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青島広志（あおしま ひろし）
1955年東京生まれ。東京藝術大学お
よび大学院修士課程（作曲）を首席で修
了。これまでに作曲した作品は200曲
を超える。ピアニスト・指揮者として
の活動も40年を超え、最近ではコン
サートやイベントのプロデュースも数
多くこなしている。テレビ 「題名のな
い音楽会」「世界一受けたい授業」など
に出演。他にもイラストや書籍執筆な
どの仕事も数多く手がけている。東京
藝術大学講師、洗足学園音楽大学客員
教授、日本現代音楽協会、作曲家協議
会、東京室内歌劇場会員。

小野 勉（おの つとむ）
高校一年生の冬、とても可愛らしい先
輩に誘われて、うっかり入ってしまっ
た合唱部。これをきっかけに音楽の道
を選ぶこととなる。2001年第12回奏
楽堂日本歌曲コンクール歌唱部門第３
位入賞。童謡からオペラアリアまで幅
広いレパートリーを持つ。青島広志氏
プロデュースの舞台に多数出演。代表
作には「ペールギュントの大冒険」「青
い鳥」
「幸福な王子」「大好き！ドラキュラ君」
等がある。

作曲家

青島 広志
H I R O S H I  A O S H I M A

テノール

小野　勉
T S U T O M U  O N O

今月のArtist Interviewは11月7日㈯、プラザイーストで開催の
『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」』
へご出演させる青島広志さん、小野勉さんです。コンサートの
プログラムやコロナ禍で思うことなどをお伺いしました。

Artist
Interview
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の作品を演奏します。先生は藝大の音楽学部長をなさっていて、私は
先生の和声学の本を勉強したことが、作曲家になったきっかけでもあ
ります。あとは、秋のオペラアリアですね。小野さんも私も初めて演
奏する曲があります。コンサートのプログラムで一番重要にしている
ことは私たち演奏家も、お客様も飽きないことです。
小野さん――ステージ上には最初から最後まで青島先生がいらっしゃい
ます。先生はお客様を巻き込みながら、終始、楽しい雰囲気づくりと、
テンポのよいトークで気が付いたらコンサートが終わってしまった、
というコンサートになると思います。私も歌に集中してしまうと、歌
い終わり、時々放心状態になることがあります。その時、先生の軽快
なトークでその場を繋いでいただくことがあります。
青島さん――私の天職は司会業かなと思うことがあります。ときにピア
ノの演奏に集中して、または何も話さないスタイルの演奏家もいらっ
しゃいますが、舞台人として寡黙にステージでピアノの前に座り、完
璧な演奏で拍手をいただくよりも、お客様が私の演奏と話で笑顔に
なって、今日のコンサートは楽しかったと言ってくださった方が嬉し
いのです。

コロナ禍の中で世界中の音楽家や文化・芸術のかたちが
変化して行くかも知れない状況ですが、今どのように感じ、
今後どのような活動をされて行きますか？
青島さん――この経験をしている今しか言えことですよね･･･、私たち
は医師でありませんから、病気を制覇することはできません。特効薬
の開発を待つしか、やりようがありません。私はライヴの人間ですか
ら、コンサートを開催したいです。それに私は無観客でカメラの前に
立ち、リアルタイムにお会いできないお客様に向かって演奏できるほ
ど想像力がありません。そんなに強い人間ではありません。目の前に
お客様がいるからこそ、演奏やおしゃべりができる。無観客では空し
いです。このコロナ禍で音楽家たちの中には、もうその活動を止めて
しまう方もいらっしゃる。やがて自然淘汰され、芸術家は減って行く
でしょうね。今後の活動というよりは、コロナ前も今も、この後も私
はその日にできる最高の演奏をしてお客様に喜んでいただく、それだ
けですね。
小野さん――そのうち何とかなるだろうと思いつつ、今は歌を歌う仕事
は難しいですが、あまり思い詰めても仕方がありません。11月7日に
開催される、このコンサートで沢山のお客様に楽しんでいただけるよ
う、準備をして行きます。

読者の皆様へ一言お願いいたします。
青島さん――11月には今より良い状況で開催できることを願います。で
きるだけ多くの方に来ていただいて楽しんでいただきたいと思います。
小野さん――そうですね。11月7日のコンサートで楽しいコンサートを
お届けします。ご来場お待ちしています。

