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三遊亭楽生（さんゆうていらくしょう）
さいたま市岩槻区出身。埼玉県立春日部高校卒。平成9年4月、6代目
三遊亭円楽（三遊亭楽太郎）に入門し、「楽花生」。笑点でお馴染みの6
代目三遊亭円楽の総領弟子。平成20年3月に「楽生」と名を改め真打昇
進。令和2年3月、さいたま観光大使に就任。ラジオ日本「Hello ！ I, 
Radio ～ハロー！アイレディオ～」の金曜日パーソナリティーも務め
る。

楽生さん演目…「牛ほめ」「たがや」

柳家小志ん（やなぎやこしん）
さいたま市岩槻区出身。平成16年、柳家さん喬に入門し、「小きち」。
柳家さん喬の8番弟子となる。平成20年に「柳家喬の字」に名を改め、
二つ目昇進。浦和コミュニティセンターで毎月開催している「浦和ひ
るま寄席」に出演。岩槻人形協同組合からの委嘱で岩槻人形大使も務
める。令和元年9月真打に昇進し、五代目柳家小志んを襲名。東京、
埼玉を中心に全国にて活躍中。

小志んさん演目…「初天神」

今月の特集は7月号に引続き、YouTube地域プロジェクト「動画 
De Culture」の第二弾へご出演いただいた、落語家の三遊亭楽
生さん、柳家小志んさんです。さいたま市岩槻区ご出身のお二人が、
解説や大喜利を交えて落語を披露してくださいました。また、おう
ち時間を楽しむコンテンツとして、SaCLaサポーターズの佐々木る
い子さん、理学療法士の湯井達也さんによる「おうちでかんたんロ
コモ体操」とフラワーアレンジャーの榎本真由実さんによる、「お
花を飾ろう～花に癒され、おうち時間を楽しむ～」を制作し、ご出
演の皆様からのメッセージをいただきました。

「動画 De Culture」は（公財）さいたま市文化振興事業団の公式
ホームページ http://www.saitama-culture.jp/ の「動画 De 
Culture」のバナーをクリックしてご覧になれます。

「動画 De Culture」について

この作品を権利者に無断で、複製・改変・公共放送（放送・有
料放送・インターネット配信等）または上映・上演・頒布（販売・
貸与等）などに使用することは、お断りいたします。 公式ホームページ

QRコード

Artist
Interview

落語家

三遊亭楽生
S A N Y U T E I  R A K U S H O

落語家

柳家小志ん
Y A N A G I Y A  K O S H I N

2 2020/8



三遊亭楽生
コロナ禍で2ヶ月間、家に居て稽古や家の掃除をひたすらしていまし
た。落語家になってこんなに長い期間、高座に上がらないことは初めて
の経験で、残った仕事はテレビやラジオだけ。僕らの仕事はお客様と対
面ができなくなったとき、弱いなと実感しました。
今回「動画De Culture」で落語を披露させていただきましたが、実は
このお話には少々抵抗がありました。落語ってお客様を目の前にして、
その反応をみて、その場をつくって行くところがあります。だから同じ
噺をしても二度と同じ場にはならない、刹那的な演芸だと思っていまし
た。それに僕が家で動画を撮って、配信しようとしても、屏風や毛氈は
用意できないから今日のような高座のクオリティにはなりません。それ
ならばコツコツと稽古をして、寄席ができる状況になったとき、以前と
同じようにお客様に足を運んでいただければ良いなと思っていました。
でも撮影を終えて、僕ら落語家も変わって行くべきなのかなと、思い始
めました。例えば、お客様が目の前にいるとき、噺の運びは複線をきち
んと引きながら、オチまでテンポよく勢いでスコーンと行くことが多い。
でも動画となると間合いを変えないと聴きづらいかも知れないとか、外
出できない方や地方の方へ向けても発信できるかも知れないとか、この

コロナ禍をきっかけに落語の新しい可能性を
色々考えました。
今後、再び自粛生活を強いられ高座に上がれ
なくなることは、辛いし、恐怖でしかない。で
もこの経験をしたからこそ、新しいかたちの笑
いをこれからどのように発信して行くか、そし
て、また来るかも知れない第二波に備え、今の
うちに考えなきゃいけない。失敗するか、成功
するかわかりませんが、挑戦して行くしかない。
こんな時だからこそ、落語家として多くの方へ笑いを届け続けたいと思
います。

