智之のギター
作品全集ORGANIC MOTIONS～久留智之ギター作品集～（NIKU-9027）を
リリース。
アポヤン道ギターフェスティバルアートディレクター

細川侑乃
埼玉県出身。3歳からピアノ、12歳からギターを始める。
高校卒業と同時にスペイン・バルセロナへ渡り、ルティエール芸術音楽学校にて
4年間学ぶ。在学中にバルセロナギターフェスティバルに学生代表として参加。
2007年にはカタルーニャ青年音楽祭コンクールのギター部門で1位に選ばれ、
世界遺産であるカタルーニャ音楽堂で演奏した。
これまでにギターを長谷川照夫氏、フェルナンド・ロドリゲス、アルナルドゥル・
アルナルソンに師事。
帰国後は埼玉、東京を中心にレッスンを行う傍ら、様々なジャンルでのコンサー
トやイベントを企画。「お酒とギターの会」主宰。
さいたま市では浦和ギターアンサンブル・ウクレレサークルの指導を積極的に
行っている。

ギタリスト

大坪純平
J U N P E I  O H T S U B O

ギタリスト

細川侑乃
Y U K I N O  H O S O K A W A
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留学中、ヨーロッパは誰もが好きな楽
器を身近なところで当たり前に楽しん
でいるなって感じました。無料や低額
のコンサートもたくさん開催されてい
て。でも日本は楽器を習える人はお金
持ちや恵まれた家庭での特別という意
識の方がまだまだ多く、気軽に楽し
む方が少ないように思います。「絶対、
音楽が身近に楽しめる活動をして行き
たい！」と思って帰国し、最近少しずつ、実現できています。
大坪——僕もさいたま市でレッスンやコンサート活動をよく開催してい
ます。レッスンやコンサート活動の中で生徒さんやお客様へ耳慣れた
曲はもちろんですが、クラシックギターの良さや、新しさがよく分か
る曲を聴いていただけるように活動しています。そして４月に初のソ
ロCDを発売します。それをベースにコンサートツアーをして行く予
定です。現在、音楽はインターネット配信などで、簡単に手に入りま
すし、動画もコンテンツとしてはお手軽で便利ですが、あまりにも情
報が多過ぎて、脳の余白が少なくなるというか、想像力が乏しくなる
ことを危惧しています。こんな時代に逆行してCDを制作し、音楽を
記録に残し、具現化したことの意味をこの後、僕自身、段々感じて行
くのだろうなと思っています。これからもCDは作品として残して行
きますが、やはりその場の雰囲気、臨場感が伝わるコンサートは良い
ものです。だからコンサートにも拘って行きたいです。僕らプロの音
楽家は、身の回りの地域の中で何をすべきかと考えたとき、周りの聴
衆の耳を育てて行くこともその役割のひとつではないかと思っていま
す。

「SaCLaアーツ Friday One Coin Concert」へご出演いただきますが、
どのようなコンサートになりそうですか？
細川——１時間のコンサートの中で、どう楽しんでいただけるかを考え
ています。クラシックギターと言いますと、まずはスパニッシュやフ
ラメンコを思い浮かべませんか？でもクラシックギターの作曲家は世
界中にいて、様々な楽曲があります。だから、世界中を旅するように「ギ
ターで巡る！世界紀行」としてみました。ウクレレも入りますよ。ウ
クレレと言えばハワイ。もちろんハワイアンもプログラムに入れます。

読者の皆様へ一言お願いします。
細川——クラシックギターは身近であるようで、なかなか聞く機会が少
ない楽器かも知れません。私たちの生の演奏を是非、聴きに来てくだ
さい。お待ちしております。
大坪——色々なイベントが自粛されていますが、こういう時こそ、文化
が人を楽しませてくれるはずです。遠くに行けない分、このコンサー
トで世界中を旅していただきたいですね。皆様のお越しをお待ちして
います。

大坪さんは2014年、第2回目のSaCLaアーツ Friday One Coin 
Concert にご出演いただいています。まだ文化センターの多目的
ホールで開催していた頃でしたね。細川さんは昨年SaCLaアーツ
にご登録していただきました。ご登録いただいたきっかけを教えて
いただけますか？

大坪——2014年ですか!? もっと最近だと思っていました。僕は広島県
出身で上京して、東京に少し住んだ後で埼玉県へ引っ越しました。さ
いたま市に住み始めて10年くらい経ちました。さいたま市に住むに
あたり、ギタリストとしてこの地域で何か活動ができないかと考えた
ときにSaCLaアーツの存在を知り、登録をさせていただきました。
細川——私は所沢市生まれの東松山市育ちです。さいたま市に住んで7
年くらいになりましたね。私も知人からSaCLaアーツのことを聞き、
登録をしました。
大坪——細川さんは4年くらいに前に僕のスペイン語の先生をしてくれ
ていました。僕はメキシコで師事したい先生がいて、留学を考えてい
たとき、共通の知人のギタリストに紹介していただきました。でも結
局その先生が来日され、レッスンを受けたり、先生本人と話したりし
てメキシコ行きは取りやめましたが、細川さんもギタリストというこ
ともあり、何度か共演させていただいています。今回の共演も楽しみ
ですね。
細川——高校を卒業したあと、スペインへ留学をし日常会話は出来たの
で、ギタリストという共通項もあり、引き受けました。

