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（9月19日(土)開催）より
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トルヴェール・ディスカヴァリーズ！ 他
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和楽器カルテット
サイタマティック
「SaCLaアーツ ワンコインコンサート
～和楽器の調べ～」より

SaCLaエッセイ
～マナー編～
人間関係を潤す「ちょっとしたひと言」



今月のArtist Interviewは11月7日（土）、市民会館おおみや小ホールで開催される『SaCLaアーツ ワンコインコンサート
～和楽器の調べ～』へご出演のサイタマティックの4人です。和楽器カルテットの皆さんから、あふれる埼玉愛と和楽器
を子どもから大人まで楽しんでいただく仕掛け、またコンサートに向けたその意気込みなどをお聴きしました。

Artist
Interview

尺八

柴　香山

三味線

田辺　明箏・十七絃

神谷　舞

二十五絃箏

吉葉景子

和楽器カルテット

サイタマティック
三味線 田辺　明（小川町出身）
箏・十七絃 神谷　舞（蓮田市出身、さいたま市大宮区在住）
二十五絃箏 吉葉　景子（鶴ヶ島市出身）　
尺八 柴　香山（さいたま市（旧浦和市）出身、在住）
【プロフィール】
「和楽器で埼玉愛」を合言葉に結成した埼玉県出身・在住の演奏家４人による和楽器カルテット。
これまで、第8回世界盆栽大会inさいたま関連事業や埼玉WABISABI大祭典、おおみや盆栽祭り、
小江戸蔵里 伝統和芸鑑賞会といった各種イベントやホール主催のコンサートに出演。
また、学校や幼稚園でのアウトリーチコンサートでは、校歌や耳馴染みのある曲、クイズや体験
コーナーを取り入れ、一方通行ではなく子どもたちと一緒に公演を作り上げるプログラムは好評
を得ている。埼玉の伝統・文化・名産等をモチーフとしたオリジナル楽曲制作に励み、その他にも
POPSやゲーム音楽のカバーなど、和楽器のイメージを超えた幅広い楽曲を用いて、地域に根ざ
した活動を展開している。
2016年　1stアルバム「サイタマティック Vol.1」リリース
2019年　2ndアルバム「サイタマティック Vol.2」リリース
（アルバムジャケットはさいたま市観光大使のあらい太朗氏に依頼）
【サイタマティックオフィシャルサイト】　http://saitamatic.webcrow.jp/
【Twitter公式アカウント】 @saitamatic
【Facebook公式ページ】 https://www.facebook.com/saitamatic
【YouTubeチャンネル】 https://www.youtube.com/channel/UChQjL5fd-kggF8WnDBBU_hg
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ＳａＣＬａアーツ　ワンコインコンサート
～和楽器の調べ～

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

楽しんで良いんだよ、と思いながら演奏しています。
　　また大人が対象のコンサートは埼玉愛を全面に打ち出しています。
お客様も埼玉の方が多いので、MCをしていると客席から笑い声が聞
こえたり、「私も鶴ヶ島市です！」「蓮田市です！」とお声掛けいただ
いたりと、お客様からの嬉しい反応もあります。
田辺——埼玉は自分たちが生まれ、育ったまちです。地元のコンサート
は自分たちが思った以上に熱量も上がるものです。オリジナル曲の
テーマも「盆栽」や「サクラソウ」など埼玉に因んだ曲しかありません。
ご希望があれば地域を題材にした作曲もいたします。

埼玉愛いっぱいのサイタマティックさんですが、コロナ禍では
動画チャンネルYouTubeにて活動していらっしゃいましたね。

柴——コロナ前、私たち有難いことに毎月リハーサルとコンサートを
していました。でも3月、市民会館おおみやの
コンサートでさいたま市の皆様にもお会いす
ることができなくなり、次々と公演もイベン
トも中止になって行きました。この状況に文
化や芸術を発信するアーティストが同じよう
な思いの中で過ごしていたと思います。でも、
それを悲観してばかりでは何も変わりません。
私たちは、これまでずっと和楽器で埼玉愛を
発信してきましたが、これを機に音楽にだけ