〈ラジオ出演情報〉
「Hello ！ I,Radio」〈ラジオ日本　FM92.4〉毎週金曜日 9:00～11:00
に出演中。
レジャー、エンタメ情報など、元気な曲とともに週末に役立つ情報を中
心にお届けしていきます。

柳家小志ん
外出ができなくなってから色々な雑務を整理して、家中の断捨離と部
屋の模様替えをして、御

ご ひ い き
贔屓の飲食店経営のところにテイクアウトのた

めに顔出しをすると、「大変だよね、頑張って！」と逆に励まされていま
した。僕ら落語家は仕入れがない分、まだ助かっているのに…。動画や
生配信などにも挑戦して、その中でいくつか分かったこともありました。
動画配信のために拵

こしら
えた高座よりも、普段の会を生配信した方が好評

だったということです。ただでさえ遠方で、たまにしか足を運べないお
客様もいらっしゃるので、「行きたかったあの会が生で視聴できて良かっ
た」というご感想もいただき、世の中に便利なったと感じました。落語
は生が一番いいと思い込んでいたのは、落語家の単なる驕

おご
りだったのか

も知れません。
寄席興行が生まれた当時は、面

つら
明
あ
かりとして蝋燭を灯して公演をして

いたし（ その日の主任（トリ）の師匠が終わりに蠟燭の面明かりの芯を扇
子で打って灯りを消したことからも「真打ち」と言うようになった）、そ
れにマイクもなかった。やがて時代と共に蝋燭が照明に変わり、会場が
大きくなるとマイクを使うようになり、変化をして公演を行うようにな
りました。今コロナ禍で何もかもが自粛になって、サラリーマンはテレ
ワークなどコロナ対応に挑んでいます。落語家だって大勢のお客様の前
で噺ができなくなったとき、コロナ仕様になって、伝え方を変えるとか、
考えなきゃいけない。コロナは世界中に本当に様々な影響を及ぼしまし
た。でもこの経験を踏まえ、ひたすらに耐え忍んで落語という伝統芸能
を守ることにだけに必死になっているのではなく、その時代に挑戦する

ように変化のかたちを考えていくこともこの先、
落語家のやるべきことになって行くのかなと思
いました。
今日、撮影した動画は、小学生や初めて落語
を聞く方にも分かりやすい解説もあります。視
聴していただいて、コロナが明けたときは是非、
寄席に足を運んでください。そして、たくさん
笑っていただけたら嬉しいです。

〈公演開催情報 〉
「浦和ひるま寄席」 毎月開催
日　時　7/28（火）・8/21（金）・9/23（水）　14時開演
料　金　1,500円
会　場　浦和コミュニティセンター9F・第15集会室
お問合せ・予約先　TEL 03-3649-2334
　　　　　　　　  E-mail kyounoji_y@yahoo.co.jp

「五代目柳家小志ん　真打昇進襲名披露記念公演」
日　時　10/11（日）　14時開演
料　金　一般 3,000円　65歳以上 2,500円　高校生以下 1,500円
会　場　プラザノース ホール （完売・再販未定）
お問合せ　TEL 048-669-0300

YouTube 地域プロジェクト「動画 De Culture」〜落語編〜

プレゼント当選発表 情報誌SaCLa５月号の「SaCLaアーツ Friday One Coin Concert サイン色紙」プレゼント当選者は
戸井田宣太郎さんに決定しました。ご応募ありがとうございました。

今月号の特集「動画 De Culture」
へご出演いただいた三遊亭楽生
さんと柳家小志んさんのサイン
色紙を抽選でそれぞれ１名様へ
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⑤ご希望のサイン⑥8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「動画 De 
Cultureサイン色紙」8月号プレゼント係までご応募
ください【締切:8月15日（土）必着】。当選者の発表
は、情報誌SaCLa11月号にて行います。

応
募
方
法
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フラワーアレンジャー
榎本真由実

私自身、お花を習い始めた頃は、慣れない用語に戸惑ってしまい、デザインを作るときは花器の前で
固まり、なかなか自分の思うような作品に仕上げることができませんでした。
今回の動画ではラウンドというフラワーアレンジメントの基本である作り方や、夏らしく涼しげに見
えるアレンジなど、ちょっとしたコツをお伝えしています。フラワーアレンジメントはポイントさえ
押さえていただければ、誰でも気軽に楽しめるものです。でも一番大切なことは、例えば、いい香り
がするとか、癒されたり和んだりする、といったような花を通じて幸せを五感で感じることです。
飾る花は、高価なお花でなくても良いと思います。今日使ったお花は、近所のスーパーでも気軽に購
入することができますし、これからの季節、お庭や身近なところでアジサイやユリ、ヒマワリなどが
咲いたら、ぜひそれを飾ってみてください。まだ躊躇なく外出することが難しいですが、何となく気
分が落ち込んでいるかなと感じたときは、お花のある生活を楽しんでいただけたら嬉しいです。