クラシックギターをはじめたきっかけを教えてください。
細川——私はピアノを３歳から習っていて、幼いころから音楽には慣れ
親しんでいました。あるとき父が友人から借りてきたクラシックギ
ターのCDを聴きました。初めて聴いたそのギターの温かみのある音
色に惹かれ、ギターをやってみたい！と思いました。小学校６年生の
ときでした。そして、ギター教室を探しましたが、小さな町なので３
つ位しかなくて、熊谷市にある長谷川照夫先生のギター教室に通うこ
とにしました。
大坪——中学生のとき世の中はいわゆるバンドブームで、僕は所属して
いたサッカー部の仲間達とバンドを組んでエレキギターを始めました。
卒業する頃にはサッカーよりもギターの方が楽しくなっていたので、
高校進学をキッカケに部活には入らず、黙々とギターの練習をしてい
ました。ただ、ずっと部活人間だった僕には帰宅部が性に合わなくて
…そんな様子を見た吹奏楽部の友人に「暇なら吹奏楽部でコントラバ
スをやらないか」声を掛けられました。「生楽器の音も結構イイな」と
思い、その延長線上でクラシックギターの存在を知りました。その頃
から漠然とプロのギタリストになると決めつつも、エレキギターは少
し違うかな…と、小さな疑念を持ち始めていました。そして、高校１
年の時、地元・広島にクラシックギターの長い伝統がある大学の存在
を知りました。当時は東京にもギター専門の学科が設置されている大
学は殆どなく、せっかく地元にギターを学べる大学があるならば、そ
こを目指そうと、オープンキャンパスへ行ってみました。当時は自発
的にソルフェージュやピアノも勉強していましたが、そのあたりから
キチンとレッスンを受けるようになりました。今まで独学で勉強して
いた理論などが実践と結びついて行く過程が楽しくて仕方がありませ
んでしたね。それで、一旦エレキギターは封印し、クラシックギター
のプロを目指すべく勉強を始めました。でも、今は仕事でエレキギター
もよく弾きますよ。

クラシックギターの魅力はどのようなところですか。
細川——ピアノは持ち運びにくいですが、ギターは好きに持ち運べるし、
好きな場所で演奏できるところですね。ギターって意外に内向的な楽
器でそんなに大きな音は出ませんが、音色が繊細でギターならではの
世界があるところも魅力の一つだと思います。
大坪——一番の魅力は音色ですね。同じギターでも鉄弦のエレキギター
とは全く違う、優しい生音の声色ですね。あとはギタリスト同士、皆
さん仲が良いところですね。融和なところが楽器に似ています。

お二人とも今はさいたま市にお住まいということですが、
普段はどのような活動をされていますか？
細川——私はさいたま市を中心に老若男女問わず、ウクレレとクラシッ
クギターのレッスンをしています。あとは、０歳児から楽しめる、無
料のコンサートを不定期で開いて、お客様も徐々に増えてきています。
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16ページにプレゼントのお知らせがあります!

SaCLaアーツ Friday One Coin Concert Vol.38
～ギターで巡る！世界紀行～

SaCLaアーツ登 録 者に
よる38回目のコンサート
は、ギタリストの細川侑乃
と大坪純平をお迎えして、
世界の様々な名曲を演
奏するギターデュオコン
サートを開催します。

6月26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

細川侑乃

4月18日（土）10：00より発売開始

大友純平

浦和ギターアンサンブル「サンライズ浦和」



今月号発売予定の公演情報です。新着公演情報
※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あることをご了承ください。

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）

いわつき特選寄席　「一緒に笑おう2020」

立川談笑、ナイツ、三遊亭楽生による特選寄席を開催します。
お年寄りから若者まで、「一緒に笑い合える」をテーマにしたステージ
です。みんなで笑うことの喜びと感動を一緒に取り戻していきましょう。

６月13日土　開演 17：00
市民会館いわつき　ホール
3048–756–5151（9:00〜19:00）

2,700円（全席指定）　未就学児不可

4月11日(土)10：00より発売開始

立川談笑 ナイツ 三遊亭楽生
友の会料金　2,300円
先行予約日　4月10日金10：00より発売開始

気軽にクラシックVol.３７
錦織健リサイタル ホールに広がる珠玉の響き　名テノール“錦織健”が織りなす珠玉のス

テージ。ジャンルを超えて魅了する奇跡の歌声をプラザウエストにて是非
ご堪能ください。
【ピアノ】山岸茂人【演奏予定曲】さくらさくら／日本古曲、さとうきび畑
／寺島尚彦、夕べの想い／モーツァルト、「ばらの騎士」より“きびしさに
胸をよそおい”／Ｒ.シュトラウス、ボヘミアンラプソディー／クイーン　他

４月１８日（土）10：00より発売開始

７月25日土　開演 14：00
プラザウエスト　さくらホール
3048-858-9080（9:00〜21:00）

3,500円（全席指定）　未就学児不可

友の会料金　3,000円
先行予約日　4月15日水10：00より発売開始
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新型コロナウイルスの影響により、中止や延期をする場合があります。詳しくは、事業団ホームページ（http://www.saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。

ダイアン吉日の落語＆講演
「笑いは国境を超える」

８月１日土　開演 14：00
市民会館うらわ　ホール
3048-822-7101（9:00〜19:00）

500円（全席指定）　未就学児不可

前回、大好評だったダイアン吉日の落語会と
講演会の第2弾です。バックパッカーで今まで
60ヵ国以上を旅した経験談や日本に来た時の
驚き、文化の違いなどユーモアあふれるトー
ク。落語と合わせてお楽しみください。

５月９日（土）10：00より発売開始

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト

今年もあいつがやって来る。稲川淳二が語る
「本当にあった怖い話」の数々。

４月２５日（土）10：00より発売開始

９月６日日　怪宴 17：00
市民会館おおみや　大ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

前売5,600円（全席指定）
未就学児不可

稲川淳二

しまじろうコンサート
すすめ！たからじまのだいぼうけん

しまじろうコンサートは、小さなお子さ
まから就学前のお子さままで、どの年
齢のお子さまにも楽しめる工夫が盛り
沢山のコンサートです。
さあ！勇気と友情の冒険ストーリーに親
子で参加しませんか？

