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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）

東京大衆歌謡楽団コンサート

９月26日土　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875-9933（9:00〜21:00）

3,000円（全席指定）　未就学児不可

6月20日（土）10：00より発売開始

友の会料金　2,700円

「昭和」に流行した歌謡曲を歌い続ける東京大衆歌謡楽団によるコ
ンサートです。

【演奏予定曲】
東京ラプソディ　誰か故郷を想わざる　旅の夜風　青い山脈　他

東京大衆歌謡楽団

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）

会館特別価格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

5月22日（金）10：00より発売開始
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。
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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。

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト

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

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。

発売中

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）

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
友の会料金　2,500円

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

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。

発売中

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。

発売中

ロビーコンサート
フリーアナウンサーで気象予報士の資格をもつ「お天気
ピアニスト」本庄美奈子さんによるコンサートです。【予
定曲目】花のワルツ／チャイコフスキー、幻想曲さくら
さくら／平井康三郎、他【申込み方法】当日、直接、会
場へ【問合せ】市民会館うらわ　TEL：048－822－7101

７月２日木　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

イベント・無料公演
※会場等、お問合せにつきましてはP10をご覧ください。

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

（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。

「S
サ ク ラ

aCLa友の会」会員を募集中！！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（P10参照）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

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。

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。 32020/6
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新型コロナウイ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、下記、主催・共催事業のコンサートやイベ
ント、教室・講座について中止または延期の措置をいたします。
　また今後の状況等に応じて誌面に掲載されている情報についても、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ますことを心よりお詫びします
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

コミュニティセンター等主催・共催の教室・講座について
　７月末日までの間に開催を予定していた主催教室・講座については、一部を除き中止または、延期となります。詳細は主催の各コミュニティ
センター等へお問合せください。（お問合せ先はP10をご覧ください。）

中止・延期公演情報
チケット代金の払戻しを希望されるお客様はP５の「チケット返金請求書」をコピーし、必要事項をご記入、
購入チケット全てを添付のうえ、開催館へお持ちになるか、ご郵送ください。（チケット購入をされた方
へはすでにご案内状を郵送している場合があります。）