テレビでお馴染みの青島広志さん、ご共演の小野勉さんですが、
ＳａＣＬａで取材をさせていただくことは初めてになりますので、
自己紹介をお願いいたします。
青島さん――私は青島広志と言います。今年で65歳。つまり、普通で
は定年を迎える年になりますが、音楽の世界は、定年はないと聞いて
おりましたから、まだまだお仕事を続けさせていただけると思ってい
ました。しかし今、このコロナ禍で定年と同じような状況になってお
ります。
　　普段は東京藝術大学で講師をしていて、毎朝7時30分に出勤して全
部で27人の先生方へ向け、この先生はコーヒー、この先生へは紅茶、
あちらの先生は糖尿病だから…、と朝のお茶入れをしています。40
年以上勤務していますし、皆さんの好みを把握しているのは私だけで
すが、あと2年ほどで退職する予定です。その他に洗足学園音楽大学
で客員教授をしていますが、今年は『第九』の指揮を振るだけになり
そうです。20代後半からテレビのお仕事もさせていただいています。
しかし、私には特にマネージャーがいませんので、自分で交渉したり、
ときにはFAXの前で回答を待ち続けたり、スケジュール管理は大変で
す。でも今のところ、途切れることなくお仕事させていただけて、有
難いことですが、今は先が見えないこの状況で心配ではあります。
　　専門は作曲です。しかし、作曲家を目指したわけではなく、本当に
なりたかった職業は少女漫画家です。子どもの頃、ピアノ教室へ行き
ますと、そこには沢山の少女漫画が置いてあり、レッスンの順番待ち
をしながらそれらを読みふけっていました。そして、この世界観がオ
ペラなどの音楽に近いなと思いながら、次第に惹かれて行き、今は
音楽と絡めながら、絵や文章を書いています。若いころは40段以上
の五線紙を1日15枚は書けたけれど、今は細かい音符の判別がつきに
くくなったから5枚がせいぜい。いずれ、作曲では役に立たなくなる。
だからこのまま作曲をしていても、この先どのくらい作品が残せるか
考えると、これからは絵や文章の仕事が増えて行きそうです。
小野さん――僕はテノール歌手の小野勉です。青島先生とは何度も共演
させていただいております。40歳ころまではレコード会社に勤務し
ていて、ＮＨＫ学校音楽コンクールや埼玉県吹奏楽コンクールの録音
などの仕事をしていました。母が埼玉県鴻巣市の出身で、子どもの頃
は高崎線に乗って鴻巣駅から母の実家へ遊びに行っていました。

プログラムを構成されるとき、
大切にされていることを教えてください。
青島さん――毎年、いくつかのコンセプトを軸にして約200回のコン
サートを開催していますが、私たちも昨日と同じではつまらない。だ
から毎回必ず違った内容のものをつくるようにしています。
　　先日、某百貨店で鑑賞無料のミニコンサートをやらせていただきま
した。そこには1階中央にホールがあり、90年前から置いてあるパイ
プオルガンで毎月1回、その季節に合った曲を演奏します。6月だっ
たから唱歌『あめふり』を演奏しましたが、このご時世だから集まって
歌うことは憚れます。でも、お客様はマスクの下で小さな声ですごく
嬉しそうに歌っていらっしゃいました。
　　また、この近所のお寺の主催で檀家さんたちのためのコンサートを
開催しました。もともと4月の花祭りに予定されていたコンサートで、
開催が6月になってしまったから春から夏の曲を演奏しました。コン
サートの構成は今のような状況だからと言って肩ひじ張って取り組ん
でいるわけではないし、規模の大・小に関係なく、どのようなときで
あってもお客様に喜んでいただく構成にすることに変わりはありませ
ん。
小野さん――そうですね、頑張ると言いましても力み過ぎないように、
お客様や会場の空気を感じ取りながらコンサートをつくっています。
僕たちもお客様に乗せられて歌ってしまうことがありますし、数か月
間、家に籠っていらっしゃったお客様に楽しい気分になっていただき
たいですね。

プラザイーストで開催される今回のコンサートは
どのようなコンサートになりそうですか？
青島さん――日本には秋の歌が沢山ありますから、まず日本の曲から始
まり、そこから世界の秋の曲。そして、今年はベートーヴェンの生誕
250周年です。ベートーヴェンはピアノ曲も沢山書いていていますか
ら、その代表作をお聴かせします。また埼玉に因んで、下総皖一先生

16ページにプレゼントのお知らせがあります!