5月16日（土）10：00より発売開始

先行予約日
5月14日木10：00より発売開始

６月６日土・７日日
開演 6日①9：30②12：30③15：30④18：30
7日①10：30②13：30③16：30
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

会館特別価格3,480円
一般3,580円
（全席指定）　3歳未満膝上無料

ベネッセ英語コンサート夏公演
Let's GO！Summer　Adventure

８月22日土
開演 ①14：00②16：30
市民会館おおみや　大ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

3,100円（全席指定）
3歳以上有料、3歳未満膝上鑑賞無料。
但し、座席が必要な場合有料

しまじろうやMimi、外国人のキャストたちと一緒
に、生の英語で遊べる客席参加型コンサートです。

５月２２日（金）10：00より発売開始

三遊亭鳳志、三遊亭萬橘、三遊亭好の助三人会
（ゲスト：柳亭市馬）

三遊亭鳳志、三遊亭萬橘、三遊亭好の助の三人会にゲストとして
柳亭市馬を交えた落語会を開催します。

８月９日日　開演 14：00
市民会館うらわ　ホール
3048-822-7101（9:00〜19:00）

2,800円（全席指定）　未就学児不可

友の会料金　2,500円

４月２５日（土）10：00より発売開始

柳亭市馬
©国立演芸場

三遊亭鳳志 三遊亭萬橘 三遊亭好の助

おすすめ公演情報
※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あることをご了承ください。 ４月25日土　開演 17：00

さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

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～
発売中

友の会料金　6,300円

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

次回開催日程につきまして
は文化センターへお問合せ
ください。

開催延
期

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。 52020/5



おすすめ公演情報
※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あることをご了承ください。

５月３日日・ 　開演 14：00
さいたま市文化センター　小ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

2,500円（全席指定）　未就学児不可

第19回　浦和タロ人会
三遊亭鬼丸独演会
発売中

ラジオでおなじみの三遊亭鬼丸が毎年地元で
落語二席を披露する恒例の会です。

【ゲスト】柳家甚語楼/新宿カウボーイ

三遊亭鬼丸

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“Ｙｏｕlａｎｄ”へ
発売中

５月16日土　開演 14：00
市民会館うらわ　ホール
3048-822-7101（9:00〜19:00）

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

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♪

♪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

５月23日土　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048-875-9933（9:00〜21:00）

500円（全席自由）　未就学児不可

プラザイースト ワンコインコンサート
～あなたへ贈る名曲コンサート～
発売中

ソプラノ・フルート・ピアノのトリオ「アンサンブ
ルTONE」による初夏の雰囲気を感じさせる
コンサートです。【演奏予定曲】　愛の讃歌　
オン・ブラ・マイフ　日本歌曲メドレー　他

アンサンブルTONE

宮里菜穂子（ソプラノ） 長谷川千晶（フルート）

稲見はるか（ピアノ）

５月24日日
開場 13：30　開演 14：00
東大宮コミュニティセンター　1階ホール
3048-667-5604（9：00〜17：00）

190席500円（全席自由）
チケットをお持ちの方　３歳以下膝上鑑賞無料

東大宮コミセン　ジャズコンサート
チケットは東大宮コミュニ
ティセンターのみで発売
048-667-5604

発売中
「Mei’ｓ B」によるジャズコンサートを開催しま
す。

写真はイメージです

お昼の爆笑寄席
発売中

６月６日土　開演 14：00
市民会館おおみや　大ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

S席3,600円　A席3,100円
（全席指定）　未就学児不可

豪華メンバーで笑いをお届けします。

友の会料金　Ｓ席3,200円　　　　　　Ａ席2,700円

三遊亭圓歌 林家たい平

瀧川鯉斗コント山口君と竹田君

恐竜どうぶつ園2020
発売中

かわいい赤ちゃん恐竜から大きな肉食恐竜まで登場！
家族全員で、見て、触れて、学べる大人気恐竜ショー！

８月２日日　開演 ①13：00②15：30
市民会館おおみや　大ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

3,300円（全席指定）　3歳以上有
料、2歳以下膝上鑑賞無料。但し、
座席が必要な場合有料。

「0歳からのコンサート」
発売中

0歳児から入場可能なファミリーコンサートを
開催します。

６月７日日　開演 11：00
西部文化センター　多目的ホール
3048-625-3851（9：00〜17：00）

500円（全席自由）
未就学児及び膝上鑑賞無料

チケットは西部文化
センターのみで発売
048-625-3851

岡田さゆみ（ヴァイオリン） 浅井隆宏（ピアノ）

開催中
止

開催中
止

開催中
止

５月16日土　開演 15：00
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

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」
発売中

友の会料金　S席3,800円
A席3,300円　B席3,000円

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。【演奏予定曲】さくらさくら、からたちの花、メモリー

（ミュージカル『キャッツ』より）（ゲスト ： J.Kim ・ 中村繪里子）

Ⓒ上野隆文東京フィルハーモニー交響楽団

Jkim 中村繪里子
宮川彬良

ⒸMikako Ishiguro開催延
期

次回開催日程につきましては文化センター
へお問合せください。
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（公財）さいたま市文化振興事業団では、さいたま市の文化芸術活動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）市民の皆様と表現活動（講師含む）をしたい文化芸術団体（個人）との橋渡しを行っています。