※SaCLa５月号に掲載がありましたが、チケット発売を中止させていただいた公演です。

状況 日　　程 公　演　名 会　　場 お問合せ

延期 2月28日(金) 
⇒8月28日(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

さいたま市文化センター 
048-866-3171

延期 4月17日(金) 
⇒10月23日(金）

SaCLaアーツ Friday One Coin Concert Vol.37 
〜ピアノの名曲でめぐるロシア・東欧の旅〜

さいたま市文化センター 
小ホール

さいたま市文化センター 
048-866-3171

延期 4月25日(土) 
⇒8月10日(月・祝）

南こうせつコンサートツアー2020 
〜いつも歌があった〜

さいたま市文化センター 
大ホール

さいたま市文化センター 
048-866-3171

中止 3月21日(土) みんなで創る
「輪〜るど・ミュージック・フェスティバル」

さいたま市文化センター 
大ホール

SaCLaインフォメーションセンター 
048-866-4600

※中止 5月3日(日・祝） 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

さいたま市文化センター 
048-866-3171

中止 5月15日(金) 「松竹大歌舞伎」さいたま公演 さいたま市文化センター 
大ホール

SaCLaインフォメーションセンター 
048-866-4600

中止 5月16日(土) 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

さいたま市文化センター 
048-866-3171

中止 5月16日(土) 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

市民会館うらわ 
048-822-7101

中止 5月23日(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

プラザイースト 
048-875-9933

中止 5月24日(日) 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 
1階ホール

東大宮コミュニティセンター 
048-667-5604

※中止 6月6日(土) お昼の爆笑寄席 市民会館おおみや
大ホール

市民会館おおみや 
048-641-6131

※中止 6月6日(土)・
7日(日）

しまじろうコンサート
すすめ！たからのしまのだいぼうけん

さいたま市文化センター 
大ホール

しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

中止 6月7日(日) 「0歳からのコンサート」 西部文化センター　 
多目的ホール

西部文化センター 
048-625-3851

※中止 6月13日(土) いわつき特選寄席「一緒に笑おう2020」 市民会館いわつき
ホール

市民会館いわつき 
048-756-5151

※延期 6月26日(金) 
（次回開催日程未定）

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

さいたま市文化センター 
小ホール

さいたま市文化センター 
048-866-3171

※中止 7月25日(土) 気軽にクラシックVol.37　錦織健リサイタル プラザウエスト
さくらホール

プラザウエスト 
048-858-9080

※中止 8月2日(日) 恐竜どうぶつ園2020 市民会館おおみや
大ホール

市民会館おおみや 
048-641-6131

中止イベント・無料公演
状況 日　　程 公　演　名 会　　場 お問合せ

中止 5月16日(土) 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

プラザイースト
048-875-9933

中止 5月23日(土) 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

さいたま市文化センター 
048-866-3171

中止 6月21日(日) 能楽の音〜第十章〜 氷川の杜文化館
伝承の間

能楽の音実行委員会
080-3174-4437
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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

〒○○○-○○○○

問合せ・送付先

　文化・芸術・趣味
大人の習い事シリーズ　Part.8～生け花講座～ 開催中止 日程 7月8日水・15日水・22日水 10:00～12:00（全3回）

会場 浦和コミュニティセンター 浦和区初心者向けの生け花の入門講座を開催します
費用  6,000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
問合せ  〒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

ベーゼンドルファークラブ 日程 開催延期 次回開催日程についてはプラザイーストへお問い合わせください

会場 プラザイースト 緑　区ピアノの名器「ベーゼンドルファー」をホールで体験できます
費用  3,500円　　対象  小学生以上のピアノ愛好家・学習者・演奏家の方　※未経験者は不可　　定員  12人　　申込み  電話
問合せ  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎ 048-875-9933

　暮らしと社会
ヨーロッパ野菜を使ったお手軽料理講座 開催中止 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
問合せ  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎ 048-875-9933

認知症サポーター養成講座 日程 7月4日土 10:00～11:30（全1回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区認知症の正しい知識を学ぶボランティア講座

費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  30人　　申込み  来館・6/6㈯ 10:00～　　その他 6/7㈰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

簡単料理講座～夫婦で料理を作ろう～ 日程 7月5日日 10:00～13:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区夫婦で気軽に作れる料理を学ぶ講座を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の夫婦　　定員  8組16人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈪ 
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

大人のヘルシー料理講座 日程 7月15日水 10:00～13:00（全1回）
会場 東大宮コミュニティセンター 見沼区女性の方を対象に、夏のカフェ風ランチを作ります

費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の女性　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 6/30㈫ 
問合せ・送付先  〒337-0051 さいたま市見沼区東大宮4-31-1 東大宮コミュニティセンター　☎ 048-667-5604
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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。

　スポーツ・健康づくり
初心者ファミリー卓球教室（夏） 日程 7月6日月・13日月・20日月・27日月 19:10～20:50（全4回）

会場 美園コミュニティセンター 緑　区初心者を対象とした卓球教室を開催します
費用  200円　　対象  市内在住・在勤・在学の小学生以上の方　　定員  30人（小学4年生以下は18歳以上の保護者同伴）
申込み  来館・6/6㈯ 10:00～　　その他  6/7㈰から、電話申し込み可能
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

　子ども・子育て・親子の時間
クワガタの成長観察日記教室 開催中止 日程 6月7日日 ①9:30～10:15　②11:00～11:45

　　  ③14:00～14:45　④15:30～16:15（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3～6年生
定員  各40人　　申込み  往復はがき　　その他  学年と参加希望時間（①～④）を明記
問合せ  〒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 日程 6月8日月 10:30～11:30（全1回）
会場 東大宮コミュニティセンター 見沼区児童センター職員による、ふれあいあそびや読み聞かせなどを行います

費用  無料　　対象  市内在住の1～3歳の未就園児とその保護者　　定員  30組60人　　申込み  来館又は電話・5/30㈯ 10:00～ 
問合せ・受付  〒337-0051 さいたま市見沼区東大宮4-31-1 東大宮コミュニティセンター　☎ 048-667-5604

