
（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11月8日（日）さいたま市文化セン
ター（小ホール）で開催される『こども伝統芸能まつり「学ぼ
う！伝えよう！日本の芸能　さいたま狂言』にご出演される
能楽師の善竹大二郎さんです。公演の見どころや狂言の楽し
み方、海外公演でのエピソードなどをお伺いしました。
（この公演は未就学児以下のお子様は、入場無料の公演です。）

Artist
Interview

能楽師 大蔵流狂言方

善竹大二郎
 Z E N C H I K U  D A I J I R O

1981年生　善竹十郎の次男
父及び祖父故善竹圭五郎に師事

3歳から稽古を始め、5歳の時『靱猿』の小猿役で初舞台。
後に「末広がり」「千歳」「那須」「三番三」「釣狐」を披く。

東京を中心に活動し、全国幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、
大学にて、狂言の普及に尽力する。海外公演も多数参加。

駒澤大学文学部国文学科卒
駒澤大学外部講師
善之会主宰
一般社団法人善竹狂言事務所代表理事
公益社団法人能楽協会東京支部会員
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自宅の新築のために、三人の召使いに「山に切っておいてある三
本の木を各自2本ずつ持って帰れ」と命じる『三本の柱』にしまし
た。子どもたちには謎解きのようなところを楽しんでもらいた
いです。この果報者を演じる※2大蔵吉次郎、召使いは※3大蔵彌太
郎、※4基誠、※5教義で3人の息の合った狂言は見どころの一つで
す。終盤に3人謡いに合わせ、果報者がリズムに乗って舞い、最
後に笛のシャギリで留めます。賑やかでおめでたい雰囲気を感じ
取れると思いますよ。『盆山』は盆栽のもとになったと言われてい
ます。さいたま市は盆栽が有名ですよね。学校の狂言教室などで
よく『柿山伏』が披露されていますが、この曲目とお話の筋が似て
いるところがあり、子どもたちも分かりやすいと思います。出演
は和泉流の奥津健太郎さんと野口隆行さんです。奥津さんは以
前、さいたま市文化センターで大島輝久さんが企画をされた会に
出演なさっていて、さいたま市にご縁のある方です。折角の機会
ですから、大蔵流と和泉流の両派をご覧になっていただき、その
違いも楽しんでいただきたいなと思い、企画をさせていただきま
した。『菌』は「キン」と読むのではなく「くさびら」と読みます。和
泉流では『茸』と表記しますが、どちらも「キノコ」の意味です。今
は「キン」って言いますと、コロナ菌を連想させてしまうかも知れ
ませんね。もちろん、『菌』をコロナ菌に見立てて鑑賞しても面白
いと思います。狂言はこう見なくてはいけないと言う決まりは無
いから、お客様が好きなように観て、好きなように感じて、楽し
んでください。お客様がどのように解釈してくださるか、演者と
してもそれが、楽しみのひとつです。かつて『菌』を観た外国人は
「まるでベトナム戦争を見るようだ」と言ったことがあるそうです。
それくらい、自由な発想で鑑賞していただけると嬉しいです。

読者の皆さまへ一言お願いします。
　今年の舞台は中止や延期が続いていますよね。11月8日のこの
公演が文化や芸術が再生する良い意味での起爆剤のひとつになっ
てくれることを願います。だから公演を盛り上げるため能楽師を
はじめ囃子方、出演者はスゴイ意気込みで制作と稽古に取り掛
かっていますよ。和泉流と大蔵流の競演もあり、これは二度とみ
られない配役です。一期一会の能舞台を親子で是非、ご鑑賞くだ
さい。

自己紹介をお願いします。
　能楽師大蔵流狂言方・善竹大二郎です。祖父の故・善竹圭五郎、
父・十郎に3歳から師事し、5歳のとき『靭（うつぼ）猿』の子猿役で
初舞台を踏みました。私が稽古に励むと祖父と祖母はとても喜ん
でくれました。父は厳しい存在でしたが、尊敬しています。祖父
や父の舞台を見て、子どもながらに格好いいなと思っていました。
小学生の時、学校で狂言を披露すると、友だちに真似されて、か
らかわれたり、反抗期で迷ったりしたこともありましたが、祖父
たちの舞台が拍手喝采で包まれると、それが誇らしくて、私もあ
んな能楽師になりたいと、狂言の世界に魅了され続け、今日に至
ります。

狂言の魅力はどのようなところですか？
　狂言の本質は「笑い」や「おかしみ」にあり、中世の庶民の日常や
説話、おごり高ぶっている傲慢な人の失敗話を風刺して、人間の
習性をするどく切り取って対話や仕草で表現します。現代でも似
たようなことが起こったり、自分に置きかえてクスッとなったり、
思わず「それ、ある、ある。」と言ってしまうような普遍的な笑い
が魅力のひとつだと思います。また曾祖父・※1彌五郎のモットー
は舞台を観て笑って、家に帰って、ふと思い出しても笑っていた
だけることで、善竹家が大切にしているところです。また言葉を
越えて、身振り手振りで外国人にも笑っていただけるところも狂
言の魅力です。