YouTube 地域プロジェクト　動画 De Culture フラワーアレンジメント編
「お花を飾ろう〜花に癒され、おうち時間を楽しむ〜」

フラワーアレンジャー。さいたま市在住。
カットフラワーアドバイザー・押し花イン
ストラクター（ふしぎな花倶楽部）ＥＦＤ認

定講師・レカンフラワーなどの資格を取得。現在は、さいたま
市内にてフラワーアレンジメント、プリザーブドフラワーなど
のレッスンを行っており、花を通じて皆さんのライフスタイル
がより素敵になるよう取り組んでいます。

講師

ベランダやお庭で咲いているお花、ご近所のスーパーマーケットで売っている
お花などを気軽に活けてみませんか？フラワーアレンジメントのちょっとしたコ
ツが分かる動画でおうち時間を楽しみましょう

佐々木――SaCLaサポーターズの活動をとおして、文化に触れてまいりました。今はコンサートなどが中止や延期で、いつも身近にあると
思っていた文化がなくなり、心が瑞々しくないようで淋しいですね。でも私はケアマネージャーとして働く日常にも小さな文化があると思
うことがあります。私のスローガンは「困りごとは地域をつなぐ」で、地域のシニアたちのところへ出向き「認知症を予防しましょう」とお声
掛けをしてきました。「誰か助けて」と言われた地域の方は「お役目」が与えられ、「お役目」がある人は認知症を遠ざけます。
こんなことがありました。いつも体のあちこちが痛いと言って、全くコミュニティに参加しない70代の男性がいました。そこで役職があっ
た方だから部長、「園芸部長」と呼び、朝顔を植えるとき「部長、土やお水、それから支柱が欲しいから助けてください」と話し掛け「お役目」
をお願いしました。そうしたら痛かったはずの腰を動かし、枯れてしまった木の手入れまでしてくださった。そこには小さな文化が生まれ
ました。
誰もが老いて行きます。でも急に認知症になるわけではありませんから、最後まで良い状態で年を重ねて行ければ良いですよね。家族だけ
では距離が近過ぎる、若い人とは生きている時間の速さも違います。でも地域の方へ「助けて」と言えれば誰かが「大丈夫」と励ましてくれる。
これから新しい生活様式が始まり、人との距離感が変わって行くことになりそうですが、かたちが変われども、私たちは「励まし作戦」と地
域の困りごとの「応援団長」でありたいと思って活動をしています。
湯井――認知症になる前に特に男性に心掛けていただきたいことは、自分の「居場所づくり」です。これをできるだけ退職される前に確保で
きると良いですね。例えば趣味を持つ、教える立場や逆に教わる立場になる。仕事を離れても次のステージで自分の役割や、情報や刺激を
得ることのできる居場所が必要だと思います。そして、何でもない雑談ができて、ただ笑って家へ帰る場所があること。佐々木さんがつくっ
ている場所はまさにこれです。そして認知症にならないためには、ものの見方や発想、思考を変えてみることが大切だと思います。もし家
族が居なかったらと考えると、居るだけで嬉しいと思えたり、「ありがとう」を意識して口癖にしてみたり、人との繋がりを持ち続けること
で、予防できるものです。また適度な運動も良いですね。ロコモ体操は身体と頭に刺激を与えます。無理はしない、自分のペースで良いで
す。ぜひ動画を見てやってみてください。

Stay homeでご自宅に引きこもり運動不足になっていませんか？ロコモ体操は簡単で楽し
い、立っても座ったままでもできる体操です。ご自分のペースで動画を見ながら心も体も
リフレッシュしましょう

YouTube 地域プロジェクト　動画 De Culture 体操編
「おうちでかんたんロコモ体操」

主任ケアマネージャー
佐々木るい子

主任ケアマネージャー。地域コーディネーター、ロコモ
体操指導員として「転びにくい体作り」・「転んでもおれな
い体作り」・「折れてもまた歩ける体作り」を目指し、認知