おはなし会 日程 6月18日木 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

低学年親子ウクレレ体験教室 日程 7月4日土 11:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学校低学年のお子様と保護者の方でウクレレを体験する講座を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学1～3年生とその保護者　　定員  15組30人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈪ 
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

高学年親子ウクレレ体験教室 日程 7月4日土 13:30～14:30（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学校高学年のお子様と保護者の方でウクレレを体験する講座を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学4～6年生とその保護者　　定員  15組30人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈪ 
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

大宮アルディージャ・キッズコーディネーション講座 日程 開催延期 次回開催日程については高鼻コミュニティセンターへお問い合わせください

会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区大宮アルディージャのトレーナーによる子供の運動神経を鍛える講座
その後スタジアムのバックヤード見学(別途有料にて試合観戦）
費用  100円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  20組40人　　申込み  往復はがき
問合せ  〒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

おはなし会 日程 7月16日木 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

子ども陶芸教室 日程 開催延期 次回開催日程についてはプラザイーストへお問い合わせください

会場 プラザイースト 緑　区小学生を対象にオリジナルの陶芸作品を作ります
費用  1,500円　　対象  ①③小学1～3年生　※保護者同伴　②④小学4～6年生　　定員  各20人
申込み  往復はがき　　その他  参加希望日程（①～④）を明記
問合せ  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎ 048-875-9933

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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　子ども・子育て・親子の時間

　技能・資格・教養
パソコン講座～ワード初級編～ 日程 7月14日火・15日水・16日木・17日金 13:30～16:00（全4回）

会場 プラザウエスト 桜　区パソコン講座（ワード初心者向け）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  20人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈪ 
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

小学生絵画講座 日程 開催延期 次回開催日程については与野本町コミュニティセンターへお問い合わせください

会場 西与野コミュニティホール 中央区夏休みの課題にチャレンジしよう
費用  100円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  各15人　　申込み  往復はがき　　その他  持ち物:鉛筆・画材・水分補給用飲料水
問合せ  〒338-0003 さいたま市中央区本町東3-5-43 与野本町コミュニティセンター　☎ 048-853-7232

夏休み親子で作る給食人気メニュー講座 日程 7月23日木・ 10:00～13:00（全1回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区地元の中学校で人気の給食メニューを作る

費用  1.500円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生とその保護者　　定員  6組12人　　申込み  来館・6/26㈮ 10:00～　　その他  6/27㈯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

子ども華道体験教室 日程 7月26日日　①午前の部:10:00～11:30 ②午後の部:13:30～15:00（各全1回）
会場 恭慶館 浦和区小学生を対象とした華道体験教室を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  各20人　　申込み  往復はがき・締切 6/27㈯　　その他  参加希望時間（①、②）を明記
問合せ・送付先  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-262-1 氷川の杜文化館内恭慶館「○教室又は講座」係　☎ 048-835-7450

夏休み低学年子ども陶芸教室 日程 開催延期 次回開催日程についてはプラザウエストへお問い合わせください

会場 プラザウエスト 桜　区小学校低学年の子どもを対象にした、陶芸教室を開催します
費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学1～3年生　　定員  16人　　申込み  往復はがき 
問合せ  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

夏休み高学年子ども陶芸教室 日程 開催延期 次回開催日程についてはプラザウエストへお問い合わせください

会場 プラザウエスト 桜　区小学校高学年の子どもを対象にした、陶芸教室を開催します
費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の小学4～6年生　　定員  16人　　申込み  往復はがき 
問合せ  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

夏休み子どもLED工作講座 日程 開催延期 次回開催日程については西部文化センターへお問い合わせください

会場 西部文化センター 西　区小学生を対象に、LED電球を使ったランプシェードを作成する講座を開催します
費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  10人　　申込み  往復はがき 
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　☎ 048-625-3851

子ども茶道体験教室 日程 7月29日水・30日木・31日金・8月1日土 10:00～12:00（全4回）
会場 恭慶館 浦和区小学生を対象とした茶道体験教室を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 6/27㈯
問合せ・送付先  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-262-1 氷川の杜文化館内恭慶館「○教室又は講座」係　☎ 048-835-7450