狂言の「笑い」は外国人にも分かっていただけますか？
　分かってくださいますよ。でも日本人の控え目な笑いとは違い
ますね。海外公演で大爆笑されたことがありました。
　それは2008年、ご縁あって日本人ブラジル移民100周年記念
公演に父と叔父の忠重とその弟子の4人で出演させていただいた
公演です。飛行機を乗り継いで27時間、会場はブラジル、マナ
ウスという都市のアマゾナス劇場です。1896年に造られた、イ
タリア・ルネッサンス様式のオペラハウスで優雅で歴史のある建
物でした。台詞は大きなスクリーンにプロジェクターでポルトガ
ル語が投影されていましたが、500人位の2階席のあるホールで
したから、後方のお客様にまで字幕がハッキリとは見えません。
ところが会場は笑いの渦に包まれ、笑い過ぎて息が出来ないと退
場されたお客様もいたそうです。あれほどの熱気は未だ味わった
ことがありません。本当に大爆笑でしたよ。
　また2016年、非営利団体Noh societyからの依頼で「ハート
オブ狂言」というワークショップをニューヨークでやらせていた
だきました。そこでは演者としてだけでなく、装束の着付けから
能舞台のウンチクや歴史、スピリチャルな面まで、狂言を掘り下
げて知ってもらう講義なども行いました。いちからワークショッ
プを創ったことは今後の活動への自信へと繋がりました。

今回も第1部がワークショップですね。第2部の曲目は素囃子
『神楽』、狂言『三本の柱』、『盆山』、『菌』とお伺いしていま
すが、さいたま狂言がさらに楽しく鑑賞できる仕掛けや公演
の見どころを教えてください。
　まず、子どもたちが観て・聴いて・楽しめる「子ども伝統芸能ま
つり」にしたいなぁと思い、私と同世代の能楽師や囃子方たちへ
相談をして、出演のお声掛けをしました。
　第1部のワークショップは若手囃子方グループにお手伝いをいた
だきます。文化庁巡回公演などでも活躍されているおシテ方から
好評があり、日頃よりワークショップを開催している囃子方です。
　第2部の始め、素囃子は高安流・大鼓方の佃良太郎君に相談を
して、疫厄終息を祈願し、曲調に抑揚がある『神楽』にしました。
狂言の終わり方（留め）は「やるまいぞ、やるまいぞ」と追い込んで
留める「追い込み留」、叱りつけて終わる「叱り留め」、大笑いで留
める「笑い留め」など様々ありますが、私はその中で笛のシャギ
リで留める「社切り留め」が好きです。社切り止めで有名な『末広
がり』という大変おめでたい曲目がありますが、今回は果報者が

16ページにプレゼントのお知らせがあります!

子ども伝統芸能まつり
「学ぼう!伝えよう!日本の伝統芸能　さいたま狂言」

【第１部】狂言のワークショップ
【第２部】狂言親子鑑賞会
素囃子『神楽』　狂言『三本の柱』
狂言『盆山』　狂言『菌』
【解説】善竹大二郎（大蔵流）

11月８日日　開演13：00（第１部）15：00（第２部）
さいたま市文化センター　小ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

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

9月26日(土)10：00より発売開始
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先行予約日　9月23日水10：00より発売開始

※１　善竹彌五郎は狂言界で初の人間国宝。昭和期、関西の能・狂言界を代表する名人。
※２　大蔵吉次郎と　※３　大蔵彌太郎（大蔵流第二十五代宗家）は兄弟で父（善竹十

郎）のいとこ。
※４　基誠は彌太郎次男、※５　教義は吉次郎の長男。



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）

※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15ページをご覧ください。

スティールパン
コンサート

12月６日日　開演 14：00
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）
３歳以上有料、２歳以下膝上無料

10月5日（月）10：00より来館にて発売開始
カリブ海に浮かぶ島国トリニダード・トバゴからやってきたスティールパン。２０
世紀最大の楽器発明と呼ばれる、ドラム缶が素材とは思えないこの楽器の魅
力的な音色と音楽をお届けします。※１０月６日（火）から電話受付も可能

浦和大学教授
出口雅生

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

松山バレエ団
マリーヌと楽しむ「くるみ割り人形」
9月17日（木）10：00より発売開始

松山バレエ団による「くるみ割り人形」の公演を開催します。
【主演】佐藤明美・山川晶子・峠田慎太郎・本多裕美

11月28日土　開演 14：30
さいたま市文化センター
大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

一般Ｓ席6,000円Ａ席4,500円
中学生以下Ｓ席・Ａ席4,000円
（全席指定）　3歳以上有料、2歳以下入場不可

ⒸＡ・Ｉ

ＳａＣＬａアーツ　ワンコインコンサート
～和楽器の調べ～
９月１９日（土）10：00より発売開始

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。

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

サイタマティック

スギテツ　クラシックを遊ぶ
ファミリーコンサート
9月19日（土）10：00より発売開始

クラシックで笑顔を創るデュオ・スギテツが鉄道の街さいたまにやっ
てくる！おなじみのメロディと掛け合わせた、ユニークなクラシック
の名曲の数々など参加して楽しいステージをお届けします。

10月24日土　開演 14：00
プラザウエスト　さくらホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

一般1,800円
中学生以下1,200円（全席指定）
３歳未満不可

スギテツ
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クリスマスワンコインコンサート 10月10日（土）10：00より発売開始