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」

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）
横山美奈（ソプラノ）
小野　勉（テノール）

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
友の会料金　2,700円

発売中

青島広志 小野　勉横山美奈
©Gakken.pub
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コロナ禍で隔月にお届けしていた「Friday One Coin Concert」も 
中止が続いておりますが、今回は弦楽四重奏を「動画De Culture」で
お楽しみください。

YouTube 地域プロジェクト　動画 De Culture
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～

2月28日に開催予定だった『SaCLaアーツFriday One Coin Concert』から４ヵ月、動画というかたちにな
りますが、皆様へ弦楽四重奏をお届けすることが出来ました。まだ手探りですが、徐々に演奏活動も再開で
きると嬉しいですね。
今回のことで１つ身に染みたことは、音楽に限らず文化・芸術などを含めたエンターテインメントと呼ばれ
る娯楽は、真っ先に自粛の対象となり、再開は最後になってしまうものだということです。それでもコロナ
禍をポジティブにとらえ、演奏への情熱を高め、こうして今日を迎えられて嬉しかったです。一方でプロの
演奏家は決して楽な仕事ではなく、音楽だけに固執せず、視野を広げ生きるスキルも身に付けなければなら
ないと考えさせられました。
まだこの後も制限された中でのコンサートになってしまうかも知れません。でも、この動画を視聴していた
だき、コロナ終息後に生でお届けできるようになったときには、以前よりも文化が盛り上がるよう、私たち
演奏家も様々なことを仕掛けて行きたいと思っています。次回は生演奏でお会いすることを楽しみにして、
今は『動画De Culture  SaCLaアーツFriday One Coin Concert』をお楽しみください。

ヴァイオリン　吉野 　駿
埼玉県出身。
ジュリアード
音楽院（予科）、
桐朋学園大学
などで学ぶ。
その後、オタ
ワ国立芸術セ

ンター管弦楽団等に在籍し研鑽を積
む。これまでに、JTが育てるアン
サンブルシリーズ、アフィニス夏の
音楽祭等に出演。また全日本学生音
楽コンクール等で入賞。

今日はこのように４人で一緒に生で演奏できて嬉しかったです。
最初はこの自粛生活に戸惑いを感じましたが、意外と直ぐに気持ちを切り替えて、色々と模索しなが
らポジティブに過ごしていました。例えば仲間同士でリモート演奏をしたり、動画でアンサンブルを
試みたり、普段できないことにチャレンジをしてみました。とくにリモート演奏の中では画面の前に
いる方のリクエストに応えるためだけに演奏をするというスタイルに新しい音楽の可能性を感じまし
た。今まで自分の目標に向かって、クラシックばかりを追求してきましたが、コロナ禍でそれを小休
止することになり、自分の中にあった壁が取り払われたような気がして、まだまだ新しいことに挑戦
して行くきっかけになりました。
また、生演奏をお届けできることを期待しつつ、お好きな時にくつろいで聴けるということが動画の
醍醐味です。私たちの動画での演奏をぜひお楽しみください。

ヴァイオリン　京極 朔子
静岡県出身。桐朋学
園大学音楽部門を卒
業し、同大学研究科
を経て、桐朋オ-ケ
ストラアカデミ-を
修了。現在は、プロ
オーケストラへのエ
キストラ出演や、室内楽、ソロ演奏でも活
動の場を広げている。

コロナ前までは毎日いくつものリハーサルとステージをこなし、ずっと走り続けていた生活でし
た。でも、この自粛生活で、お客様の前で演奏する機会がなくなりました。状況が悪化して行く
中でも、音楽を届けたいという強い気持ちもあり、だったら自分ができることをやって行くしか
ないので、仲間とのリモートアンサンブルをSNSなどで発信したり、クラシックやチェロの良さ
を知っていただきたくて、配信アプリを使って演奏配信をしたりしました。それを聴いた方から
のコメントで「感動しました」という書き込みを沢山いただき、発信して良かったなと思いました。
コロナ禍で当たり前のことだったはずが当たり前ではなくなってしまいました。だから、一つ一
つの演奏に今まで以上に心を込めて行きたいと感じました。
つい最近お客様の前で演奏ができる機会があり、演奏後に書き込みではなく、拍手をいただき、
あぁ、やっと戻って来た、と嬉しくなりました。今回は動画での配信となりますが、次回はさい
たま市の皆様へも、生の演奏をお届けしたいです。音楽を聴くと免疫力が上がり寿命が延びるそ
うです。よく食べて、笑って、泣いて、怒って、そして感情を溜め込まないで、更に音楽を聴い
て、コロナに負けない身体になりましょう！

チェロ　黒川 実咲
愛知県出身。桐朋学園大
学音楽学部卒業。2015
年ザルツブルク＝モー
ツァルト国際室内楽コ
ンクール第1位他多数受
賞。小澤征爾主宰のアカ
デミーに参加。東京•春•

音楽祭をはじめ宮崎、北九州、上海、ラヴェン
ナなど国際音楽祭に出演。
クァルテット奥志賀メンバー。チェロを中島顕、
倉田澄子、山崎伸子の各氏に師事。
現在、東京フィルハーモニー交響楽団委託契約
団員フォアシュピーラー。