夏休み親子陶芸体験講座① 開催中止 日程 7月29日水・8月5日水 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 
問合せ  〒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 開催中止 日程 8月10日月・ ・17日月 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
問合せ  〒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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チ ャ レ ン ジ

Challenge

落語ワークショップ「君も今日から座布団１枚！」
日本の伝統芸能「落語」をプロの噺家から５日間で学び、最後に１席の落語をみなさんの前で披露します。

募 集
参 加 者

 8月9日㈰　10:30～11:30
 市民会館うらわ　コンサート室
 7月23日（木・祝）・24日（金・祝）・30日㈭・8月4日㈫・8日㈯
 各日9:30～11:30（全5回）
 市民会館うらわ　403集会室
対象・定員  小学3～6年生・15人
参加費  1,500円（扇子・手ぬぐい）
その他  浴衣、足袋または白い靴下（発表会当日）

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 　〒330-0062
 さいたま市浦和区仲町2-10-22
 「市民会館うらわ　落語ワークショップ」係まで
締切日 　7月8日㈬必着
お問合せ 　市民会館うらわ
 048-822-7101

開催日時・
会場

エ ッ セ イ

Essay

「信じて待つ」
～子育て編～

　現在、期間限定ではありますが、ほぼ24時間体制で2歳になろうとする孫の世話を夫婦でしています。生まれてからた
かだか2年しか経っていない幼児ですが、大のおとなを振り回しています。孫だからそんな姿に目を細めていられますが、
親となればそうはいきません。
　これまで私のところに幼児から大学生に至る多くの保護者が相談に来られました。友達、勉強、進路等、その内容は様々
でしたが皆さん本当にお困りでした。その子の人生がかかっていますので私も真剣に対応させてもらいましたが、相談を
受けているうちに共通する解決策があることに気付きました。それは「もっと子供を信じて待ちましょう。」ということな
のです。
　子どもは自ら学ぼう、よりよくなろうとする特性をもっています。これは私の教員人生を通して強く感じていることで
確信に近いものです。これまで大変な子だと感じた子供たちがちょっとしたきっかけでどんどんよい方向に向かっていく
のを何度も見てきました。人間ですから途中で挫折したり、曲がった方向に行ったりすることはもちろんあります。しかし、
本質的に子供はよくなりたいのです。教育はそのような特性を生かす営みなのですから、ただ信じて待てばよいのですが
これがなかなか難しい。待てずに文句を言ってしまったり感情的になってしまったりする経験は皆さんもおもちでしょう。
　かくいう私も親として、また教員として、若かりし頃は待つことができませんでした。しかし、年を重ねることによっ
て先が見えるようになり、子どもがよい方向に向かっているイメージを持つことができてきたのです。「信じて待つ」秘訣
は意外とこんなところにあるのかも知れません。ちょっと先にある子供たちのよいイメージをもつようにしませんか。
　今では孫と一緒に、歩いて１～２分のところを30分かけて歩いています。こんな私でも何度も同じ所を行ったり来た
りする孫をゆっくり待つことができるようになってきたのです。

■執筆者プロフィール
共栄大学教育学部客員教授　岩槻Jazz代表
今村 信哉（いまむら しんや）
さいたま市の小学校で教職につき、日本人学校にも勤務する。教育委員会指導主事を経て、幼稚園長、小学
校長、教育委員会管理職、文部科学省の学習指導要領編集協力員、「私たちの道徳」編集委員などを歴任。退
職後は共栄大学で教員を目指す学生の指導にあたると共に市内小学校で教員研修の指導や保護者向け子育て
講座の講師等を務める。また、「岩槻Jazz」を立ち上げ、音楽を通してまちづくりに参画している。

練習日時・
会場



（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧

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

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
6月の休館日…1日・8日・15日・22日・29日

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
6月の休館日…10日・24日

文化施設

伝統文化施設

3０４８‒８３５‒７４５０　6０４８‒８３５‒７４５３
〒330‒0061　さいたま市浦和区常盤9‒30‒5
6月の休館日…1日・8日・15日・22日・29日

恭慶館
3０４８‒６４８‒１１７７　6０４８‒６４８‒１３１１
〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒262‒1
6月の休館日…15日