12月５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）　未就学児可　３歳以下膝上無料

ピアニストの荒井美沙樹とサクソフォニストの戸村愛美をお迎えし
て、クラシックの名曲やクリスマスソングをお届けするワンコイン
コンサートを開催します。【演奏予定曲】主よ人の望みの喜びよＢ
ＭＶ．147、星に願いを、樅の木 Ｏｐ．75－5 他

戸村愛美（サックス）荒井美沙樹（ピアノ）

先行予約日　10月９日金10：00より発売開始

東京フィルハーモニー交響楽団
年末特別演奏会inさいたま

12月26日土　開演 15：00
さいたま市文化センター　大ホール
問合せSaCLaインフォメーションセンター3048-866-4600（9:00〜17:00）

S席4,000円　A席3,500円（全席指定）　未就学児不可

１０月１０日（土）10：00より発売開始

一年を締めくくるコンサートは名曲と共に。東京フィルハーモニー
交響楽団による演奏を三ツ橋敬子の指揮でお楽しみください。【演
奏予定曲】モーツァルト/アイネ・クライネ・ナハトムジーク　ドヴォ
ルザーク/交響曲第９番「新世界より」

友の会料金　S席3,700円　A席3,200円
先行予約日　10月8日木10：00より発売開始

©上野隆文

三ツ橋敬子
©大杉隼平

東京フィルハーモニー交響楽団

TSUKEMEN CONCERT つなぐおと
with JITAN CLASSIC

人と人の絆を、過去と未来をTSUKEMENが音で繋ぐ。明日への
希望を奏でるWヴァイオリンとピアノによる生音コンサート。今
年生誕250周年を迎えたドイツの巨匠ベートーヴェンの「運命」
など、NEWアルバム「JITAN CLASSIC」を中心にお届けします!!

10月10日（土）10：00より発売開始

TSUKEMEN
左から
KENTA 

（ヴァイオリン）
SUGURU 

（ピアノ）
TAIRIKU 

（ヴァイオリン・ヴィオラ）

12月６日日　開演 15：00
さいたま市文化センター　小ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

3,800円（全席指定）　未就学児不可

友の会料金　3,600円
先行予約日　10月8日木
10：00より発売開始

コロナは世界中の人間の気力を奪い、経済を壊しました。本当に大変
なのはこれからかもしれません。
連日のネガティブニュース、マスコミに煽動され、人々は絶望しました。
僕も「とんでもないことになったなぁ」と呟きながら、生涯忘れる事の
できない自粛期間を過ごしました。
でも色々発見もありました。
自粛期間中は魚を捌けるようになりました。普段意識できなかった食
への見識が広がりました。
人生においても自分の進むべき道も、うっすらと見えて来ました。
普段だったら忙殺されて目を向けられなかった場所に目が行きました。
「迷ったら、一度立ち止まって考えたらいいよ」という言葉は本当に立
ち止まるまで心に落ちて来ませんでした。
SNSから発信される道徳のトレンドがいかに移ろい、世間が右向け右
かも知りました。
大切なのは自分の頭で考え、行動する事。
大変なのは当たり前だけど、その中から得られるものに目を向けない
のはあまりに勿体ない。
ツアーができていたのも何年も昔のようです。
今世界は変わりました。
コンサートにおいて、どれだけ検温な除菌、ソーシャルディスタンス
を徹底してもリスクが付き纏います。
リアクションも取りづらいと思います。でも、当日来てくださる「あ
なた」の為にTSUKEMENは全力で最高の音楽を届けます。
素敵な空間を一緒に創り上げましょう！

TAIRIK

TSUKEMEN・TAIRIKさんからコメントをいただきました。

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。 52020/10



トルヴェール・ディスカヴァリーズ！

令和
３年  １月11日月・ 　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）

3,800円（全席指定）　未就学児不可

10月17日（土）10：00より発売開始

～サクソフォンの、四重奏の、そして、音楽の愉しさ、大発見! ～
結成から３０年以上、今もなおトップを走り続けるサクソフォン・レ
ジェンド!サクソフォン四重奏の魅力をトルヴェールとともに発見!

友の会料金　3,600円
先行予約日　10月15日木10：00より発売開始

トルヴェール・クヮルテット（サクソフォン四重奏）Sop.須川展也　Alt.彦坂眞一郎　Ten.神保佳祐　Bar.田中靖人／小柳美奈子（ピアノ）
©島﨑信一

ＳａＣＬａアーツ　One Coin Concert Vol.３８
～弓はうたい、指はおどるチェロとハープが織りなすファンタジー～

12月16日水　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

10月24日（土）10：00より発売開始

ハープの成田しのぶとチェロの成田七海によるユニット・ステラマリ
スのワンコインコンサート。愛の挨拶／エルガー、白鳥／サン＝サー
ンス、ノクチュルヌ／ベッリー二などの名曲の数々をお届けします。