オーケストラでの活動は忙しくて、毎日必死で過ごしていました。でも目の前に演奏会という目標がないと、
モチベーションが維持できなくなるものですね。でも、それなら身体を休めることも大事かなと思い、買っ
たままになっていた本を読んだり、CDを聴いたりして過ごして自身のメンテナンスをしていました。
東フィルは6月から定期演奏会を再開しましたが、ソーシャルディスタンスに配慮し、弦楽器はそれぞれ距
離を空け、管楽器の間にはアクリル板を立てた4カ月振りのステージでした。また演奏者は本番直前までマ
スクの着用をし、お客様の座席数を半数にしてのコンサートになりました。
今なお医療従事者のコロナと戦い続けている方々に感謝をしながら、僕らは音楽の力を信じて、感染のリス
クを避けながら、今できることをやって行くしかないです。僕もリモート演奏もしましたが、やはり今日、
生で演奏して、生の素晴らしさには叶わないと感じました。こんな時代ですが、僕たちができることを一つ
ひとつ探って行き、少しずつ立ち上がって行きたいです。今回は生でお届けすることができませんが、動画
を視聴していただき、心の栄養にしていただければ嬉しいです。

ヴィオラ　加藤 大輔
長野県出身。
洗足学園音楽
大学を首席で
卒 業。2005
年に群馬交響
楽団に入団。
2015年より
東京フィルハーモニー交響楽団副首
席奏者。ヴィオラを加藤晃、武生直
子、岡田伸夫の各氏に師事。
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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。

中村雅俊 CONCERT TOUR ２０２０
「ON and ON」Vol.４

10月24日土　開演 16：00
市民会館おおみや　大ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

6,600円（全席指定）　未就学児不可
中村雅俊

8月21日（金）10：00より発売開始
毎年好評のコンサートツアー「ＯＮ ａｎｄ ＯＮ」第
４弾!ドラマ・舞台・歌手と多岐にわたり活躍を続
ける中村雅俊。特別な空間、日常から離れたひ
と時をお楽しみください。※SaCLa７月号に掲載
がありましたが、発売日が変更になりました。

和太鼓演奏会

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

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

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

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）

※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）

・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。

10月23日金　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）

500円（全席指定）　未就学児不可

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～
9月5日（土）10：00より発売開始

【演奏予定曲目】ラフマニノフ／幻想小品集Ｏｐ.3より前奏曲“鐘”・
チャイコフスキー／四季より　10月　秋の歌・ショパン／前奏曲Ｏ
ｐ.28より　雨だれ・リスト／ハンガリー狂詩曲第6番　他
※全席自由の予定でしたが全席指定に変更となります。
※4月17日（金）の延期公演となります。

島貫愛

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。 52020/9



立川談慶・月亭方正二人会

11月14日土　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）

3,000円（全席指定）　未就学児不可

9月12日（土）10：00より発売開始

さいたま市南区在住の落語家・立川談慶と月亭方正による落語二人
会を開催します。

先行予約日　9月10日木10：00より発売開始

第３７回ボニージャックスコンサート
inさいたま2020

11月７日土　開演 14：00
彩の国さいたま芸術劇場
問合せSaCLaインフォメーションセンター3048-866-4600（9:00〜17:00）

4,000円（全席指定）　未就学児不可

童謡・唱歌・抒情詩・世界の民謡を歌います。『青春』の情景を思い
浮かべながらお楽しみください。

ボニージャックス

9月5日（土）10：00より発売開始

プレミアクラシックｖｏｌ.10
生演奏でおくる音楽影絵劇「ピーター・パン」

12月13日日　開演 14：30
プラザイースト　ホール
3048–875-9933（9:00〜21:00）

大人2,000円　小学生以下1,500円（全席指定）
3歳以上有料2歳以下入場不可

世界中で愛されている名作「ピーター・パン」の舞台を生演奏と「影絵劇
団かしの樹」の美しい影絵劇でお送りします。【演奏】ドルチェ・ヴィータ
浦畠晶子（ピアノ）・石井啓太（バイオリン）・萬代裕子（チェロ）

9月12日（土）10：00より発売開始

ＳａＣＬａアーツ　ワンコインコンサート
～和楽器の調べ～

11月７日土　開演 14：00
市民会館おおみや　小ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

500円（全席指定）　未就学児不可

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、筝・尺八・三味線のハーモニーをお楽しみください。

9月19日（土）10：00より発売開始

立川談慶 月亭方正

サイタマティック
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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

申込受付中

上原真佐輝 望月秀幸

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（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