氷川の杜文化館
3０４８‒664‒1636
〒331-0805　さいたま市北区盆栽町267-1

盆栽四季の家

西与野コミュニティホール
3・6０４８‒８５４‒８５８４
〒338‒0005　さいたま市中央区桜丘2‒6‒28

上峰コミュニティホール
3・6０４８‒８５２‒０１２１
〒338‒0014　さいたま市中央区上峰2‒3‒5

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

下落合コミュニティセンター
3０４８‒８３４‒０５７０　6０４８‒８３４‒０５８０
〒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

片柳コミュニティセンター
3０４８‒６８6‒８６６６　6０４８‒６８６‒２９９９
〒337‒0026　さいたま市見沼区染谷3‒147‒1

浦和コミュニティセンター
3０４８‒８８７‒６５６５　6０４８‒８８７‒７０９０
〒330‒0055　さいたま市浦和区東高砂町11‒1‒10F

日進公園コミュニティセンター
3・6０４８‒６６４‒４０７８
〒331‒0823　さいたま市北区日進町1‒312‒2

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

美園コミュニティセンター
3０４８‒764‒8810　6０48‒764‒9310
〒336-0967　さいたま市緑区美園4-19-1

コミュニティ施設

東大宮コミュニティセンター
3０４８‒６６７‒５６０４　6０４８‒６５４‒５５９４
〒337‒0051　さいたま市見沼区東大宮4‒31‒1

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
6月の休館日…8日・22日

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
6月の休館日…8日・22日

大宮工房館
3０４８‒６４５‒３８３８　6０４８‒６４５‒３８８１
〒330‒0804　さいたま市大宮区堀の内町1‒577‒3

高鼻コミュニティセンター
3０４８‒６４４‒３３６０　6０４８‒６４４‒３３６１
〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒292‒1

西部文化センター
3０４８‒６２５‒３８５１　6０４８‒６２５‒２８８１
〒331‒0052　さいたま市西区三橋6‒642‒4

南浦和コミュニティセンター
3・6０４８‒８８６‒５８５６
〒336‒0016　さいたま市南区大谷場2‒6‒25

コミュニティセンターいわつき
3０４８‒７５８‒１９８０　6０４８‒７５８‒１９８５
〒339‒0057　さいたま市岩槻区本町1‒10‒7

岩槻駅東口コミュニティセンター
3０４８‒７５８‒６５００　6０４８‒７５８‒６５２１
〒339‒0057　さいたま市岩槻区本町3‒1‒1

6月の休館日…1日・8日・15日・22日・29日

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
6月の休館日…1日・8日・15日・22日・29日

※市民会館うらわは令和3年4月1日㈭から利用休
止となります

宮原コミュニティセンター
3０４８‒６５３‒８５５８　6０４８‒６５３‒８５４１
〒331‒0811　さいたま市北区吉野町2‒195‒1

七里コミュニティセンター
3０４８‒６８７‒３６８８　6０４８‒６８７‒３７０５
〒337‒0014　さいたま市見沼区大字大谷1210

与野本町コミュニティセンター
3０４８‒８５３‒７２３２　6０４８‒８５７‒１０９６
〒338‒0003　さいたま市中央区本町東3‒5‒43

※七里コミュニティセンターは、施設の中規模修
繕に伴い、令和2年8月1日㈯から令和3年3月31
日㈬まで休館（予定）となります

※宮原コミュニティセンターは、施設の中規模修
繕に伴い、令和2年8月1日㈯から令和3年3月31
日㈬まで休館（予定）となります
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ホール

イベントカレンダー 6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/5/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