市民の皆様よりアーティストや講師紹介の相談を受けた場合、事業団がSaCLaアーツ登録者より選定し紹介いたします

ので、是非ご活用ください。

S
サ ク ラ

aCLaアーツをご利用ください！！

お問合せ 　048-866-4600（SaCLaインフォメーションセンター）

新型コロナウイルスの影響により、中止や延期をする場合があります。詳しくは、事業団ホームページ（http://www.saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。

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

第２４回大宮薪能鑑賞講座
5月22日（金）、23日（土）に武蔵
一宮氷川神社境内で行われる「大
宮薪能」を楽しむための事前学習
講座を開催します。

【問合せ】大宮シニアライオンズク
ラブ　TEL：048－662－8464

５月９日土　開演 14：00
市民会館おおみや　小ホール

定員 274人　当日先着順・無料

ロビーコンサートvol.23
「俊英ピアニスト二人の共演」

５月16日土　開演 12：00
プラザイースト　エントランス

定員 100人　観覧自由・無料

2人の俊英ピアニストによるロビーコン
サートを開催します。

【出演】上草梨沙、福島未紀
【予定曲目】S.ラフマニノフ／ショパ
ンの主題による変奏曲　作品22　
R.シューマン／謝肉祭「4つの音符によ
る面白い情景」作品9　他【申込み方
法】当日、直接、会場へ【問合せ】プ
ラザイースト　TEL：048－875－9933

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.３７

埼玉県ビッグバンド連盟加盟団体に
よる、ジャズコンサートを開催します。

【申込み方法】※入場整理券は16：00
から4階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

５月23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

劇団Liebe（リーベ）朗読影絵劇
「竜」

４月25日土　開演 14：00
プラザイースト　エントランス

定員 100人　観覧自由・無料

プラザイーストで立ち上げ、活動
を行っている市民劇団Liebe（リー
ベ）による朗読影絵劇を行います。

【申込み方法】当日、直接、会場へ
【問合せ】プラザイースト　TEL：
048－875－9933

ゴールデンウィーク恒例！
市民コメディ

劇団「レインボウ城！」のオリジナル
による脚本をコメディタッチの演出
で開催します。

【申込み方法】当日、直接、会場へ
【問合せ】東大宮コミュニティセン
ター　TEL：048－667－5604

５月４日月・ ・５日火・
開演 13：00（予定）
東大宮コミュニティセンター　ホール

定員 200人　観覧自由・無料

こどもの日　ミニコンサート
～人の声とヴァイオリンが伝える物語～

５月５日火・
開場 13：00　開演 13：30
コミュニティセンターいわつき　研修室

定員 100人　申込み制・無料

朗読劇、ひとり芝居とヴァイオリン
で創る物語をお楽しみ下さい。

【 申 込 み 方 法 】
来 館 又 は 電 話
にて受付【問合
せ】コミュニティ
センターいわつ
き　TEL：048－
758－1980 ヴァイオリンと人の聲

能楽の音～第十章～
日本の古典芸能、能楽の『音』に着目
した体験型コンサートを開催します。
※靴下等を着用してください。

【お申込み・お問合わせ】住所、氏名、電話番
号、人数を　能楽の音実行委員会TEL：０８０
－３１７４－４４３７　ＦＡＸ：０４８－708－1820　
メール：nougakunone@yahoo.co.jp

【お申込期間】４月１５日（水）〜講座開催日
まで

６月21日日　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間

一般1,500円　高校生以下無料
（全席自由）　申込み制
未就学児不可

ロビーコンサートvol.22
70分世界一周～ピアノで巡る世界の旅～

1台のピアノで、世界各地のヒット
曲やクラシックの名曲を「名曲ツ
アーガイド」ピアニスト稲田志保子
が演奏、ご案内します。

【申込み方法】当日、直接、会場へ
【問合せ】プラザイースト　TEL：
048－875－9933

４月18日土　開演 12：00
プラザイースト　エントランス

定員 100人　観覧自由・無料

開催中止

開催中止

開催中止

開催中止

開催中止

開催中止

開催延期
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教室・講座情報
■申込み方法 ◦来館での申込み    　　：先着順に受付し、受付開始時に定員を超えた場合はその場で抽選します。

◦電話での申込み    　　：先着順に受付します。（定員になり次第締切）
◦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

〒○○○-○○○○

　文化・芸術・趣味

問合せ・送付先

初心者写真撮影講座 日程  開催延期  次回開催日程については南浦和コミュニティセンターへお問い合わせください

会場 南浦和コミュニティセンター 南　区初心者を対象に上手な風景写真撮影を学び、南区を撮影をします
費用  500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  10人　　申込み  電話・5/11㈪から・9:00〜17：00（月〜金）・先着順
問合せ・受付  〒336-0016 さいたま市南区大谷場2-6-25 南浦和コミュニティセンター　☎︎048-886-5856

コーヒー教室  開催中止 日程 5月27日水　10:30〜12:00（全1回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区ご自宅でもできる美味しいコーヒーの淹れ方やアレンジの方法を学ぶ講座を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  8人　　申込み  往復はがき・締切 4/20㈪
問合せ・送付先  〒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　☎︎048-764-8810

大宮工房館・高鼻コミュニティセンターコラボ講座 会場・日程 
大宮工房館 大宮区
6月6日土・13日土・7月11日土　9:30〜11:30（全3回）
高鼻コミュニティセンター 大宮区
7月18日土　13:00〜15:00（全1回）

大宮工房館ではティーカップとソーサーを作陶
高鼻コミュニティセンターではアフタヌーンティーを楽しむ

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  16人　　申込み  来館・5/9㈯ 10:00〜
問合せ・受付  〒331-0052 さいたま市大宮区堀の内町1-577-3 大宮工房館　☎︎048-645-3838