SaCLaアーツコンサート・冬
和太鼓・批魅鼓特別公演 

令和
３年  １月９日土　開演 14：00
市民会館いわつき　ホール
3048-756-5151（9:00〜19:00）

1,000円（全席指定）　未就学児不可

１０月２４日（土）10：00より発売開始

令和3年10月に創立30周年記念コンサートを控える批魅鼓の特別
公演を開催します。全国で活躍するプレイヤーも所属する批魅鼓
の舞踏のような華麗で美しい演奏は、必見です！！

友の会料金　700円
先行予約日　10月23日金10：00より発売開始

批魅鼓

プラザイースト新春寄席
～さん喬・鶴光　東西二人会～

令和
３年  １月31日日　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

プラザイーストに東西を代表する名人を迎えて新春寄席を開催い
たします。
【出演】柳家さん喬・笑福亭鶴光・林家二楽

10月17日（土）10：00より発売開始

友の会料金　2,700円

柳家さん喬 笑福亭鶴光 林家二楽

左：成田しのぶ（ハープ）
右：成田七海（チェロ）
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「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

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

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～

【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Ｏｐ.28より　
雨だれ・リスト／ハンガリー狂詩曲第6番　他
※4月17日（金）の延期公演となります

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
島貫愛

発売中

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

©Gakken.pub

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】

発売中

友の会料金　2,700円

第37回ボニージャックスコンサート
inさいたま2020

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

発売中

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

和太鼓演奏会

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。

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

批魅鼓

発売中

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

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

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」
発売中
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）

影絵劇団 かしの樹

立川談慶・月亭方正二人会
発売中

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

さいたま市南区在住の落語家・立川談慶とテレ
ビでもお馴染みの月亭方正（山崎邦正）によ
る落語二人会を開催します。

月亭方正

立川談慶

友の会料金　2,700円

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。

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。 72020/10



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
13：30～15：00（予定）
９月27日日
11：30～15：00（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P15をご覧ください。
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チ ャ レ ン ジ

Challenge

第７回さいたま伝統芸能普及フェスティバル伝統芸能体験教室
地域の方と一緒に「お囃子」を体験してみませんか。フェスティバルでの発表もあります。

募 集
参 加 者

開催日時・会場  11月22日㈰　開演13:00　プラザイースト ホール
 11月15日㈰　13:00～15:00
 11月21日㈯　18:00～19:00
 11月22日㈰　11:00～16:00（本番含む）（全3回）
 プラザイースト ホール他
対象・定員 市内在住・在勤・在学で小学2年生以上の方・10人程度
参加費  中学生まで500円、高校生以上1,000円

応募方法 　住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を記載し、メール（pla-e@
saitama-culture.jp)でお送りいただくか、電話又は直接プラザイー
スト窓口まで来館し、ご応募ください。

申込み先  〒336-0932　さいたま市緑区中尾1440-8　プラザイースト
締切日 　10月31日㈯
お問合せ 　さいたま伝統芸能普及フェスティバル実行委員会（プラザイースト内）
 048-875-9933

練習日時・
会場

高橋多佳子とヤングピアニスト　出演者募集
世界的ピアニストである高橋多佳子さんを招き、ヤングピアニストとのジョイントコンサートを開催します。
※出演者は高橋さんのレッスンを受けることができます。

募 集
参 加 者

開催日時・会場  令和3年1月23日㈯　15:00開演　プラザイースト ホール
練習日時・会場  出演者選考会　11月8日㈰　プラザイースト 映像シアター
 小学生～大学生又は、25歳以下の方でピアノが弾ける方
 10人程度
 小・中学生 10,000円、高校生以上 15,000円
 ※出演決定者のみ
 応募者多数の場合、書類を厳正に審査し、出演者選考会への

参加者を決定します。
 連弾は行いませんことをご了承ください。

応募方法 　お電話にてお申し込みいただくか、出演者募集案内の裏面の
申込書に必要事項をご記入いただき、プラザイーストまで
FAX（048-875-9960）、郵送又はメール（pla-e@saitama-
culture.jp)にてご応募ください。

申込み先 　〒336-0932　さいたま市緑区中尾1440-8
 「高橋多佳子とヤングピアニスト　出演者募集」係まで
締切日  10月17日㈯必着
お問合せ 　プラザイースト　048-875-9933

ぐるりパネル展（冬シーズン）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

 12月1日㈫　～大宮工房館
 12月16日㈬　～岩槻駅東口コミュニティセンター
 令和3年1月4日㈪　～コミュニティセンターいわつき
 令和3年1月16日㈯　～美園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
その他  冬シーズン以降のパネル展も予定しております。

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。

申込み先 　各コミュニティ施設
締切日 　11月15日㈰必着
お問合せ 　各コミュニティ施設
 （連絡先は、Ｐ15に掲載してあります。）

開催日時・
会場

対象・定員
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対象・定員

参加費

その他

（公財）さいたま市文化振興事業団　
主催事業開催時における新型コロナウィルス感染拡大予防対策について

　当事業団はさいたま市内の公共施設のうち28施設の管理・運営とコンサートや講座等の企画から開催に携わっています。
　新型コロナウィルス感染拡大防止対策については会場の消毒・換気、定員・座席配置の制限、お客様の入退場時の誘導等、
可能な限りの安全を期して開催をしております。
　ご来場、ご参加の皆様には、マスクの着用や検温、個人情報のご提供などご不便をお掛けいたしますが、皆様の健康を保
つためご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。
　なお、公演等当日の体調不良によるキャンセルについても返金等のご対応をさせていただきますので、各施設にお問合せ
ください。