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

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。

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.36

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。

【申込み方法】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

９月26日土　開演 18：00
さいたま市文化センター多目的ホール

当日先着順・無料　定員 50人

「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

ⒸSUPERKIDS

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。

発売中

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

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。

開催中止

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。 72020/9



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
ラッピングコーディネーター講座 日程 9月23日〜11月25日（毎週水曜日）　19:00～21:00（全10回）

会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区「ラッピングコーディネーター」資格取得を支援する講座を開催します
費用  12,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（中学生を除く、15歳以上）の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 9/9㈬
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

初めての色鉛筆画を楽しむ講座 日程 9月28日月・10月5日月・12日月・19日月　14:00～16:00（全4回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区初心者を対象に、色鉛筆画の基礎を学ぶ講座を開催します

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（中学生を除く、15歳以上）の方　　定員  17人　　申込み  往復はがき・締切 9/9㈬
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

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

能入門講座 日程 10月1日木・15日木・22日木・29日木・11月5日木　14:00～16:00（全5回）
会場 氷川の杜文化館 大宮区能についての一般的な知識や実技等を学びます

費用  1,000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 9/8㈫
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

茶道入門講座 日程 10月2日金・9日金・16日金・23日金　10:00～12:00（全4回）
会場 恭慶館 浦和区和やかな雰囲気の中で、親しみながら学べる茶道入門講座を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 9/8㈫
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

着付け＆礼法講座 日程 10月3日土・10日土・17日土　13:30～15:30（全3回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区着付けと礼法を学ぶ講座を開催します

費用  1,000円　　 対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の女性　　 定員  15人　　 申込み  往復はがき・締切 9/15㈫ 　　 その他  持ち物：着物又は浴衣一式　詳しくは、高鼻コミュニティセンターまで
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

木彫りで作る仏頭講座 日程 10月8日〜12月24日（毎週木曜日）　14:00～16:00（全12回）
会場 プラザウエスト 桜　区木彫りの仏頭を作る講座を開催します

費用  5,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  6人　　申込み  往復はがき・締切 9/15㈫
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
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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。

写経体験会 日程 10月11日㊐ 14:00～16:00（全1回）
会場 光秀寺 岩槻区近隣のお寺で写経体験を行います

費用  800円　　対象  市内在住・在勤・在学（中学生以上）の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 9/18㈮　　その他  ※現地集合解散
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

季節の折り紙講座　秋冬編 日程 10月12日月・19日月・26日月
　　 ①13:30～14:30 ②15:00～16:00（各全3回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区季節に合わせて、折って楽しい、見て楽しい折り紙の講座を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  各8人　　申込み  電話・9/23㈬ 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

トールペイント講座 日程 10月15日木・22日木・29日木・11月5日木・12日木 9:30～11:30（全5回）
会場 大宮工房館 大宮区トールペイントの技法を学び、日常使いの小物を作ります

費用  4,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  16人　　申込み  来館・10/1㈭ 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

お茶のみ落語 日程 10月16日金 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区お茶をのみながら気軽に楽しめる落語会を開催します

費用  500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 9/15㈫
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

大人のペン習字講座 日程 10月24日〜12月5日（11月21日を除く、毎週土曜日） 10:00～12:00（全6回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区年賀状等、日常生活に役立つペン習字の基礎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（20歳以上）の方　　定員  17人　　申込み  往復はがき・締切 9/30㈬
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

岩槻の工芸／木目込み人形講座 日程 11月25日水・12月2日水 13:30～16:30（全2回）
会場 市民会館いわつき 岩槻区人形のまち・岩槻が誇る伝統工芸品/木目込み人形を制作する講座を開催します（作品は、来年の干支・丑です）

費用  2,200円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  20人　　申込み  来館又は電話・9/8㈫ 10:00～
問合せ・受付  〒339-0052 さいたま市岩槻区太田3-1-1 市民会館いわつき　☎︎ 048-756-5151

　暮らしと社会
認知症サポーター養成講座 日程 10月3日土 10:00～11:30（全1回）

会場 下落合コミュニティセンター 中央区認知症についての知識を学び認知症の人や家族を応援する講座です
費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  30人　　申込み  来館又は電話・9/5㈯ 10:00～
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　和・洋・中の料理を作ろう 日程 10月4日㊐・25日㊐・11月1日㊐ 10:00～12:00（全3回）
会場 プラザウエスト 桜　区家庭で手軽に作れる和・洋・中の料理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  8人　　申込み  往復はがき・締切 9/15㈫
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

認知症サポーター養成講座 日程 10月11日㊐ 14:00～15:30（全1回）
会場 ふれあいプラザいわつき 岩槻区認知症の基礎知識から認知症の方への対応方法について学ぶ講座を開催します

費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  20人　　申込み  来館又は電話・9/5㈯ 10:00～
問合せ・受付  〒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