さいたま国際芸術祭関連事業 フラワーアレンジメント講座 日程 6月2日火・9日火・16日火　10:00〜12:00（全3回）
会場 宮原コミュニティセンター 北　区国際芸術祭開催にちなみフラワーアレンジメント講座を開催します

費用  5,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  18人　　申込み  往復はがき・締切 5/12㈫ 
問合せ・送付先  〒331-0811 さいたま市北区吉野町2-195-1 宮原コミュニティセンター　☎︎048-653-8558

茶道入門講座 日程 6月5日金・19日金・7月3日金・10日金・17日金　9:30〜11:30（全5回）
会場 氷川の杜文化館 大宮区初めての方を対象とした茶道入門講座を開催します

費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 5/11㈪　　その他  持ち物：白い靴下又は白足袋、ベルト
問合せ・送付先  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-262-1 氷川の杜文化館　☎︎048-648-1177

青葉の茶会 日程 6月7日日　10:00〜13:00（受付は9:30〜12:00）（全1回）
会場 恭慶館 浦和区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

費用  400円　　対象  小学生以上の方　　定員  90人　　申込み  電話・5/20㈬ 10:00〜　　その他  靴下等を必ず着用してください
問合せ・受付  〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9-30-5 恭慶館　☎︎048-835-7450

陶芸講座～ぐい呑みと片口酒器を作ろう！～ 日程 6月13日土・20日土　10:00〜12:00（全2回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区陶芸でぐい呑みと片口酒器を制作する講座を開催します

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の15歳以上（中学生を除く）の方　　定員  15人　　申込み  往復はがき・締切 5/13㈬ 
問合せ・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　☎︎048-758-6500
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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。

　暮らしと社会

大人の習い事シリーズ　Part.7～初心者向け写真撮影講座～ 日程 6月13日土・20日土・27日土 10:00〜12:00（全3回）
会場 浦和コミュニティセンター 浦和区浦和区の風景を写真撮影し、後日他のコミセンと合同で写真展を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 5/22㈮
問合せ・送付先  〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町11-1（コムナーレ10F） 浦和コミュニティセンター　☎︎ 048-887-6565

折り紙で脳トレ講座 日程 6月13日土・20日土・27日土 10:00〜11:00（全3回）
会場 ふれあいプラザいわつき 岩槻区折り紙で脳トレを図る講座を開催します

費用  600円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  15人　　申込み  往復はがき・締切 5/25㈪ 
問合せ・送付先  〒339-0005 さいたま市岩槻区東岩槻6-6 ふれあいプラザいわつき　☎︎ 048-756-6000

おいしい紅茶の入れ方講座 日程 6月14日日 10:00〜12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区ほっと一息つけるおいしい紅茶の入れ方のコツを学びます

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 5/15㈮ 
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎︎ 048-858-9080

お茶のみ落語 日程 6月19日金 10:00〜12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区お茶を飲みながら楽しめる落語会を偶数月に開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 5/15㈮ 
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎︎ 048-858-9080

父の日のプレゼント講座 日程 6月21日日 10:00〜12:00（全1回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区父の日に向けてプレゼントを作る講座を開催します

費用  800円　　対象  市内在住・在学の小学生　16人　　申込み  往復はがき・締切 6/5㈮ 
問合せ・送付先  〒331-0061 さいたま市西区西遊馬553-1 馬宮コミュニティセンター　☎︎ 048-625-8821

水引アクセサリー講座 日程 6月25日㊍・7月2日㊍・9日㊍ 10:00〜12:00（全3回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区伝統工芸の水引を使ってアクセサリーを作る講座です

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  13人　　申込み  来館・5/28㈭ 10:00〜　　その他  5/29㈮から、電話申し込み可能
問合せ・受付 〒338-0002 さいたま市中央区下落合1712 スカイレジデンシャルタワーズノースウイング301・401 下落合コミュニティセンター　☎︎ 048-834-0570

苔盆栽作り講座 日程 6月27日土 14:00〜16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区苔盆栽の作り方を学び、簡単な作品を作る講座を開催します

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 5/15㈮ 
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎︎ 048-858-9080

浴衣着付け＆礼法講座 日程 6月28日日・7月5日日・12日日 13:30〜15:30（全3回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区浴衣着付け＆礼法を学び　浴衣を着て花火大会を観に行こう

費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の中学生以上　　定員  15人　　申込み  往復はがき・締切 6/9㈫ 　　その他  持ち物：浴衣一式（詳細は高鼻コミセンへ）
問合せ・送付先  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-292-1 高鼻コミュニティセンター　☎︎ 048-644-3360

四つ葉のクローバーを探しに行こう！ 開催中止 日程 4月26日日 10:00〜12:00（全1回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区四つ葉のクローバーの見つけ方のコツやしおりの作り方を学びます

費用  100円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  25人　　申込み  来館又は電話・受付中 　　その他  ※雨天時は一部内容変更あり
問合せ・受付  〒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　☎︎ 048-764-8810

シナプソロジー講座（認知症予防講座） 日程 6月1日～8月3日（毎週月曜日）※6月15日を除く 10:00〜12:00（全9回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区脳を活性化させて、認知機能の低下を予防する講座を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  30人　　申込み  往復はがき・締切 5/10㈰
問合せ・送付先  〒331-0061 さいたま市西区西遊馬553-1 馬宮コミュニティセンター　☎︎ 048-625-8821

男の料理講座 日程 6月13日～7月11日（毎週土曜日） 13:30〜16:30（全5回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区料理初心者が自炊の基本を学びレパートリーを増やす講座を開催します

費用  4,800円　　対象  市内在住・在勤の男性　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 5/16㈯ 
問合せ・送付先  〒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　☎︎ 048-664-4078

新型コロナウイルスの影響により、中止や延期をする場合があります。詳しくは、事業団ホームページ（http://www.saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。