予防を目指す。またSaCLaサポーターズに所属し7年目となり、さいたま市
の文化芸術を運営する文化ボランティア員として積極的に活動している。

講師
理学療法士
湯井達也

理学療法士。３学会合同呼吸療法認定士・日本糖尿病療
養指導士の資格を持つほか、さいたま市内でお手伝い
サービス「娘息子代行サービス」を統括。主な活動として

地域のコミュニティで体操教室や相談会の講師として参加し、地域シニアの
方々が楽しく元気に暮らせる居場所作りをしている。

講師
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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10〜11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）

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

「親子のためのクラシックコンサート」
音楽の絵本～ルスティカーナ～

10月４日日　開演 14：00
市民会館いわつき　ホール
3048-756-5151（9:00〜19:00）

一般1,700円　小学生以下1,100円
（全席指定）　3歳以下膝上無料

7月18日（土）10：00より発売開始
親子いっしょに鑑賞することができる本格的なクラシックコンサート

「音楽の絵本」。今年の編成は新規プログラムの『ルスティカーナ』
です。ズーラシアンブラスの衣装も可愛いチロリアンスタイルに
変身！！見ても聴いても楽しいコンサートをお届けします。

ⒸSUPERKIDS

和太鼓演奏会
８月１５日（土）10：00より発売開始

弾けるような明るさとパワーを武器に、伝統的な和の表現だけでな
く型にとらわれない新しいスタイルにも挑戦している和太鼓グループ
批魅鼓の演奏をお楽しみください。【申込み方法】来館にて受付（先
着順・定員になり次第締切）８月１６日(日)より電話での受付も可能

批魅鼓

11月８日日　開演 15：00
美園コミュニティセンター
多目的ホール
3048-764-8810（9:00〜21:00）

500円（全席自由）　未就学児不可

チケットは美園コ
ミュニティセン
ターのみで発売
048–764–8810

プレミアクラシックvol.９
青島広志「おしゃべりコンサート」

11月７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

8月8日(土）10：00より発売開始
作曲家・ピアニスト・エンターテイナー・プロデューサー・作家・イラストレーター・少女
漫画研究家と様々な活動を行っているマルチアーティスト青島広志によるコンサート
を行います。【出演】青島広志（指揮・お話し）・小野勉（テノール）・横山美奈（ソプラノ）

友の会料金　2,700円

青島広志
ⒸＧａｋｋｅｎ.pｕｂ

小野勉 横山美奈

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。 52020/8



イベント・無料公演
※会場等、お問合せにつきましてはP11をご覧ください。

美園コミセンまつり
日頃、美園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
会を開催します。
【問合せ】
美園コミュニティセンター
TEL：048－764－8810

９月26日土・27日日
10：00〜16：00（予定）
美園コミュニティセンター　多目的ホール

観覧自由・無料

開催中止公演情報
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催が中止となった８月・９月の公演です。
チケットの払戻しについては各開催館へお問合せください。
その他、最新情報は事業団ホームページ（http://www.saitama-culture.jp/)にてご確認ください。

開　催　中　止　公　演　名 日　　程 会　　場 お問合せ
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 市民会館うらわ 
048－822－7101

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） ８月９日（日）　開演14：00 市民会館うらわ　ホール 市民会館うらわ 

048－822－7101
南こうせつコンサートツアー2020
～いつも歌があった～ ８月10日（月・祝）　開演17：00 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

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

８月22日(土）　開演①14：00
　　　　　　　　　②16：30 市民会館おおみや　大ホール 市民会館おおみや

048－641－6131

東大宮コミセン サマージャズコンサート ８月23日(日)　開演14：00 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

気軽にクラシックvol.３８
千住真理子クラシックライブ ９月12日（土）　開演14：00 プラザウエスト　さくらホール プラザウエスト

048－858－9080

木嶋真優ヴァイオリン・リサイタル ９月26日（土）　開演14：00 プラザウエスト　さくらホール プラザウエスト
048－858－9080

プラザイースト　ワンコインコンサート
～デュオで奏でる秋の調べ～

10月10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（全席指定）　未就学児不可
ⒸWaki Hamatsu