にとらわれず視点を変えようと、埼玉の名産や文化を調べ、それらを
取り上げて発信するYouTubeチャンネルを立ち上げました。例えば、
「郷土かるたで学ぶ！埼玉愛」という動画を配信しました。郷土かるた
はその土地の特徴が書いてあり、私たちの埼玉愛を一層深めましたし、
勉強にもなりました。そうしたら、今まで接点の無かった方や、海外
の方からもチャンネル登録をいただきました。ここからまた、音楽に
繋げて、新しいことに挑戦するきっかけとなり、今、出来ることやっ
て行こうと思いました。新曲もできましたし、11月のコンサートで
お披露目できると思います！

読者の皆様へメッセージをお願いします。

吉葉——11月のコンサートでお会いできるこ
とを楽しみにしています。新曲あり、埼玉愛
を全面に出したMCもたっぷりでお届けしま
す！
田辺——6月から動画配信をしていますが、こ
のコンサートが4人揃っての実に9ヶ月ぶり
の演奏です。しっかりと準備し、埼玉の曲を
たくさんプログラムに入れて行きます。新曲も初披露です。久しぶり
に皆様にお会いできることを楽しみにしています。そして、これから
も大きな埼玉愛で活動して行きますので応援よろしくお願いします！
11月7日、さいたま市民会館おおみやでお会いしましょう！

それぞれ自己紹介をお願いします。
田辺——サイタマティック、リーダーの田辺明です。埼玉県小川町出身
で楽器は三味線です。好きな紙は「小川の和紙」です！中学校の卒業証
書は自分で漉いた和紙が授与されました。
柴——尺八を担当しております、柴香山と申します。さいたま市（旧浦
和市）の出身です。好きな鳥は「シラコバコト（埼玉県マスコット・コバ
トン）」です！さいたま市文化センターにはよく吹奏楽の演奏会で来て
いましたので馴染み深いホールです。
吉葉——二十五絃箏を担当しております、吉葉景子と申します。鶴ヶ島
市出身です。好きな和菓子は「十万石まんじゅう」です！埼玉銘菓と言
われるだけに美味しいですよね。
神谷——箏と十七絃を担当しております、神谷舞と申します。蓮田市出
身です。好きな盆栽は「けやき」です。以前、盆栽美術館で演奏させて
いただいたときは、趣味でもある盆栽が観賞でき、歓喜しました。埼
玉を愛してやまないサイタマティックです！

和楽器の好きなところ、そして、その魅力を教えてください。
田辺——三味線の響きには「さわり」というノイズ（雑音）が混ざり合って

音色になります。「さわり」は日本人には耳馴染
みがあり、これは雑音というより余韻と感じ
ることができるのではないでしょうか。またギ
ターのネックにあたるところを「棹」と言いま
すが、これにはフレットが無く、音階が自由自
在です。それに、ピアノの白鍵と黒鍵の間のさ
らに間の音も出せます。ときには効果音のよう
な響きを奏でることもあります。小・中・高校生
のときは音楽嫌いでしたが、何か変わったこと

をやってみたいと思っていたとき、20歳で三味線に出会い、面白くて、
その魅力にはまってしまいました。
柴——和楽器は自然な素材でできているものが多くあります。なかでも
尺八は竹そのもので、たった5つの指孔を自身で自由自在に半開やメ
リやカリ※を駆使して音色をつくり、演奏できるところが魅力だと思
います。
吉葉——二十五絃箏は1991年に野坂惠子先生が製作した箏です。ま
だ誕生から29年しか経っていない本当に新しい和楽器です。私と
二十五絃箏の出会いは大学生のときで、野坂先生による『琵琶行』の演
奏に、まるで全身に稲妻が走ったような感覚を覚えました。子どもの
ころから箏は習っていましたが、その日からいつか絶対に二十五絃箏
を弾いてみたい！と思い、ご縁に恵まれ、いま演奏させていただいて
います。ときに温かく激しい、そして、もの悲しい、その多彩な音色
は魅力のひとつではないかと思います。
神谷——箏も十七絃箏も桐をくり抜いて弦を張っただけの、とてもシン
プルな楽器です。そのつくり故なのか、演奏家の心や人間性がストレー
トに音色へ影響する楽器だと思います。そこが魅力の一つではないで
しょうか。十七絃箏の歴史はまだ100年ほどの比較的新しい和楽器で
す。低く太い響きは、箏曲の音楽の幅を広げるだけでなく、ポップス
の演奏にも欠かせない存在となっています。さいたま市内の小学校で
のアウトリーチコンサートには出番が多く、大切な存在です。箏は「琴
線に触れる」という言葉があるくらい、日本人のDNAに刷り込まれて
いるように思います。