6土

しまじろうコンサート
すすめ！たからのしまのだいぼうけん

さいたま市文化センター
大ホール

① 9:30
②12:30
③15:30
④18:30

こどもちゃれんじ会員価格
3,380円
会館特別価格 3,480円
一般価格 3,580円
（全席指定）

しまじろうコンサート
お客様窓口
0120-988-883

お昼の爆笑寄席 市民会館おおみや
大ホール 14:00

S席 3,600円
A席 3,100円
(全席指定）

さいたま市民会館おおみや
048-641-6131

7日

しまじろうコンサート
すすめ！たからのしまのだいぼうけん

さいたま市文化センター
大ホール

①１０：３０
②１３：３０
③１６：３０

こどもちゃれんじ会員価格
3,380円
会館特別価格 3,480円
一般価格 3,580円
（全席指定）

しまじろうコンサート
お客様窓口
0120-988-883

「０歳からのコンサート」 西部文化センター
多目的ホール 11:00 500円(全席自由） 西部文化センター

048-625-3851

13土 いわつき特選寄席
「一緒に笑おう2020」

市民会館いわつき
ホール 17:00 2,700円（全席指定） 市民会館いわつき

048-756-5151

14日 バイオリン＆ギター
タンゴ・コンサート

市民会館うらわ
コンサート室 14:30

【予約】2,800円
【当日】3,000円
（全席自由）

ボルドーナ いいずみ
048-885-4139

18木 俳優座劇場プロデュース公演
罠

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

19金 俳優座劇場プロデュース公演
罠

市民会館おおみや
大ホール 13:00 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

21日 ボルドーナ音楽研究所・発表会 市民会館うらわ
コンサート室 13:30 入場無料（全席自由） ボルドーナ　いいずみ

048-885-4139

26金
SaCLaアーツ Friday
One Coin Concert Vol.38
～ギターで巡る!世界紀行～

さいたま市文化センター
小ホール 14:00 500円(全席自由） さいたま市文化センター

048-866-3171

28日
ベネッセの英語コンサート
夏公演Let's Go!
SummerAdventure

さいたま市文化センター
大ホール

12:00～13:15
14:30～15:45
17:00～18:15

会員 2,980円
一般 3,230円
プレミアム席 4,980円
(全席指定）

英語コンサート事務局
0570-00-8600
（10:00～18:00・無休）

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

112020/6

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

６月1月
▼

６月７日
第９回明水会水彩画作品展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00
1日は13:00から
7日は15:00まで

入場自由・無料
明水会
担当  堅元誠
090-3406-0657

６月10水
▼

６月17水
第15回緑区内公民館
絵画グループ合同展覧会

プラザイースト
第1・2展示室

10:00▶17:00
10日は11:00から
17日は15:00まで

入場自由・無料
緑区内公民館絵画グループ
合同展覧会実行委員会
担当  渡邊直美
048-886-2753

６月19金
▼

６月21日
第5回合同書展
第16回蓮根会
第5回皇山書友会書展

氷川の杜文化館
展示場

9:00▶17:00
21日は16:00まで 入場自由・無料

蓮根会・皇山書友会
担当  遠藤栄久
048-653-5215

６月24水
▼

６月28日
布連人パッチワーク作品展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
28日は16:00まで 入場自由・無料

布連人
担当  鈴木可由美
048-665-5090

※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P10をご覧ください。展示



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/

さいたま市文化振興事業団 検索
⬆
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プレゼント当選発表 情報誌SaCLa３月号の「みんなで創る『輪～るど・ミュージックフェスティバル』サイン色紙」プレゼントの当選者
は小泉保夫さん、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。

　いつも文化・イベント情報誌「SaCLa」をご愛読いただきありがとうございます。
　５月号（Vol.200）よりリニューアルをした「SaCLa」ですが、現況は出演アーティストさんにインタビューで直接お話を伺うことが出来なくなり、
今月はやむを得ず特集記事の掲載を断念いたしました。そして、残念ながら３・４・５月号の特集としてインタビューをさせていただいたアーティ
ストさんの公演もすべて中止・延期となってしまいました。けれど３月号「みんなで創る『輪～るど・ミュージック・フェスティバル』」の織田準一さ
ん、ルイス・バジェさん、４月号　「ようこそ！音楽のテーマパーク“Youland”」の益子侑さん、５月号「SaCLaア－ツ Friday One Coin Concert
　Vol.38」の大坪純平さん、細川侑乃さんからはそれぞれ読者プレゼントとしてサイン色紙をいただきました。来月号もまた読者プレゼントの当選
発表をいたします。
　今は暫し「自粛」です。静かに過ごすことが日常の中でもせめて、さいたま市の文化の灯が消えないように、引き続き「SaCLa」はさいたま市内の
コンサートやイベント、講座情報を発信して行きます。