事業団アーティスト登録制度（SaCLaアーツ）より選出したアーティ
ストによる、気軽に聞けるコンサートです。【出演】ヴァイオリンと
ピアノデュオ　Ｄｕｏ Ｉｒｉｓ　ヴァイオリン：真野謡子　ピアノ：後藤加奈
【演奏予定曲】ベートーヴェン/ロマンス 第１番 作品４０　モーツァル
ト/ヴァイオリンソナタより　フバイ/カルメンによる華麗な幻想曲

発売中

邦楽コンサート

箏とお囃子の邦楽鑑賞会を開催します。
【申込み方法】9月24日（木）（必着）までに、往復はがき（1人
1通のみ）に、住所、氏名（ふりがな）、電話番号を記入し、〒330
－0803　さいたま市大宮区高鼻町2－262－1 氷川の杜
文化館までお申し込みください（応募多数の場合は抽選）

10月24日土　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間
3048–648–1177（9:00〜19:00）

500円（全席指定）　未就学児不可

受付中

上原真佐輝 望月秀幸

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

「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

友の会料金　2,700円

販売予定枚数終了

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。

販売予定枚数終了

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。
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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。

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
５日間陶芸講座 日程 8月28日金・29日土・30日日・9月13日日・27日日 10:00～12:00（全5回）

会場 プラザイースト 緑　区さいたま市出身の陶芸家による初心者陶芸講座を行います
費用  4,000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 8/7㈮
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

はじめての静物画講座（水彩） 日程 9月5日土・12日土・19日土・26日土・10月3日土 10:00～12:00（全5回）
会場 プラザウエスト 桜　区初心者を対象にした水彩画の描き方を学ぶ講座を開催します

費用  3,500円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 8/15㈯
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

アロマテラピー講座 日程 9月19日土 14:00～16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区オリジナルアロマを手作りする講座を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 8/15㈯
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

初心者のためのジャズピアノ講座 日程 9月20日～11月22日（毎週日曜日） 14:30～16:00（全8回）
会場 プラザウエスト 桜　区ジャズ経験者を対象に、プロのジャズピアニストによるジャズピアノ講座を開催します

費用  10,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 8/15㈯
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

つまみ細工入門講座 日程 9月30日水・10月28日水・11月25日水・12月23日水・令和３年1月27日水
　　 ①10:30～13:00 ②14:00～16:30（各全5回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区つまみ細工の基本を学びながらアクセサリーを作ります

費用  5,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  各6人　　申込み  往復はがき・締切 8/28㈮　　その他  参加希望時間（①・②）を明記
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

　スポーツ・健康づくり
初心者太極拳講座 日程 9月8日火・15日火・29日火・10月6日火 10:00～11:30（全4回）

会場 コミュニティセンターいわつき 岩槻区太極拳の基礎を学びましょう
費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  20人　　申込み  来館又は電話・8/17㈪ 10:00～
問合せ・受付  〒339-0057 さいたま市岩槻区本町1-10-7 コミュニティセンターいわつき　☎ 048-758-1980

体にやさしい！チェアーエクササイズ講座 日程 9月24日～11月26日（毎週木曜日） 13:30～15:00（全10回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区日頃の運動不足を解消する講座を開催します

費用  1,200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 9/3㈭
問合せ・送付先  〒331-0061 さいたま市西区西遊馬533-1 馬宮コミュニティセンター　☎ 048-625-8821

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
バックステージツアー「劇場探検隊」 日程 8月6日木 14:00～16:00（全1回）

会場 プラザイースト 緑　区地域の子どもたちを対象とした、プラザイーストのホールバッ
クヤードの見学と照明・音響といった舞台技術の体験を行います
費用  無料　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 7/17㈮
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

夏休み宿題お助け隊！押し花貯金箱作り講座 日程 8月7日金 10:00～12:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区牛乳パック・ビン・箱等を利用して押し花で貯金箱をつくります

費用  850円　　対象  市内在住・在学の小学1～6年生　　定員  20人
申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 7/22㈬
問合せ  〒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

夏休み宿題お助け隊！子ども水彩画講座～大宮二十景を描く～ 日程 8月8日土 10:00～12:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区大宮二十景の風景画を描きます

費用  500円　　対象  大宮区在学の小学1～6年生　　定員  20人　　申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 7/22㈬
問合せ  〒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

キッズダンス教室 日程 8月23日日・30日日・9月6日日・13日日 14:00～16:00（全4回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区子ども向けのダンス教室を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  20人　　申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 8/11㈫
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