サイタマティックさんは小学校アウトリーチにご協力いただいていますね。
神谷——古典音楽に対し、大人はもとより、先生でさえ身構えます。ア
ウトリーチ当日は児童たちを静かに鑑賞させようと「シーッ！」とやっ
てくださいますが、その必要はありません。それよりもまず、馴染み
のない和楽器を児童たちにどれだけ身近に感じてもらうかが大切で、
そのためのプログラムですから熟考を重ねます。お客様は小学1年生
から6年生で興味の幅や集中力の差もあります。だから、まずオープ
ニングはキャッチーな曲にしてその距離を
グッと縮めます。その後に『春の海』など、伝
統的な曲を散りばめながら、楽器の説明を
したり、クイズにしたり、体験コーナーを盛
り込んだり出来るだけ最後まで飽きないよ
うに、構成します。ポップスだったら手拍子
しても良いし、演奏に合わせて歌っても良い
し。私たちは小学校アウトリーチでまず、子
どもたちに和楽器を知ってもらって、自由に

16ページにプレゼントのお知らせがあります!

販売予定枚数終了
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サイタマティック

※音高を下げることを「メリ」、上げることを「カリ」と言います。



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13ページをご覧ください。

トルヴェール・ディスカヴァリーズ！

～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！

10月17日（土）10：00より発売開始

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

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

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

　令和3年1月11日、さいたま市文化センターにて『トルヴェール・ディスカバ
リーズ！』と題し、コンサートを開催します。今回のテーマは「5人でオーケスト
ラ！」で、サクソフォーン四重奏団、須川展也（Sop）、彦坂眞一郎（Alt）、神保佳
祐（Ten）、田中靖人（Bar）とピアニストの小柳美奈子の5人でオーケストラのよ
うなゴージャスで迫力のあるサウンドから室内楽のデリケートなサウンドまで表
現した音楽をお届けしたい！！というプロジェクトです。結成30年超の仲間と
「あ・うん」の呼吸でサクソフォーンがどこまでオーケストラに近づけるか、チャ
レンジをします。プログラムのメインはオーケストラの大名曲、オットリーノ・
レスピーギ作曲の『ローマの祭り』（長生淳編 トルヴェール版）です。この曲は大
編成のオーケストラや吹奏楽でも演奏され、ファンも多くいらっしゃると思いま
すよ。激しさ、楽しさ、人間の喜怒哀楽を全て表現するような大名曲をサクソ
フォーンとピアノのためにアレンジしていただいた、出来たてホヤホヤの曲です。
12月に初めてコンサートで演奏しますが、首都圏近郊での演奏はさいたま市が
初めてで、これは、楽しみでもあり、気合の入った1曲です。次に弦楽オーケス
トラをアレンジした、ヴィヴァルディの『四季』をもとにした『トルヴェールの四
季』をプログラムに入れました。もしヴィヴァルディが今生きていたならばこん
な風に『四季』を書いただろうなという曲です。また、長生淳さんのアレンジでハ
チャトゥリアンの『ガイーヌ』より『剣の舞』のダイジェスト版をお届けします。こ
の曲で縦横無尽に音楽を楽しんでいただきたいですね。そして2021年はピアソ
ラ生誕100年ですから『ブエノスアイレスの四季』より「冬」そして 、「春」も盛り
込んで行きますよ。サクソフォーンファンはもちろん、吹奏楽、クラシックを普
段聴かない方でも楽しめる、とっておきのプログラムにしました。
　今、先の感染症の行方が心配でもありますね。僕たちはこの禍でインターネッ
トを通じ、ファンの方へ向け、また、これまでクラシックを聴かなかった方でも
生演奏を聴いていただくきっかけになれば良いと思い、音楽を配信してきました。
でも、やはり一日も早く安心してコンサートを再開し、生の演奏をお客様にお届
けしたいです。それで、僕たちはこの感染症研究の一助となればと思い、楽器演
奏による飛沫の影響を測定し、その科学的データをもとにした検証実験に参加協
力をしました。これは厄介な感染症ですが、僕らはこのリスクを正しく理解し、
皆で協力して共存して行くしかありません。恐れて逃げているばかりでは前には
進めないものです。日本人の文化、人の「和」を重んじる合奏や合唱の能力は世界
的に軍を抜いて優れています。この「和」を大切にして皆で協力して行けば、コン
サートを開催するリスクも軽減できるということも世界へ発信できると思います。
　『トルヴェール・ディスカバリーズ！』は新年明けてすぐのコンサートになりま
す。何度も訪れているさいたま市で再び音楽を生でお届けできることが大変嬉し
くて、当日ギリギリまで準備を重ねて、更に良いものをお届けしたいと思います！
是非、コンサート会場でお会いしましょう！！