　SaCLa友の会の会員様の特典として、毎年「TEA TIME CONCERT」と題し、100名様限定でお
菓子にコーヒーなどをつけて、お楽しみいただくコンサートを開催しています。しかし、今年は残念
ながら新型コロナウイルスの影響でその開催を見送ることになり「あたらしいかたちのコンサート」と
して会員の皆様へ向け、SaCLaアーツ「VOXRAY」の動画配信でのコンサートを企画しました。音楽
の準備は整いました。ところが、お菓子を会員様にお届けできる方法が無いか考えあぐね、さいたま
市商業振興課へ相談をしたところ、さいたまスイーツプロモーション事業「さいたまスイーツウェブサ
イト」登録店からお菓子のお取り寄せをしてはいかがでしょう？と提案をされました。会員様にはそこ
からお好みのお菓子を取寄せていただきます。お家で「TEA TIME CONCERT」、なので「あたらしい
かたちのコンサート」としてご用意させていただきました。
 今年は緊急措置として配信をさせていただくコンサートです。来年は是非、友の会会員の皆さまに
会場で「TEA TIME CONCERT」をお届けできるよう、企画をして行きます。今回、収録にご協力い
ただいた「VOXRAY」から、メッセージをいただきました。

会員限定「あたらしいかたちのコンサート」

コロナ禍は音楽活動にどのような影響がありましたか？
Junior――ミュージシャンたちは、とにもかくにも「音楽を止めたくな
い！」という気持ちで溢れていますね。僕は普段、サポートミュージ
シャンとして活動していますが、その活動がなくなり、動画セッショ
ンをする機会が多くなりました。コロナ禍だからと言って何もしない
ことが一番怖いです。だから、やり方が変わっても音楽を発信し続け
たいと思いました。セッションの中で、今だからこそ出会えた、そん
な出会いも沢山ありました。
Tommy――僕はボイストレーナーをしているのですが、その代表が経
営しているライヴハウスで動画配信用の機材を用意していただき、そ
このオンラインライヴに出演させていただいたり、自分でも動画を配
信したり、趣味の筋トレをしていました(笑)
Kwani――僕は「ダイナマイトしゃかりきサ～カス」というヴォーカル
グループで活動していますが、そのメンバーやいくつかのアカペラグ
ループに呼び掛け、動画で「Stand by me」を収録しました。キーと
テンポだけを指定して、アレンジは各グループで自由にしていただき、
それを集めて編集したものです。沢山のグループが賛同してくださり、
コーラスの組み合わせを変えたり、曲の長さを変えたりして、最終的
に６パターンの動画を配信しました。その中でVOXVEYとも初めて
セッションさせていただきました。
Muzzi――アカペラ界のレジェンドたちが集まりましたよね！僕は自炊
生活やzoom飲み会をしていました。普段はサッカーに携わる仕事も
していて、スタジアムDJさんたちご協力で、総勢60人くらいの方が
集まっていただきJリーグの歌を動画で配信することができました。
Tommy――音楽界もスポーツ界
も演劇界も文化を止めてはいけ
ないという純粋な思いは一つで
すよね。
Kwani――世の中にライヴで生き
ている人が沢山いることを実感
しましたね。数人でも良いから
お客様が居て欲しいです。

　お客様にお会いしてライヴがし
たいですね。
Junior――今日も楽しく収録さ
せていただきましたが、お客様
が目の前にいたら、もっと熱量
も上がり、更に盛り上がったラ
イヴができると思いました。
Muzzi――あらゆる分野のイベン
トが中止になっていますが、今日の動画収録はとても楽しい時間を過
ごすことができました。次回は画面を通してではなく、直接お客様と
お会いしたいですね。お客様、一人ひとりの目を見ながら、リアルタ
イムに客席から声が跳ね返って来るライヴが大好きなので！

「あたらしいかたちのコンサート」の見どころはどのようなところで
すか？
Tommy――ビートルズから童謡まで、耳馴染みのある曲をプログラム
盛込みました。VOXRAYとしても久しぶりのライヴで、とても楽し
くパフォーマンスさせていただきました。まずは、友の会の皆様に男
性ヴォーカル4人のハーモニーに酔いしれていただき、次回は是非さ
いたま市の皆様へライヴでお届けしたいです！

VOXRAY（ヴォクスレイ）とは、リーダーTommy（トミー）を中心に、
Muzzi（ムッチー）、Junior（ジュニア）、Kwani（カニ）の男性4人からなる
ヴォーカルグループです。グループ名の由来はVOX（声）とRAY（光線）の
造語。
2003年結成し、東京を中心に全国で活動中。
プロ野球公式戦での国歌斉唱をはじめ、Jリーグ、Bリーグ、Fリーグ等で
の国歌斉唱やショー出演を務め、Fリーグ 2014/2015 オフィシャルソ
ング、Bリーグ 福島ファイヤーボンズ公式応援歌も担当。
テレビ、ラジオ出演やTVCM楽曲提供も多数あり、東日本大震災の復興
支援活動として、被災地の児童養護施設から社会へ巣立つ新社会人を対象
にオーダーメイドスーツを毎年贈呈し、幅広く活動しています。