和太鼓体験会 日程 11月8日日 13:00～14:00（全1回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区和太鼓の魅力である「全身を使って打つことの爽快感」を体験する講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  20人　　申込み  来館・8/15㈯ 10:00～　　その他  8/16㈰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

　技能・資格・教養
パソコン講座～ワード応用編～ 日程 9月8日火・9日水・10日木・11日金 13:30～16:00（全4回）

会場 プラザウエスト 桜　区Word応用編の講座を開催します
費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 8/15㈯
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

星空教室　夏の観望会 日程 9月20日日 18:00～20:00（全1回）
会場 埼玉スタジアム２○○２もみの木広場 緑　区季節感を楽しむ観望会を埼玉スタジアム２○○２と共催で開催します

費用  100円　　対象  市内在住・在勤・在学（小学生以下は18歳以上の保護者同伴）の方　　定員  20人　　申込み  来館・7/20㈪ 10:00～　　その他  7/21㈫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

大人の習い事シリーズ　Part.9～パソコン講座～ 日程 9月23日～11月11日（毎週水曜日） 10:00～12:00（全8回）
会場 浦和コミュニティセンター 浦和区Word・Excelの基礎を学ぶ講座を開催します

費用  4,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 8/28㈮
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

文字入力からはじめるパソコン講座 日程 9月24日木・25日金 10:00～16:00（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からはじめるゆっくりペースの講座です

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 8/27㈭　　その他  パソコンの持ち込み不要、昼休憩1時間あり
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

パソコンWord講座 日程 9月29日火・30日水 9:30～12:30（全2回）
会場 与野本町コミュニティセンター 中央区文字入力から始めるパソコン講座を開催します

費用  2,000円　　対象 市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 9/1㈫　　その他  持ち物:筆記用具
問合せ・送付先  〒338-0003 さいたま市中央区本町東3-5-45 与野本町コミュニティセンター　☎ 048-853-7232
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ホール

イベントカレンダー 8月

エ ッ セ イ

Essay
人間関係を潤す「ちょっとしたひと言」②

言葉自体に悪意はなくても、使い方によって相手を傷つけたり、不快にさせるケースがあります。保険会社勤務の友人か
ら、ちょっとしたひと言で契約が2件ふいになった話を聞きました。
自動車保険の契約更新に関する電話中に「お子さまの契約更新の際、お母さまのお車もついでに手続きをさせていただい

てよろしいですか」と尋ねたところ、折り返し、その契約者の娘からクレーム電話がかかってきたというのです。「私はつい
でか？」と母が落ち込んでいる、と。当人であるお母さま以上に娘さんがお怒りで、結局、長年継続してきた親子2台分の
保険契約を打ち切られたそうです。
一見、丁寧な言葉づかいですが、問題は「ついで」にありました。「ついで」は罵詈雑言でも何でもない、言わばニュートラ

ルな言葉ですが、「ついで」の主体は誰かを考えると、その無礼さが理解できます。「お客さま」自身が「ついで」に更新する
のはよくても、「私」の都合で「ついで」に手続きをするのは手抜きです。「お母さまのお車の更新時期が近づいていますので、
来年度もぜひご継続をお願いします」と言えば、「それなら一緒に手続きしようかな」と落着する可能性もあったでしょう。
日本語は主語がなくても文章が成立するため、こうした問題はしばしば起きますが、主体は誰かを意識することでトラブ

ルを回避できるはずです。
たとえば、「身の丈に合う」は自戒をこめて自分に対して用いると慎ましく謙虚な表現ですが、それを他者から言われるの

はどうでしょう。「年金生活だから節約しないと」とぼやく相手に「身の丈に合った生活ってことですね」と頷くよりも、「堅
実にお暮しになっているんですね」と返すほうがスマートです。
マナーは「相手の立場になる」という基本から成っています。「そんなつもりはなかった」と言い訳をせず「相手の立場にな

る」想像力が欠如していたと思えたら、最近の「炎上」も少しは鎮火できるかもしれませんね。

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』
http://shu-ha-ri.co.jp/

■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）

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/7/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

9日 落語ワークショップ発表会 市民会館うらわ
ホール 10:30

事前申込制・無料
7月29日㈬ 9:00～
電話受付

市民会館うらわ
048-822-7101

30日
ミニコンサート プラザイースト

ホール
13:00
（予定） 入場自由・無料

カトレアバレエスタジオ
担当  斉藤真弓
090-2679-8923

Quatuor  bebe と音楽会 市民会館おおみや
小ホール 14:30

大人1,500円
子ども　500円
親子　1,800円

胎児ちゃんと音学会実行委員会
080-2041-1103

92020/8

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

８月16日
▼

８月27木
ぐるりパネル展（夏シーズン）
～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

※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・11をご覧ください。展示



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

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
8月の休館日…24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
8月の休館日…11日・24日