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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　スポーツ・健康づくり
初心者太極拳講座 日程 9月8日㊋・15日㊋・29日㊋・10月6日㊋ 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

いきいき体操講座 日程 10月6日㊋・13日㊋・20日㊋ 10:00～12:00（全3回）
会場 西与野コミュニティホール 中央区呼吸を楽にするストレッチや、表情筋を鍛える講座を開催します

費用  500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 9/15㈫
問合せ・送付先  〒338-0005 さいたま市中央区桜丘2-6-28 西与野コミュニティホール　☎︎ 048-854-8584

血流改善！健康体操講座 日程 10月21日水・11月18日水・12月16日水・
　　 令和

３年1月20日水・2月17日水 ※毎月第3水曜日
　　 ①13:30～14:50 ②15:10～16:30（各全5回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区

柔軟性と筋力を高める健康維持を目的の講座です

費用  1,600円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  各15人　　申込み  往復はがき・締切 9/18㈮　　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

　子ども・子育て・親子の時間
子どもタイルアート教室 日程 10月4日㊐ 10:00～12:30（全1回）

会場 プラザイースト 緑　区植木鉢にタイルを貼付けオリジナル作品を作ります
費用  800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・締切 9/12㈯
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

親子ウクレレ教室 日程 10月18日㊐　①11:00～12:00 ②14:00～15:00（各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区親子で一緒に楽しくウクレレを演奏しましょう

費用  1組1,500円　　対象  市内在住・在学の①小学1～3年生、②小学4～6年生とその保護者　　定員  各15組30人
申込み  往復はがき・締切 9/26㈯　　その他  参加希望時間（①・②）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

地域いもほり体験講座 日程 10月24日土 9:00～12:00（全1回）
会場 美園農園 緑　区近隣の農園で芋掘り体験と焼き芋を行います

費用  1組1,500円　　対象  市内在住・在学の小学生とその家族　　定員  8組32人（※1組4人まで可能）　　申込み  往復はがき・締切 9/23㈬　　その他  ※現地集合解散
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

和太鼓体験会 日程 11月8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
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

日本舞踊家
花柳 時寿京

毎年夏休みになると、この氷川の杜文化館で祖母・花柳時寿朗が子どもたちのための講座を担当
させていただいております。私も何度か講師として立ち合い、その折に浴衣を着慣れないはずの
子どもたちが学ぼう、そして楽しもうとする意欲にとてもうれしく、驚いたことを覚えておりま
す。そして、このお稽古のために2、3時間付き添われ、その姿を見守る保護者の方たちの熱心
さを有難く思っておりました。ところが今年、子どもたちはコロナのために思いきり外で遊び、
様々な体験をする機会を奪われてしまいました。平常時ならば、夏休みで好奇心旺盛なはずの
子どもたちの大切な時期。私にも何か出来ないかと居たたまれなく思ったとき、この「動画 De 
Culture」のお話しをいただき、講座の振替のようなことができれば、と今日は楽しく撮影に挑
みました。
例年のように講座で子どもたちと一緒にお稽古をしたかったのですが、文化や芸術は、人の暮ら
しの基本である衣・食・住や健康、安全が保障されて初めて成り立つもの。コロナ終息の出口が見
えないのならば、私たちは新しいかたちを模索
して、発信して行くべきだと思っています。
私自身は子どもの頃、さいたま市の子ども文化
祭へ出演したことがあり、とても良い思い出と
なっております。どうぞ、この先も伝統文化の
灯を守り続けていただけますと嬉しいです。そ
して今年の夏休みは「動画 De Culture」を親子
で視聴していただき、来年は是非一緒にお稽古
できることを願っております。

YouTube 地域プロジェクト　動画 De Culture
氷川の杜文化館「子ども日本舞踊体験」

幼少より祖母・花柳時寿朗のもと
で日本舞踊を始める。東京藝術大
学音楽学部邦楽科日本舞踊専攻卒
業。同大学院修士課程修了。日本

舞踊協会会員。日本舞踊家集団〈藝〇座〉所属。放送大
学埼玉学習センター講師。氷川の杜夏休みこども教室
講師。

「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 
クリックしてご覧ください

講師

YouTube地域プロジェクト「動画 De Culture」の第三弾は、氷川の杜文化館「子ど
も日本舞踊体験」にご出演いただいた、日本舞踊家の花柳時寿京さんです。全５回
シリーズで着物のことや、作法、最終回は『パプリカ』」1分ver.に挑戦します。収録後、
時寿京さんからメッセージをいただきました。