トルヴェール・クヮルテット、須川展也さんより
メッセージをいただきました。
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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

ＳａＣＬａアーツ　One Coin Concert Ｖｏｌ.39
～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／ベッリーニなどの名曲の数々をお届けします。

ステラマリス
成田しのぶ（ハープ）

成田七海（チェロ）

森麻季ソプラノ・リサイタル

11月28日土　開演 14：00
プラザウエスト　さくらホール
3048-858-9080（9:00〜21:00）

3,500円（全席指定）　未就学児不可

１０月２４日（土）10：00より発売開始
日本を代表するオペラ歌手、森麻季さんの透明感溢れる美声をお
楽しみください。

友の会料金　3,200円
先行予約日　10月21日水10：00より発売開始

©Ｙｕｊｉ Ｈｏｒｉ

Ｋｉｄｓ ｍｅｅｔ Cｌassic !
～空飛ぶクラシック～

12月５日土　開演 14：00
プラザウエスト　さくらホール
3048-858-9080（9:00〜21:00）

高校生以上1,500円　中学生以下1,000円（全席指定）　2歳以下膝上無料

子どもと感じるはじめてのクラシック。ぜひ、お子さまと一緒に音
楽の楽しさを感じてください。
【出演】アーヴァン・ホヤ・アヤ（歌）・林はるか（チェロ）・林そよか
（ピアノ、編曲）・空飛ぶクラシック楽団

先行予約日　10月28日水10：00より発売開始

10月31日（土）10：00より発売開始

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。 52020/11



クリスマスコンサート １１月１４日（土）10：00より発売開始

12月20日日　開演 14：00
岩槻駅東口コミュニティセンター　ミニホール
3048–758–6500（9：00〜19：00）

700円（全席自由）　未就学児不可

さいたま市在住の演奏家により結成された「アンサンブルTONE」
の生演奏によるコンサートを開催します。
【出演】アンサンブルTONE　鈴木菜穂子（ソプラノ）　長谷川千晶
（フルート）　稲見はるか（ピアノ）

鈴木菜穂子（ソプラノ） 長谷川千晶（フルート） 稲見はるか（ピアノ）

チケットは岩槻駅東
口コミュニティセン
ターのみで発売
048–758–6500

東京フィル＆宮川彬良の
「ブラボー!名曲アカデミー」

令和
３年  ３月13日土　開演 15：00
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

S席4,000円　A席3,500円　B席3,300円
（全席指定）　未就学児不可

１１月１４日（土）10：00より発売開始

宮川彬良と東京フィルハーモニー交響楽団によるクラシックコン
サート

友の会料金　S席3,800円　A席3,300円　B席3,000円
先行予約日　11月12日木10：00より発売開始

司会・指揮:宮川彬良
©Mikako Isｈiguro

演奏:東京フィルハーモニー交響楽団
©上野隆文

市民劇団Liebe 完全オリジナル新作公演！
「（仮）オルゴール」

令和
３年  ２月13日土・14日日
開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875-9933（9:00〜21:00）