VOXRAY（ヴォクスレイ）プロフィール
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イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

「S
サ ク ラ

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

サ ク ラ

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

aCLa友の会」にご入会ください。

募 集
登 録 者

対象 　一般の方（未成年者は、保護者の同意が必要です。）
費用 　年1,500円（入会時には入会金400円を別途いただきます。）
申込み 　当事業団の管理施設（P12～13参照）や市内各公共施設にて、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

　一般の方（未成年者は、保護者の同意が必要です。）



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
大宮工房館・高鼻コミュニティセンターコラボ講座 日程 10月24日土・31日土・11月14日土 9:30～11:30

　　　　11月21日土 13:30～15:30（全4回）
会場 大宮工房館 大宮区

大宮工房館でティーカップ作陶し、高鼻コミセンでアフタヌーンティ
を楽しみます
費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  16人　　申込み  来館・10/10㈯ 10:00～　　その他  11/21㈯は高鼻コミュニティセンターで開催
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

はじめてのフラワーアレンジメント講座 日程 10月27日火・11月10日火・17日火 10:00～12:00（全3回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区初心者でもできるフラワーアレンジメント講座を開催します

費用  6,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  8人　　申込み  往復はがき・締切 10/14㈬
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

フラワーアレンジメント講座 日程 11月5日木・12日木 10:00～12:00（全2回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区クリスマスオーナメントとお正月しめ縄飾りをつくります

費用  3,800円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  15人　　申込み  往復はがき・締切 10/13㈫
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

水彩画講座 日程 11月5日木・12日木・19日木・26日木 13:30～16:00（全4回）
会場 プラザイースト 緑　区初心者向けの水彩画講座を開催します

費用  4,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  7人　　申込み  往復はがき・締切 10/15㈭
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

木目込み人形講座「干支編」 日程 11月8日日・15日日 13:30～16:00（全2回）
会場 プラザイースト 緑　区来年の干支である「丑」を木目込み人形で制作します

費用  2,500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 10/17㈯
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

ステンドグラス講座 日程 11月11日水 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区簡単なステンドグラス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（18歳以上）の方　　定員  6人　　申込み  往復はがき・締切 10/15㈭
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

スティールパン体験会 日程 11月15日日・22日日・29日日・12月6日日 10:30～12:00（全4回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区スティールパンに触って、たたいて、魅力を体験し、最終日には先生とコンサートに参加する講座を開催します

費用  500円　　対象  小学生　　定員  15人　　申込み  来館・10/5㈪ 10:00～
その他  10/6㈫から電話申し込み可能　12/6㈰午前は体験会、午後は14:00からコンサートに参加予定
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
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ベーゼンドルファークラブ／ベーゼンドルファーを弾いてみよう 日程 11月23日月・ 9:00～21:00（12枠・各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区プラザイーストのホールのピアノ「ベーゼンドルファー」を演奏体験できます

費用  3,500円　　対象  小学生以上のピアノ経験者の方　　定員  12人　　申込み  電話・10/5㈪ 10:00～
問合せ・受付  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎ 048-875-9933

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

陶芸あ～と倶楽部～干支の置物作り～ 日程 11月29日日 14:00～16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区陶芸で来年の干支（丑）の置物を作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  12人　　申込み  往復はがき・締切 10/15㈭
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

初心者陶芸講座 日程 11月30日月・12月1日火・8日火・19日土 10:00～12:00（全4回）
会場 プラザウエスト 桜　区初心者を対象にした簡単な陶芸作品作り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  12人　　申込み  往復はがき・締切 10/15㈭
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

　暮らしと社会
料理講座 日程 11月19日木・26日木・12月10日木 10:00～13:00（全3回）

会場 与野本町コミュニティセンター 中央区ハーブを使った香草料理を作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 10/22㈭
問合せ・送付先  〒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

　スポーツ・健康づくり
健康体操講座 日程 11月6日金・13日金・20日金・27日金 10:00～12:00（全4回）

会場 大宮工房館 大宮区ボディシェイプ＆ピラティスで体幹を鍛えていきます
費用  1,200円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  24人　　申込み  来館・10/23㈮ 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

初心者ファミリー卓球教室（冬） 日程 11月6日金・13日金・20日金・27日金 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　※小学4年生以下は18歳以上の保護者同伴　　定員  30人
申込み  来館・10/10㈯ 10:00～　　その他  10/11㈰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

血液循環体操講座 日程 11月10日火・17日火・24日火・12月1日火 10:00～11:30（全4回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区高齢者を対象に血の巡りを良くし体を温める体操講座を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  12人　　申込み  来館又は電話・10/6㈫ 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

　子ども・子育て・親子の時間
親子ウクレレ教室 日程 10月18日日　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・在勤・在学の①小学1～3年生、②小学4～6年生の親子　　定員  各15組30人　　申込み  往復はがき・締切 9/26㈯
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

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
子ども絵画教室 日程 10月25日日　①9:30～11:00 ②14:30～16:00（各全1回）

会場 プラザイースト 緑　区小学生を対象に絵画教室を開催します
費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の①小学1～3年生（保護者同伴）、②小学4～6年生　　定員  ①10人②12人　　申込み  往復はがき・締切 10/3㈯
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