112020/92020/910



パソコンWord講座 日程 9月29日㊋・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

知って得する！社会保険労務基礎講座 日程 10月20日〜令和
３年3月3日（11月3日・4日、12月1日・2日・29日・30日、

　　 令和3年1月5日・6日、2月23日・24日を除く、毎週火・水曜日）
　　 19:00～21:00（全30回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区

社会保険労務の基礎を学び、法改正のポイントを解説

費用  9,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  25人　　申込み  往復はがき・締切 9/15㈫　　その他  費用はテキスト代込み
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

Excel初級講座 日程 10月22日木・23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Excel操作でよく使う機能を幅広く学ぶ

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤で文字入力のできる方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 9/17㈭　　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

Excel中級講座 日程 10月24日土・25日㊐ 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Excel操作に慣れた方でビジネスシーンに必要とされる機能を学ぶ

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤でSUM関数のできる方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 9/18㈮　　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

日本舞踊家
花柳 時寿京

毎年夏休みになると、この氷川の杜文化館で祖母・花柳時寿朗が子どもたちのための講座を担当
させていただいております。私も何度か講師として立ち合い、その折に浴衣を着慣れないはずの
子どもたちが学ぼう、そして楽しもうとする意欲にとてもうれしく、驚いたことを覚えておりま
す。そして、このお稽古のために2、3時間付き添われ、その姿を見守る保護者の方たちの熱心
さを有難く思っておりました。ところが今年、子どもたちはコロナのために思いきり外で遊び、
様々な体験をする機会を奪われてしまいました。平常時ならば、夏休みで好奇心旺盛なはずの
子どもたちの大切な時期。私にも何か出来ないかと居たたまれなく思ったとき、この「動画 De 
Culture」のお話しをいただき、講座の振替のようなことができれば、と今日は楽しく撮影に挑
みました。
例年のように講座で子どもたちと一緒にお稽古をしたかったのですが、文化や芸術は、人の暮ら
しの基本である衣・食・住や健康、安全が保障されて初めて成り立つもの。コロナ終息の出口が見
えないのならば、私たちは新しいかたちを模索
して、発信して行くべきだと思っています。
私自身は子どもの頃、さいたま市の子ども文化
祭へ出演したことがあり、とても良い思い出と
なっております。どうぞ、この先も伝統文化の
灯を守り続けていただけますと嬉しいです。そ
して今年の夏休みは「動画 De Culture」を親子
で視聴していただき、来年は是非一緒にお稽古
できることを願っております。

YouTube 地域プロジェクト　動画 De Culture
氷川の杜文化館「子ども日本舞踊体験」

幼少より祖母・花柳時寿朗のもと
で日本舞踊を始める。東京藝術大
学音楽学部邦楽科日本舞踊専攻卒
業。同大学院修士課程修了。日本

舞踊協会会員。日本舞踊家集団〈藝〇座〉所属。放送大
学埼玉学習センター講師。氷川の杜夏休みこども教室
講師。

「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
クリックしてご覧ください

講師

YouTube地域プロジェクト「動画 De Culture」の第三弾は、氷川の杜文化館「子ど
も日本舞踊体験」にご出演いただいた、日本舞踊家の花柳時寿京さんです。全５回
シリーズで着物のことや、作法、最終回は『パプリカ』」1分ver.に挑戦します。収録後、
時寿京さんからメッセージをいただきました。
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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。

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。

2020/9 11



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
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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� 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�

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�
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�
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�

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�
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�

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�
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�
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�

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
9月の休館日…14日・28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
9月の休館日…14日・28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
9月の休館日…9日・23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
9月の休館日…7日・14日・28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
9月の休館日…7日・14日・23日・28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
9月の休館日…7日・14日・23日・28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��

※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�
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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
9月の休館日…23日

案内図�
3０４８⊖８３５⊖７４５０　6０４８⊖８３５⊖７４５３
恭慶館

〒330⊖0061　さいたま市浦和区常盤9⊖30⊖5
9月の休館日…7日・14日・23日・28日

案内図�

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�

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�

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�

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設

★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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ホール

イベントカレンダー 9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/8/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