2020/5 9



　暮らしと社会

　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 開催中止 日程 4月16日㊍ 11:00〜11:30（全1回）

会場 美園コミュニティセンター 緑　区美園図書館との共催で、すばなしや絵本の読み聞かせを行います
費用  無料　　対象  2〜3歳児とその保護者　　定員  30人　　申込み  来館・当日先着順　　その他  直接、第1・2集会室にお越しください
問合せ・受付  〒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　☎︎ 048-764-8810

おはなし会 開催中止 日程 5月21日㊍ 11:00〜11:30（全1回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区美園図書館との共催で、すばなしや絵本の読み聞かせを行います

費用  無料　　対象  2〜3歳児とその保護者　　定員  30人　　申込み  来館・当日先着順　　その他  直接、第1・2集会室にお越しください
問合せ・受付  〒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　☎︎ 048-764-8810

クワガタの成長観察日記教室 日程 6月7日日
　　  ①9:30〜 ②11:00〜 ③14:00〜 ④15:30〜（各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区

小学生を対象に、クワガタの幼虫が成虫になるまでの成長の様
子と、観察日記の書き方を学ぶ講座を開催します
費用  500円　　対象  ①③5歳〜小学1・2年生（保護者同伴）　②④小学3年〜6年生　　定員  各40人
申込み  往復はがき・締切 5/17㈰  　その他  学年と希望グループ（①〜④）を明記
問合せ・送付先  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎︎ 048-875-9933

親子ひろば（夏） 日程 6月15日⺼ 10:30〜11:30（全1回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区親子体操や音楽遊びなどを楽しみましょう

費用  無料　　対象  市内在住の1歳以上の未就学児とその保護者　　定員  15組　※0歳児の同伴可　　申込み  来館又は電話・5/8㈮ 10:00〜 
問合せ・受付  〒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　☎︎ 048-664-4078

キッズバレエ講座 日程 6月20日土・27日土・7月4日土・11日土 14:00〜15:30（全4回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区小学生を対象にクラシックバレエ講座を開催します

費用  700円　　対象  市内在住・在学の小学2〜5年生　　定員  13人　　申込み  来館・5/23㈯ 10:00〜　　その他  5/24㈰から、電話申し込み可能
問合せ・受付 〒338-0002 さいたま市中央区下落合1712 スカイレジデンシャルタワーズノースウイング301・401 下落合コミュニティセンター　☎︎ 048-834-0570

父の日のプレゼント講座 日程 6月21日日 10:00〜12:00（全1回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区父の日に向けてプレゼントを作る講座を開催します

費用  800円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 6/5㈮ 
問合せ・送付先  〒331-0061 さいたま市西区西遊馬553-1 馬宮コミュニティセンター　☎︎ 048-625-8821

男の料理講座 日程 6月13日～7月11日（毎週土曜日） 13:00〜16:30（全3回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区料理初心者が自炊の基本を学びレパートリーを増やす講座を開催します

費用  4,800円　　対象  市内在住・在勤の男性の方　16人　　申込み  往復はがき・締切 5/16㈯ 
問合せ・送付先  〒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　☎︎ 048-664-4078

坐禅・修行体験会 日程 6月14日日 9:00〜12:00（全1回）
会場 光秀寺 岩槻区お寺で半日“お坊さん”を体験します

費用  200円　　対象  市内在住・在勤・在学の中学生以上の方　　定員  18人　　申込み  往復はがき・締切 5/18㈪ 
問合せ・送付先  〒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　☎︎ 048-764-8810

簡単パンづくり講座 日程 6月28日日 10:00〜13:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区家庭でできる簡単なパンを作る講座を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 5/15㈮
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎︎ 048-858-9080

ヨーロッパ野菜を使ったお手軽料理講座 日程 6月28日日 10:00〜13:00（全1回）
会場 プラザイースト 緑　区ヨーロッパ野菜を使って、ご家庭で出来るお手軽な料理を作ります

費用  1,400円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 6/7㈰
問合せ・送付先  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎︎ 048-875-9933
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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。

　技能・資格・教養
文字入力からはじめるパソコン講座 日程 6月11日㊍・12日金 10:00〜16:00※昼休憩（1時間）あり（全2回）

会場 日進公園コミュニティセンター 北　区電源の入れ方、キーボードの打ち方など、超初心者向けの講座です
費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 5/18㈪ 　　その他  パソコンの持ち込みは不要です。昼食は各自ご用意ください。
問合せ・送付先  〒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　☎︎ 048-664-4078

0

夏休み親子陶芸体験講座① 日程 7月29日氺・8月5日氺 10:00〜12:00（全2回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区小学生の親子を対象に、陶芸作品を制作する講座を開催します

費用  3,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  15組30人　　申込み  往復はがき・締切 6/29㈪ 
問合せ・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　☎︎ 048-758-6500

夏休み親子陶芸体験講座② 日程 8月10日⺼・ ・17日⺼ 10:00〜12:00（全2回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区小学生の親子を対象に、陶芸作品を制作する講座を開催します

費用  3,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  15組30人　　申込み  往復はがき・締切 6/29㈪ 
問合せ・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　☎︎ 048-758-6500

新型コロナウイルスの影響により、中止や延期をする場合があります。詳しくは、事業団ホームページ（http://www.saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。
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エ ッ セ イ