高学年干支陶芸教室 日程 11月28日土 10:00～12:00（全1回）
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  12人　　申込み  往復はがき・締切 10/15㈭
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

シネマパラダイス～ペット2～ 日程 11月29日日 10:00～11:00（全1回）
会場 プラザイースト 緑　区プラザイーストのホールで映画を上演します

費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学・在園の方　　定員  197人　　申込み  往復はがき・締切 10/24㈯　　その他  参加希望人数を明記
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

　技能・資格・教養
パソコン講座～初心者のためのエクセル～ 日程 11月17日火・18日水・19日木・20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（エクセル初心者向け）を開催します
費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 10/15㈭
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

2020/1012

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

YouTube 地域プロジェクト「動画 De Culture」の
チャンネル登録をお願いします！

♪ ♪

　「動画 De Culture」は(公財)さいたま市文化振興事業団の公式動画チャンネルです。
　コロナ禍で2月下旬からコンサートや寄席、講座など、ほとんどの主催事業が中止になってしまいました。このままでは
文化や芸術が衰退してしまう・・・危機感を和らげてくれたものは「動画配信」でした。早速、アーティストや講師の皆さんへ
この企画を持ち込んだところ、次から次へとアイデアをいただき、約3ヶ月で落語家からケアマネジャー、ヴァイオリニス
トまで様々な分野の文化をSNSを通じて発信することができるようになりました。動画を制作するにあたり、ご出演いただ
いた皆さんは「お客様を目の前にした会場の空気感や反応はね、生には勝てない。」そう言って、この事態に戸惑ながらも新
しい文化の伝え方を考え、試行錯誤を重ね、カメラのに立ってくださいました。そして、収録を終え「文化を止めてはいけない。
だから、今しか出来ないことをやる。」皆さんが口をそろえて言っていた言葉です。文化や芸術のかたちは変化して行きそう
ですね。まだ少しの間、できるだけStay Homeでこの禍いを乗り切りましょう。
　「動画 De Culture」はFacebook、Twitterにつづき、定番のコンテンツに加わりました。ぜひチャンネル登録をお願い
します。

（公財）さいたま市文化振興事業団
公式HPにアクセス
http://ｗｗｗ.saitama-culture.jp/

公式HP内の「動画 De Culture」
バナーをクリック！
※動画は無料で視聴できます。

視聴方法　　　
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エ ッ セ イ

Essay
～レシピ編～「温活」

10月に入り、秋の気配を感じられる季節となりました。
新米に始まり、松茸、秋刀魚、サツマイモ、栗など秋の食材が出始め、暑かった夏のこ

とを忘れかけてしまいます。今の時期、気温が少しずつ下がり、過ごしやすくなりますが、
季節の変わり目でもあり、夏の冷房による冷えと疲れ、朝晩の寒暖差、空気の乾燥などで
体調を崩される方もいらっしゃるかもしれません。体温が下がると免疫力も低下し、様々
な病気が発症しやすくなると言われています。十分体調に注意し、健康管理に気をつけたいですね。
温活という言葉を聞いたことはありますか？
温活とは、体の体温を上げ、血液の流れを良くすることで免疫機能を上げる取り組みです。体の体温を上げる食材の中で、

1番注目されているのが生姜です。生姜には、辛み成分「ジンゲロール」や「ショウガオール」が入っていて、冷えの改善に効
果があります。
今回は温活を取り入れた、簡単和食メニューをご紹介させていただきます。秋から冬へと寒さに負けない身体を作り、食

材からの栄養を摂取し、免疫力を高めてみてはいかがでしょうか。

・米 ２合
・黒米 大さじ２
・蓮根 約100g
・白だし 大さじ２
・酒 大さじ１

・大根 200g
・根しょうが 15g

・だし汁 800cc 
・玉ねぎ 150g

【材料】

【材料】 【材料】

【作り方】

【作り方】 【作り方】

・塩 小さじ少々
・焼き豚 60g
・細ねぎ 3本

・塩 小さじ1/2
・大根の葉

・かぼちゃ 100g
・みそ 適宜

①米と黒米は一緒に洗い炊飯器に入れ、調味料と水で目盛りに合わ
せます。
②蓮根は皮を剥き、1cm角切りに切り酢水に浸しアクを取ります。
③蓮根の水気を取り、炊飯器に入れ炊きます。
④焼豚と細ねぎを細かく切り、炊き上がったご飯に散らします。

①大根、根しょうがは千切りにして、ボールに入れ塩を
まぶし約10分置きます。
②①に水を入れ塩気を抜き、よく絞り器に盛ります。

①玉ねぎは薄切りにし、かぼちゃは食べやすい大きさに
切ります。
②だし汁に①を入れ、柔らかくなるまで煮て、みそを溶
かします。

●蓮根ごはん

●大根の足跡漬 ●玉ねぎとかぼちゃの味噌汁

さいたま市在住、東京家政大学栄養学科卒業。
日々の食生活を通じて健康を維持することが大切だと考え、家庭料理などの料理教室に携わっています。主
にマクロビオティックや雑穀、ハーブ、飾り巻き寿司、食育を学びました。
現在は「埼玉県地域デビュー楽しみ隊」の一員として、地域の方々と一緒に料理を作り、笑顔で「美味しいね」
と言い合える、新しい仲間を作る活動に関わっています。
また、さいたま市ラウンドコーディネーター、公益社団法人さいたま観光国際協会に参加しています。
自宅ではガーデニングや野菜とハーブ作りを楽しんでいます。