表紙写真解説
　「私の名はマリーナ。歳は16」と少女は微笑みながらいった。
　今から30年前の1990年、ぼくは南コーカサスに位置するアゼルバイジャン共和国（旧ソ連邦の一共和国）に赴いた。当時、首都バクーは夜8時
から翌朝6時まで戒厳令が敷かれていた。アゼルバイジャンのナゴルノ・カラバフ自治州の領有権を巡り、隣国アルメニアとの紛争（ナゴルノ・カ
ラバフ戦争）が激化していたためだ。
　ビザ取得の厳しい彼の地への許可が何故下りたのか未だ謎だが、夜10時にバクーの空港に降り立ち、国営旅行社のタクシーで市内のホテルに
向かった。途中3度の検問に合い、都度銃口を突きつけられた。大した異国情緒だ。至る所で生きた戦車がパイプを吹かすようにマフラーから黒
煙を上げていた。やっとのことで無事ホテルに辿り着き、支配人から「今バクーに滞在する外国人はあなたとアメリカ人記者の二人だけだ。バクー
に来ることができたあなたは幸運だ」と告げられた。
　あれほど緊迫していた夜に比べ、昼間は陽気な人々が街を闊歩し、城塞都市バクーは、エキゾチックな美しさを取り戻していた。公園では子供
たちが無邪気に走り回り、オヤジたちはチェスに興じたり、ワインを酌み交わしていた。ぼくもそのおこぼれにちゃっかり与った。夜と昼の、何
たる落差かとぼくは戸惑いを隠せなかった。昼間、戦車や自動小銃を手にした兵士たちは手際良く跡形もなくどこかへ消え去っていた。昨夜の緊
迫感がまるで幻であるかのように思われた。
　ぼくは自分が写真屋であることを思い出し、城壁に囲まれた旧市街（2000年世界遺産登録）へカメラバッグを肩に掛け、勇躍、侵入を試みよう
としていた。ふと、路地裏から少女がぼくに親しみに満ちた笑顔で近づき、流暢なロシア語（当たり前）で話しかけてきた。ロシア語の達人は、早
口で自己紹介をした。美しい韻を踏んだロシア語だったが、それ以上に少女もまた美しかった。
　「私が街を案内してあげる」と、嬉々としてガイド役を買って出てくれた。42歳のぼくも嬉々として少女の好意に甘んじた。少女は、恐ろしい
ほど複雑な語尾変化を伴う難しいロシア語をいとも容易く操りながら、旧市街のあれこれについて語ってくれるのだが、ロシア語に疎いぼくは、
語尾変化完全無視の、ぶつ切りのようなロシア語で対応しつつも、達人の美しいロシア語はほとんど聞き取れず、“勘と想像力”を頼りに分かった
ような振りを通した。
　あれからすでに30年。ぼくは白髪ジジィに化け、ロシア人とアゼルバイジャン人のハーフであるマリーナも46歳。元気にしているだろうか？
　今頃は、体軀豊かで優しいロシアおばばを演じているに違いない。それはぼくの勝手な“勘と想像力”によるものなのだが・・・。
撮影データ：
1990年7月。
アゼルバイジャン共和国
首都バクー市旧市街。
フィルム：コダクローム64プロ。
カメラ：ライカM4。
レンズ：ライカ・ズミクロン

50mm。

亀山 哲郎。写真家。1948年京都市に生まれる。現さいたま市在住。
1985年よりフリーランスのコマーシャルカメラマンとなる。以降、ロケで世界35ヶ国を巡る。
国内はもとより、マレーシア、オーストラリアなどで個展。
2003年より、プロの世界で得た写真のノウハウを伝えようと、写真倶楽部「フォト・トルトゥーガ」を主宰。
主な出版物：写真集『北極圏のアウシュヴィッツ』をブッキング（現復刊ドットコム）より上梓。講談社出版文化賞写真賞にノミネート。
フォト・エッセイ集『やってくれるね、ロシア人！』（NHK出版）他。
2010年より、さいたま商工会議所の依頼により、エッセイ「亀山哲郎の写真よもやま話」を毎週連載。
お問い合わせ先：kameyamaphoto2@mac.com

略歴