Essay

人間関係を潤す「ちょっとしたひと言」
～マナー編～

　本号から3ヶ月に1回、執筆を担当いたします。対人関係力を上げる言葉づかいが、読者の皆さまの仕事や日常生活に
潤いをもたらす一助になれば幸いです。本稿では、マスクに関わる会話に使える「ちょっとしたひと言」を紹介します。
　ひと昔前まで、ビジネスの現場でマスク着用はNGでした。表情が隠れて「何を考えているのか分からない」不安を相手
に与える無礼と共に、言葉が明瞭に伝わらない弊害もあるからです。ところが、2009年の新型インフルエンザ流行で事
情は一変しました。咳やくしゃみによる飛沫感染が敬遠され、マスクはビジネスマナーのアイテムだと認識されるように
なりました。高機能マスクの登場で、会話に支障がなくなったのも一因でしょう。
　と思っていたのに、「お客様の前でマスク着用はマナー違反」だと感じる人がまだまだ多いことを新型ウィルス禍報道で
知り、驚きました。とは言え、一般に広く認知されていないなら、それをふまえた行動をとるのが真のマナーです。
　そんなときは、「花粉症がひどくてお見苦しいので、マスクで失礼いたします」と、「理由＋お詫び」のパターンで話すと
効果的です。用件に入る前にひと言、添えるだけで「ああ、風邪じゃないんだ」と相手の疑念は払拭されるでしょう。この
パターンは電車で咳き込んだときにも使えます。隣の人に「喘息なので、驚かせて申し訳ありません」と、そっとささやき
ましょう。「見ず知らずの相手になぜ？」と深く考えず、「ちょっと失礼しますよ」程度の挨拶だと思えばよいのです。
　こうした「ちょっとしたひと言」を惜しまず、すかさず発することでトラブルを回避できるかもしれません。そして、言
われた相手は「お辛いですね」「お大事になさってください」などと返せると、ちょっと素敵ですね。

■執筆者プロフィール
株式会社シュハリ 代表取締役
山崎 朋子（やまさき ともこ）
2010年1月に会社設立以降、人材育成コンサルタントとして2万人の社会人対象に「ビジネス文書・メールの
書き方」「コミュニケーションスキル」「ビジネスマナー」等の研修や講演を行い現在に至る。ファイナンシャ
ルプランナー（1級FP技能士）、表千家教授、草月流師範、カラーコーディネーター。著書『「大人ことば」で
穏やかに話す』
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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

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

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⊖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
5月の休館日…11日・25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
5月の休館日…11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
5月の休館日…7日・11日・18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
5月の休館日…13日・27日

案内図 3
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
5月の休館日…11日・18日・25日

案内図 4

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
5月の休館日…7日・11日・18日・25日

案内図 2

※令和3年4月1日から利用休止となります
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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
5月の休館日…18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
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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
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美園コミュニティセンター
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案内図25
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案内図28
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★はチケット取扱い施設
（取扱時間はP6をご覧ください）

さいたま市内
施設案内図
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※令和3年4月1日から利用休止となります
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ホール

イベントカレンダー 5月新型コロナウイルスの影響により、中止や延期をする場合があります。
詳しくは、事業団ホームページ（http://www.saitama-culture.jp/）
又は各主催者・施設等へ。

※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/4/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