■執筆者プロフィール
料理教室講師　星野 弘子（ほしの ひろこ）
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Information

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

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

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

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

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

登 録 者 募 集



ホール

イベントカレンダー 10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/9/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

4日

親子のためのクラシックコンサート
音楽の絵本

市民会館いわつき
ホール 14:00

一般1,700円
小学生以下1,100円
（全席指定）

市民会館いわつき
048-756-5151

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

当日3,000円
前売2,800円
（全席自由）

ボルドーナ　いいずみ
048-885-4139

10土 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～

プラザイースト
ホール 14:00 500円（全席指定） プラザイースト

048-875-9933

23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 14:00 500円（全席指定） さいたま市文化センター

048-866-3171

25日 「ケーナとギターの夢」コンサート 市民会館うらわ
コンサート室 14:30

当日3,000円
前売2,800円
（全席自由）

ボルドーナ　いいずみ
048-885-4139

27火 モイセーエフバレエ さいたま市文化センター
大ホール 18:30

S席12,000円
A席　8,000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
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

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

10月１木
▼

10月６火
ひまわりの会絵画展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
1日は13:00から
6日は15:00まで 

入場自由・無料
ひまわりの会
担当  羽成ゆり
048-673-7117

10月１木
▼

10月12月
ぐるりパネル展（秋シーズン）
～みなさんの活動を
ひろーく広報しましょう～

ふれあいプラザ
いわつき 9:00▶17:00 入場自由・無料 ふれあいプラザいわつき

048-756-6000

10月１木
▼

10月15木
レッドタンポポ作品展 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ー645-3838

10月７水
▼

10月11日
第42回大宮絵画会作品展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
7日は13:00から
11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

10月14水
▼

10月18日
第29回うしお水彩画大宮グループ展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00

14日は12:00から
18日は16:00まで

入場自由・無料
うしお水彩画大宮グループ
担当  神田昭夫
048-642-1673

10月16金
▼

10月27火
ぐるりパネル展（秋シーズン）
～みなさんの活動を
ひろーく広報しましょう～

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

048-625-8821

10月16金
▼

10月31土
自遊画木よう会作品展 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ー645-3838

10月20火
▼

10月23金
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
20日は13:00から
23日は15:00まで

入場自由・無料
布連人
担当  鈴木可由美
048-665-5090

10月24土
▼

10月25日
片コミまつり陶芸作品展示会

片柳
コミュニティセンター
アトリエ工作室

10:00▶16:00
24日は10:00から
25日は15:00まで

入場自由・無料 片柳コミュニティセンター
048-686-8666

10月26月
▼

11月1日
第12回ウオック絵画展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
26日は13:00から
1日は15:00まで  

入場自由・無料
WOC（ウオック）絵画サークル
担当  牧田範男
090-1208-1065

※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P14をご覧ください。展示



（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧

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
10月の休館日…5日・12日・19日・26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
10月の休館日…5日・12日・19日・26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
10月の休館日…19日

氷川の杜文化館

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

盆栽四季の家
3０４８‒664‒1636
〒331-0805　さいたま市北区盆栽町267-1

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
10月の休館日…12日・26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
10月の休館日…12日・26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

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

3０４８‒６４１‒６１３１　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
10月の休館日…14日・28日10月の休館日…5日・12日・19日・26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
10月の休館日…5日・12日・19日・26日

※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。

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

※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。

※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。
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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

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
⬆

プレゼント当選発表 SaCLa7月号の「動画 De Culture」サイン色紙は村松聡様、門井英明様、松岡忠男様、戸井田宣太郎
様に決定いたしました。ご応募いただきありがとうございました。

　今月号の表紙を飾る『子ど
も伝統芸能まつり「学ぼう！
伝えよう！日本の伝統芸能 
さいたま狂言」』に出演される
善竹大二郎さんのサイン色紙
を抽選で３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⑥10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
「善竹大二郎 サイン色紙」」プレゼント係までご応
募ください【締切:10月15日（木）必着】。当選者の
発表は、情報誌SaCLa1月号にて行います。

応
募
方
法

LINEで友だちになろう！
LINE の友だち検索から ID検索

またはQRコードで今すぐ友だち登録をお願いします！！

＠ 975qwyoo

16 2020/10

【SaCLa メールマガジン配信終了のお知らせ】
　平成21年より配信してまいりました「SaCLaメールマガジン」は令和2年
12月末日をもちまして配信を終了いたします。長らくご愛読いただいた
皆様には、心よりお礼申し上げるとともにご迷惑をおかけすることを心か
らお詫び申し上げます。
　なお、配信終了後は、LINEにてより分かりやすく、新しい情報をお届
けして行きます。
　(公財)さいたま市文化振興事業団LINE公式アカウントよりお友だち登録
をお願いいたします！

SNS も CHECK！