1,500円（全席指定）　未就学児不可

昨年の公演の様子

プラザイーストで旗揚げした市民劇団「Liebe
（リーベ）」による完全オリジナルの新作公演
を行います。

友の会料金　1,000円

１１月２１日（土）10：00より発売開始

NAOTO×沖仁～夢の響演～

ＮＡＯＴＯと沖仁が、世界の名曲の数々をお届
けします。
【演奏予定曲目】マスネ：タイスの瞑想曲　チッ
ク・コリア：スペイン　他

令和
３年  １月20日水　開演 18：00
さいたま市文化センター　小ホール
問合せSaCLaインフォメーションセンター
3048-866-4600（9:00〜17:00）

4,000円（全席指定）　未就学児不可

１１月２１日（土）10：00より発売開始

友の会料金　3,700円
先行予約日
11月19日木10：00より発売開始

NAOTO 沖仁

年忘れ！寄席
三遊亭彩大独演会

12月19日土　開演 10：00
与野本町コミュニティセンター
多目的ルーム（大）
3048-853-7232（9：00〜17：00）

500円（全席自由）　未就学児不可

１１月８日（日）10：00より発売開始
さいたま市内在住の三遊亭彩大による落語会
を開催します。

三遊亭彩大

チケットは与野本町コミュ
ニティセンターのみで発売
048–853–7232

東大宮コミセン
クリスマスジャズコンサート
１１月１４日（土）10：00より発売開始

毎年、人気のクリスマスジャズコンサートを開
催！「Ｍｅｉ’s Ｂ」による洗練されたジャズのリズ
ムをお楽しみください！！

12月13日日
開場13：30 開演14：00 終演16：00
東大宮コミュニティセンター
１階　ホール
3048-667-5604（9:00〜17:00）

500円（全席自由）　未就学児不可

昨年の公演の様子

チケットは東大宮コミュニ
ティセンターのみで発売
048-667-5604
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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」

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
問合せSaCLaインフォメーションセンター
3048-866-4600（9:00〜17:00）

【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

【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）

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

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。

クリスマスワンコインコンサート

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。【予定予定曲】主よ人の望みの喜びよ
BMV.147、星に願いを、樅の木Op.75-5 他

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）　3歳以下膝上無料

発売中

戸村愛美（サックス）荒井美沙樹（ピアノ）

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!!

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

発売中

TSUKEMEN
TAIRIK（ヴァイオリン・ヴィオラ）

SUGURU（ピアノ）
KENTA（ヴァイオリン）

松山バレエ団　マリーヌと楽しむ
「くるみ割り人形」

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・本多裕貴

ⒸＡ・Ｉ

発売中

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

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

スティールパン
コンサート
発売中

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世紀の最大の楽器発明と呼ばれる、ドラム缶が素材と
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。