6日 稲川淳二の怪談ナイト 市民会館おおみや
大ホール 17:00 販売予定枚数終了

5,600円（全席指定）

KMミュージック　
045-201-9999
（月～金11:00～18:00
土日祝休）

11金
サンクト・ペテルブルク音楽会館
「芸術の大使館」
ヴァイオリン＆オーボエとピアノコンサート

さいたま市文化センター
小ホール 18:30 2,500円（全席指定）

株式会社ロシアン・アーツ
担当  荒井雅子
03-5919-1051
（平日11:00～16:00）

12土 浦和民謡協会
第86回民謡民舞大会

プラザイースト
ホール 10:00 入場自由・無料 担当  柿堺一二三

048-881-0478

26土

東京大衆歌謡楽団コンサート プラザイースト
ホール 14:00 販売予定枚数終了

3,000円（全席指定）
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.36

さいたま市文化センター
多目的ホール 18:00 当日先着順・無料 さいたま市文化センター

048-866-3171

美園コミセンまつり
美園
コミュニティセンター
多目的ホール

10:00 観覧自由・無料 美園コミュニティセンター
048-764-8810

27日 美園コミセンまつり
美園
コミュニティセンター
多目的ホール

10:00 観覧自由・無料 美園コミュニティセンター
048-764-8810

開催中止

14 2020/9

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

９月１火
▼

９月12土
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～

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

048-887-6565

９月１火
▼

９月15火
龍文の会「版画展」 大宮工房館

いこいの展示コーナー 10:00▶17:00 入場自由・無料 大宮工房館
048-645-3838

９月９水
▼

９月15火
第26回大宮支部会写真展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00
9日は13:00から
15日は15:00まで

入場自由・無料
埼玉読売写真クラブ
大宮支部会
担当  浜野弘治
090-6022-6456

９月16水
▼

９月27日
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～

東大宮
コミュニティセンター 9:00▶17:00 入場自由・無料 東大宮コミュニティセンター

048-667-5604

９月24木
▼

９月27日
第10回木洋会油絵展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
24日は13:00から 入場自由・無料

木洋会
担当  矢部雅章
048-824-1449

９月30水
▼

10月4日
第18回「精錬書展」 さいたま市文化センター

展示室

30日は
14:00▶20:00

10月1日~10月3日は
9:00▶20:00
10月4日は
9:00▶17:00

入場自由・無料 書道研究　精錬社
048-295-7588

※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



チ ャ レ ン ジ

Challenge

「第２０回さいたま市民音楽祭｣ 出演団体募集
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？

募 集
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（今年度に限り、吹奏楽・オーケストラ・ギ

ター・オカリナ・フルート等の器楽のみ。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
などで配布している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

エ ッ セ イ

Essay
～子育て編～「ファミリーディスタンス」

　まだまだ収束しないコロナ禍です。しかし、世界に類のない日本の感染率の
少なさは様々な要因があるでしょうが、皆がマスクを付け、ソーシャルディス
タンスを取るなどの行動を意識的に行ったことが大きいのではないかと思って
います。
　教育でも「ディスタンス」が大きな要素になります。子供は親からいずれは自
立します。自立すれば親の目の届く範囲から子供はいなくなります。自立を目
指すのが「教育」の目的ですから、子供の姿が見えなくなることは歓迎すべきこ
とです。しかし、親としてはいつ離れればよいのか、それは見放すことになる
のではないか等と不安です。そこで考えていただきたいのはソーシャルディス
タンスならぬ「ファミリーディスタンス」なのです。
　生まれたばかりの赤ちゃんは保護者の手の中でしか生きることはできません。しかし、それからハイハイ、そしてよちよ
ち歩きと子供たちは保護者の手を離れて自分の意思で動くことができるようになってきます。そんな時、保護者が子供の意
志に反して違うところに連れて行ってしまったらどうでしょうか。もちろん危険が迫っている時などは別ですが、そのよう
なことを繰り返していると子供は自分で道を切り開くことを諦めてしまいます。子どもの為によかれと思ってやっているこ
とが逆効果になってしまうのです。
　子供は自分の力でできることをいつも探しています。赤ちゃんの時は親子が一体だとしても、ハイハイやよちよち歩きに
なったら保護者は直ぐに手を出せるところにいながらも子供との距離は取る必要があります。小学校、中学校と進んでいけ
ば更に親との距離を取らなければなりません。子どもが大きくなれば心配事も増えてきますが、子供の成長によってその距
離をだんだん長くしていく必要があるのです。親離れより子離れが難しいといわれる時代、コロナ禍という大変な中ですが
自立を生むファミリーディスタンスについて考えるよい機会にしてみてはいかがでしょうか。

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。

■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）
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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

劇団Liebe（リーベ）新作公演！
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。

チ ャ レ ン ジ

Challenge

募 集
参 加 者

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

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～
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
参 加 者

 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。

 ※先着20団体まで、数に達した時点で受付終了となります。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、Ｐ12・13に掲載してあります。）
 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
扌

今月号の表紙を飾る『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」』に
出演される青島広志さんのサ
イン色紙を抽選で4名様にプ
レゼントします。
※絵柄は選べません。

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⑥9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

「青島広志 サイン色紙」プレゼント係までご応募
ください【締切:9月12日（土）必着】。当選者の発
表は、情報誌SaCLa12月号にて行います。

応
募
方
法
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練習日時・
会場