案内図 6

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
8月の休館日…12日・26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
8月の休館日…3日・17日・24日・31日

案内図 4

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
8月の休館日…3日・11日・17日・24日・31日

案内図 1
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
8月の休館日…3日・11日・17日・24日・31日

案内図 2

※市民会館うらわは令和3年4月1日㈭より利用休止
となります

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

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1211

※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。

　休館中は大宮工房館にて臨時窓口を開設しています。

※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。

　休館中は西部文化センターにて臨時窓口を開設しています。
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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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与野本町コミュニティセンター
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上峰コミュニティホール

プラザウエスト

プラザイースト

馬宮コミュニティセンター

東大宮
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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
8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
8月の休館日…3日・11日・17日・24日・31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
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★はチケット取扱い施設
（取扱時間はP5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：
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参加無料

チ ャ レ ン ジ

Challenge

「第２０回さいたま市民音楽祭｣ 出演団体募集

劇団Liebe（リーベ）新作公演！

ぐるりパネル展（秋シーズン）作品募集 ～みなさんの活動をひろーく広報しましょう～

市内で活動している音楽団体（吹奏楽・オーケストラ・ギター・オカリナ・フルート等のアンサンブルなど）の皆さん! ！演奏会へ
参加しませんか？

プラザイーストで生まれた市民劇団Liebeの新作公演に参加していただける方を募集します

個人・団体・サークルの活動状況、地域のイベント広報・参加者募集をパネル展示し、コミュニティ施設を巡回展示します。

募 集

募 集

募 集

参 加 者

参 加 者

参 加 者

開催日時・会場  11月１日㈰　さいたま市文化センター 大・小ホール
 市内で活動している音楽団体（吹奏楽・オーケストラ・ギター・オカリ

ナ・フルート等のアンサンブルなど。また、必ず運営委員を選出できる団
体）

 大ホール：1団体につき5,000円
 小ホール：1団体につき2,000円
 出演団体については、実行委員会で選考のうえ、申込み多数の場合は抽選

により決定します。

応募方法 　市役所文化振興課、各区役所情報公開コーナー、
各公民館、各図書館、さいたま市文化センター
など８月配布予定の出演者募集要項をご覧くだ
さい。

締切日 　8月18日㈫必着
お問合せ 　さいたま市民音楽祭実行委員会事務局
 （公益財団法人さいたま市文化振興事業団）
 048-866-3467

対象・定員

参加費

その他

開催日時・会場  令和3年2月13日㈯・14日㈰　プラザイースト ホール
 11月から公演日までの土日祝日の午後（全25回程度）
 プラザイースト
対象・定員  小学５年生から中学生　若干名、一般20人程度
参加費  一般　15,000円、大学生以下　10,000円
その他  9月13日㈰に演出家他によるオーディションを行います。

応募方法 　往復はがきでお申し込みください。【往信裏】に氏名（ふりが
な）、住所、性別、年齢（学年も）、電話番号、通学している
学校名をご記入ください。

申込み先 　〒336-0932　さいたま市緑区中尾1440-8
 プラザイースト「劇団Liebe新作公演」参加者募集係まで
締切日  8月21日㈮必着
お問合せ 　プラザイースト　048-875-9933

 10月 1日㈭　～ふれあいプラザいわつき
 10月16日㈮　～馬宮コミュニティセンター
 11月 1日㈰　～市民活動サポートセンター
 11月16日㈪　～片柳コミュニティセンター
 活動をPRしたい個人・団体・サークル
 20団体（先着順・定員になり次第締切）
参加費  無料

応募方法 　各コミュニティ施設で、展示申込書をお受け取りになり、応募期間内に各コミュ
ニティ施設窓口へご応募ください。※秋シーズン以降のパネル展も予定してお
ります。

申込み先 　各コミュニティ施設
締切日 　9月15日㈫必着
お問合せ 　各コミュニティ施設（連絡先は、Ｐ10・11に掲載しております。）
 市民活動サポートセンター　048-813-6400

開催日時・
会場

対象・定員

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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練習日時・
会場