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

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」

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

完売御礼

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

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

完売御礼

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。 72020/11



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

発売中

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

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

三ツ橋敬子
©大杉隼平

東京フィルハーモニー交響楽団
©上野隆文

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

プラザイースト新春寄席
～さん喬・鶴光　東西二人会～

発売中
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

友の会料金　2,700円

柳家さん喬 笑福亭鶴光

林家二楽

イベント・無料公演
※会場等、お問合せにつきましてはP13をご覧ください。

第20回さいたま市民音楽祭

11月１日日　10：00～16：20
さいたま市文化センター
大・小ホール

観覧自由・無料

市内で活動している音楽団体によ
る演奏会を開催します。

【申込み方法】
当日、直接、会場へ
※ソーシャルディスタンス確保のため、
入場制限を行う場合があります。

【問合せ】
さいたま市民音楽祭実行委員会事
務局　TEL：048－866－3467

０歳から楽しめるコンサート（親子限定）
ピアノトリオ・アイリス（ヴァイオリ
ン、チェロ、ピアノ）が贈る、ベビー
カーのまま鑑賞できる親子向けの
コンサートです。

【申込み方法】10月24日（土）
9：00から電話受付（先着順・定員
になり次第締切）

【問合せ】市民会館うらわ
TEL：048－822－7101

11月14日土
【午前の部】11：00～11：30
【午後の部】13：30～14：00
※開場は各回30分前より
市民会館うらわ　コンサート室

各回親子５組　申込み制・無料

第４６回東浦和美術展
緑区内の芸術団体・個人による美
術展を開催します。

【申込み方法】
当日、直接、会場へ

【問合せ】
東浦和美術クラブ事務部
TEL：048－885－3423

11月15日日～11月22日日
10：00～17：00（22日は16：00まで）
プラザイースト　第１・２展示室

観覧自由・無料

第７回さいたま伝統芸能普及フェスティバル

11月22日日　開演 13：00
プラザイースト　ホール

定員 197人　観覧自由・無料

さいたま市に伝わる伝統芸能の紹
介と実演を行います。ワークショッ
プの発表会もあります。

【申込み方法】
当日、直接、会場へ

【問合せ】
プラザイースト(さいたま伝統芸能
普及フェスティバル実行委員会）
TEL：０４８－８７５－９９３３

ビッグバンドジャズコンサート
サタデー・ナイト・ジャズVol.３6

埼玉県ビッグバンド連盟と協働し、定期的に
入場無料のジャズコンサートを開催します。

【申込み方法】座席券は16時から1階小
ホール入口にて配布します。（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

11月28日土　開演 18：00
さいたま市文化センター　小ホール

定員 117人　当日先着順・無料

岩槻Ｊａｚｚ Ｄａｙ2020

「ジャズが好き、演奏が好きな仲間
が集まって、ジャズで岩槻の町に
活気を」という思いで活動する「岩
槻ＪＡＺＺ」が市民会館いわつきで、
豪華なジャズ・ライブを開催します。

【申込み方法】当日、直接、会場へ
【問合せ】市民会館いわつき
TEL：048－756－5151

12月20日日　開演 12：55
市民会館いわつき　ホール

定員 290人　当日先着順・無料
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エ ッ セ イ

Essay
～ マナー編 ～ 人間関係を潤す「ちょっとしたひと言」③

社員教育の仕事をしていると、敬語に関する悩みをよく耳にします。上下関係がついて回るビジネスシーンでは、書く
ときも話すときも敬語が欠かせません。敬意を示すつもりが適切に使えず、失礼だと反発されては残念です。
たとえば、「了解」はLINEなどで「り」と表すのが定着し、敬語としては分の悪い言葉になってしまいました。先輩から

の指示メールに「了解です」と返信して注意された新人、部下から「了解しました」と言われてムッとする自分は「器が小さ
いのか」と気にする役員など、相手の心をざわつかせる言葉なのです。
そのため、仕事では「承知」をお勧めしています。「承知」は敬語ではありませんが、「承」が「聞く」の謙譲語「承る」に通じ、

へりくだった印象を与えるので、「承知しました」なら安心して使えるでしょう。目上や社外の相手には「承知いたしました」
と、「する」の謙譲語「いたす」を加えると、より丁寧な表現になります。
ただし、丁寧であればよいわけではないのが敬語の難しいところです。最近、問題視されているのが「させていただく」

の乱用です。「させていただく」は相手の許可を得るときに用いる敬語で、「明日、休ませていただいてよろしいでしょうか」
などと表すのが本来の使い方なので、状況に合わないと過剰に映ります。過剰な敬語は回りくどく、言葉は丁寧でも心が
こもっていない「慇懃無礼な人」だと思われる恐れがあるのです。
また、「休まさせていただきます」「使わさせていただきます」のような「さ入れ言葉」を生む要因にもなっています。「使