3日 第19回　浦和タロ人会
三遊亭鬼丸独演会

さいたま市文化センター
小ホール 14:00 2,500円（全席指定） 浦和タロ人会実行委員会

048-863-0770

4⺼ ゴールデンウィーク恒例！
市民コメディ

東大宮コミュニティセンター
ホール 13:00 入場自由・無料

東大宮演劇祭実行委員会
担当  斉藤

080-3005-4078

5火 ゴールデンウィーク恒例！
市民コメディ

東大宮コミュニティセンター
ホール 13:00 入場自由・無料

東大宮演劇祭実行委員会
担当  斉藤

080-3005-4078

9土 フェリーチェ音楽教室
夢みるコンサート

プラザイースト
ホール 13:30 入場自由・無料

フェリーチェ音楽教室
担当  柏崎

090-6340-7917

10日

大宮フィルハーモニー管弦楽団
第42回定期演奏会

さいたま市文化センター
大ホール 14:00

一般800円
小・中学生及び65才以上
500円

大宮フィルハーモニー管弦楽団
担当  小西國夫

048-686-1816

第492回浦和市民寄席
「菊之丞・馬石二人会」

市民会館うらわ
コンサート室 14:00

予約2,500円
当日3,000円
小学生1,000円

浦和市民寄席事務局
048-886-1890
月~金10:00～15:00

15金 「松竹大歌舞伎」
さいたま市公演

さいたま市文化センター
大ホール 17:00

一般5,500円
さいたま市民3,500円
高校生以下無料

（全席指定）

SaCLaインフォメーションセンター
048-866-4600

16土

プラザイースト
ロビーコンサートvol.23

「俊英ピアニスト二人の共演」
プラザイースト
エントランス 12:00 入場自由・無料 プラザイースト

048-875-9933

はつこ＆つとむ
仲間たちの会コンサート

プラザイースト
映像シアター 13:00 入場自由・無料 担当  寺嶋初子

090-3045-8279

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

“Youland”へ
市民会館うらわ
ホール 14:00

一般1,800円
子ども（12歳以下）700円
※3歳以下膝上無料

（全席指定）

市民会館うらわ
048-822-7101

東京フィル＆宮川彬良の
「ブラボー！名曲アカデミー」

さいたま市文化センター
大ホール 15:00

S席4,000円
A席3,500円
B席3,300円

（全席指定）

SaCLaインフォメーションセンター
048-866-4600

17日 創立25周年記念
与野吹奏楽団第22回定期演奏会

さいたま市文化センター
大ホール 14:00

前売券500円
当日券700円
(全席自由）

与野吹奏楽団
080-6564ー4474

23土

プラザイースト
ワンコインコンサート
～あなたへ贈る名曲コンサート～

プラザイースト
ホール 14:00 500円（全席自由） プラザイースト

048-875-9933

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.37  

さいたま市文化センター
多目的ホール 18:00 入場自由・無料 さいたま市文化センター

048-866-3171

24日

第八回彩扇会　日本舞踊公演 さいたま市文化センター
小ホール 12:00 5,000円（全席自由） 彩扇会

048-866-8064

東大宮コミセン
ジャズコンサート

東大宮コミュニティセンター
ホール 14:00 全席自由・500円 東大宮コミュニティセンター

048-667-5604

第13回定期演奏会 市民会館うらわ
ホール 14:00 入場自由・無料

ターフェルムジーク・
ウィンドオーケストラ
担当  今川　

090-4931-4384

27水 第38回琴勝流大正琴・文化箏まつり さいたま市文化センター
小ホール 13:00 無料 琴勝流大正琴

048-823-0033

開催中止

開催中止

開催延期

開催中止

開催中止

開催中止

開催中止
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イベントカレンダー 5月新型コロナウイルスの影響により、中止や延期をする場合があります。
詳しくは、事業団ホームページ（http://www.saitama-culture.jp/）
又は各主催者・施設等へ。

※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/4/1現在
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Challenge

東大宮演劇祭ワークショップ 参加者募集
ワークショップに参加することで、演劇を観る側から演じる側へと導き、演劇への関心を高めます。

募 集
参 加 者

 2021年2月27日㈯、28日㈰
 東大宮コミュニティセンター　１階ホール
 6月～2月の第1・3土曜日(全40回)時間未定
 １階ホールほか
対象・定員  市内在住･在勤･在学の18歳～70歳の方・10人
参加費  無料

応募方法 　往復はがき（１人１通）に住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号を記入の上、下記までご応募ください。

申込み先 　〒337-0051
 さいたま市見沼区東大宮4-31-1
 「東大宮演劇祭ワークショップ　参加者募集」係まで
締切日 　5月15日㈮
お問合せ 　東大宮コミュニティセンター
 048-667-5594

開催日時・
会場

ウエストで楽しめる名作オペラ「ヘンデルとグレーテル」
名作オペラ「ヘンデルとグレーテル」の合唱等の出演者を募集。（メインキャストはプロ出演者を予定）

募 集
参 加 者

 8月9日㈰　14:00開演
 プラザウエスト　さくらホール
 6月14日～8月2日までの日曜日および8月7日㈮・8日㈯の期間で10回
 各日13:00～16:30（全10回）
 プラザウエスト　視聴覚室他
 市内在住・在学の小学３年生～中学３年生　※男子は変声前
 30人程度
参加費  10,000円

 説明会を6月7日㈰に行います。
 衣装代等、別途費用が発生します。

応募方法 　往復はがき（１人１通）に住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を記入の上、下記までご応募く
ださい。

申込み先 　〒338-0835
 さいたま市桜区道場4-3-1
 「ウエストで楽しめる名作オペラ参加者募集」係

まで
締切日 　5月15日㈮
お問合せ 　プラザウエスト　048-858-9080

開催日時・
会場
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

５月₁金
▼

５月15金
五月会

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

５月５火
▼

５月10日
絵画造形教室
小さな森のアトリエ
絵画作品展示会

氷川の杜文化館
展示場

10:00▶18:30
10日は16:00まで 入場自由・無料 担当  野村

Ｅart-nomura@hotmail.co.jp

５月16土
▼

５月31日
結びの会

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

５月13水
▼

５月17日
第42回大宮絵画会作品展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00

13日は13:00から
17日は15:00まで

入場自由・無料
大宮絵画会
担当  後藤洋

048-657-3069

５月20水
▼

５月24日
陶芸作品 プラザウエスト

ギャラリー 10:00▶17:00 入場自由・無料
ろんど・で・あるぎいろ陶芸教室
担当  三隅鉄雄

048-858-8808

５月21木
▼

５月24日
第36回清流会書展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00

24日は15:00まで 入場自由・無料
清流書道会
担当  細田　清一

048-624-6844

５月28木
▼

５月31日
聿修會書道展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶19:00

28日は11:00から
31日は17:00まで

入場自由・無料
書法研究　聿修會
担当  増田　善吉

048-683-0653

※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

練習日時・
会場

その他

練習日時・
会場

対象・定員



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SaCLa２月号の「小原孝ピアノコンサート サイン色紙」プレゼントの当選者は門井英明さ
ん戸井田宣太郎さん、西山和宏さん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「SaCLaアーツ Friday 
One Coin Concert Vol.38～ギターで巡
る!世界紀行～」に出演される大坪純平さん
と細川侑乃さんのサイン色紙を抽選で3名
様にプレゼントします。

読者プレゼント ①住所②氏名③電話番号④情報誌SaCLaを手にした場所⑤
4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「SaCLaアーツ 
Friday One Coin Concert　サイン色紙」プレゼント係ま
でご応募ください【締切:5月15日㈮必着】。当選者の発表は、
情報誌SaCLa7月号にて行います。

応
募
方
法
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新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う事業の中止・延期について
　（公財）さいたま市文化振興事業団では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、主催事業のコンサート・イベント、講座・教室
等は、誌面に掲載されている情報についても、今後の状況等に応じて中止・延期となる可能性がございます。
最新情報につきましては当事業団ＨＰ、または主催者（開催館）へ直接お問合せいただきますようお願いいたします。なお、購入さ
れたチケット、講座・教室の参加費等の領収書はご返金の際、必要となりますので、お手元に保管してくださいますようお願いい
たします。
　公演やイベント、講座参加を楽しみにしてくださっていたお客様には、ご迷惑をお掛けいたししますことを心よりお詫びいたし
ますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

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