わせていただきます」が文法的に正しく、お伺いを立てる話でなければ「使っています」「使っております」が適切です。
目上の人にも敬語を使わない、いわゆる「タメ口」が人気のタレントさんがいます。相手や用件に応じて敬語を使い分け

る煩わしさがあるからこそ、誰に対しても言葉づかいを変えない姿が痛快に思えるのかもしれませんね。

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）

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
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【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、チケットの発
売情報やおすすめイベント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！

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

LINEで友だちになろう！



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
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）

　　 ※11月22日㈰のみ9:30～11:00
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・受付中　　その他  12/6㈰は体験会後、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

プリザーブドフラワーで作るフラワーアレンジメント講座 日程 11月19日木・26日木・12月3日木・10日木 10:00～12:00（全4回）
会場 大宮工房館 大宮区クリスマス・お正月飾りや卒業・入学に役立つコサージュを作ります

費用  5,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  20人　　申込み  来館・11/3㈫ 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

書道講座 日程 11月20日金・27日金・12月4日金・11日金 10:00～12:00（全4回）
会場 大宮工房館 大宮区実用小筆を基礎から学びます

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  16人　　申込み  来館・11/3㈫ 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

ミニ盆栽&植木鉢作り講座 日程 11月21日土・12月5日土・19日土 9:30～11:30（全3回）
会場 大宮工房館 大宮区植木鉢を作り、ミニ盆栽を作り植木鉢に植えます

費用  3,200円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  20人　　申込み  来館・11/3㈫ 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

木目込み人形講座 日程 11月21日土・28日土 13:30～16:30（全2回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区干支（丑）にちなんだ木目込み人形をつくります

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 11/10㈫ 
問合せ・送付先  〒337-0026 さいたま市見沼区染谷3-147-1 片柳コミュニティセンター　☎ 048-686-8666

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枠12人　　申込み  電話・受付中
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

囲碁講座 日程 11月24日火・12月1日火・8日火・15日火・22日火 13:30～15:30（全5回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区入門者向けの囲碁講座を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）で初心者の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 11/10㈫
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
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Christmasキャンドルアート 日程 11月28日土 14:00～16:00（全1回）
会場 東大宮コミュニティセンター 見沼区クリスマスの季節に彩を添えるクリスマスキャンドルを作ります

費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤・在学（小学4年生以上）の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 11/9㈪
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

干支を作る陶芸講座「丑」 日程 11月29日日 9:30～11:30（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区来年の干支「丑」を陶芸で作ります

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  16人　　申込み  来館・11/3㈫ 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

苔盆栽づくり講座 日程 11月29日日 14:00～16:00（全1回）
会場 東大宮コミュニティセンター 見沼区苔盆栽づくりに挑戦し、日本の文化に触れてみませんか

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（小学4年生以上）の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 11/9㈪
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

鉛筆デッサン講座 日程 12月2日～17日（毎週水・木曜日） 13:30～16:00（全6回）
会場 プラザイースト 緑　区鉛筆デッサンの基礎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（18歳以上）の方　　定員  7人　　申込み  往復はがき・締切 11/10㈫
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

絵手紙講座 日程 12月7日月・8日火 14:00～16:00（全2回）
会場 プラザイースト 緑　区オリジナルの絵手紙を作成し、手書きのメッセージで知人に送ります

費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 11/16㈪
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

クリスマスリース作り講座 日程 12月17日木 10:00～12:00（全1回）
会場 上峰コミュニティホール 中央区クリスマスに合ったリースを制作します

費用  1,500円　　対象 市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  10人　　申込み 来館・11/19㈭ 10:00～
問合せ・受付  〒338-0014 さいたま市中央区上峰2-3-5 上峰コミュニティホール　☎ 048-852-0121

お茶のみ落語 日程 12月18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 11/15㈰
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

　子ども・子育て・親子の時間
大宮アルディージャ・ジュニアコーディネーション講座 日程 11月15日日 10:30～12:00（全1回）

会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区プロのトレーナーが運動神経を鍛えるトレーニング指導をします
費用 100円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  40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 11/6㈮
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

シネマパラダイス～ペット2～ 日程 11月29日日 10:00～11:30（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　　申込み  往復はがき・締切 10/24㈯　　その他  希望の人数を明記
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

　スポーツ・健康づくり
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  来館又は電話・受付中
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

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
親子講座『ベーグルパン作り』 日程 12月5日土 10:00～13:00（全1回）

会場 片柳コミュニティセンター 見沼区街のパン屋さんから教わる焼き立てベーグルパン作りをします
費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生と保護者　　定員  4組8人　　申込み  往復はがき・締切 11/10㈫ 
問合せ・送付先  〒337-0026 さいたま市見沼区染谷3-147-1 片柳コミュニティセンター　☎ 048-686-8666

親子でクリスマスリース作り講座 日程 12月6日日 10:00～12:00（全1回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区クリスマスのリースを親子で作る講座を開催します

費用  2,500円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  8組16人　　申込み  往復はがき・締切 11/18㈬
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

子ども陶芸教室 日程 12月26日土 ①9:45～10:30 ②11:00～11:45
       12月27日日 ③9:45～10:30 ④11:00～11:45（各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区さいたま市在住の講師による子ども向け陶芸教室を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の①③小学1～3年生、②④小学4～6年生　　定員  各10人
申込み  往復はがき・締切 11/27㈮　　その他  ①③は保護者同伴
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

冬休み学びの広場（書初め） 日程 12月26日土 10:00～11:30（全1回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区地元高校の書道部員を講師に迎え、書初めの講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 11/30㈪
問合せ・送付先 〒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

冬休み子どもお正月用生け花講座 日程 12月27日日 10:00～12:00（全1回）
会場 西部文化センター 西　区冬休み期間中に小学生を対象にお正月用生け花講座を開催します

費用  1,200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 11/21㈯
問合せ・送付先  〒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

和太鼓ワークショップ 日程 令和
３年1月9日土 10:00～11:30（全1回）

会場 市民会館いわつき 岩槻区伝統和楽器の和太鼓を演奏するワークショップを開催します
費用  300円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  20人　　申込み  来館又は電話・11/7㈯ 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

※お申し込みはP10「申し込み方法」をご覧ください。
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レ ッ ス ン

Lesson
「現代社会におけるアロマテラピーへの期待」
～アロマテラピーは、西洋医学にプラスする療法（代替医療）として、

「未病」を改善し、心身ともに健康な状態に近づけくれる健康管理法の一つ～
　現代社会において健康をとりまく環境の中に、現代西洋医学の限界
が見え隠れするようになってきた頃、アロマテラピーが注目され始め
ました。病気を治癒するために飲用した薬剤の副作用や、不定愁訴や
自律神経失調症など「よくわからない」ストレス性の病気が増えてきて
いる中でこれまでのホスピタルケアだけでは対応しきれないという事
実も生まれています。こうした状況下で、病気になってからの治療
法にのみ注目するのではなく、病気にならないための方法、つまり
「予防」する方法に重点をおくという考え方が社会に浸透してきました。
人間の身体の中には、免疫系・自律神経系・内分泌系三点が情報を交換
し合いながら健康を維持するためにバランスを取っています。これを
ホメオスタシスの正三角形「恒常性」といいます。このようにアロマテ
ラピーは現代社会に多い、「健康と病気の間」すなわち「未病」を認知し、
本来人間に備わっている「自然治癒力」を高め、「セルフメディケーショ

ン」として現代社会に適した療法なのです。
　アロマテラピーは、「植物から抽出されたアロマオイル」を用いて生
活の様々なシーンに取り入れた自然療法のひとつです。
アロマテラピーの取り入れ方は大きく3つに分けられます。
①家庭や職場など生活空間でアロマオイルの香りを楽しみ、心身の不
快な症状を軽減する。
②アロママッサージ(トリートメント)の施術を受けて美と健康を維持
増進する。
③現代西洋医学では力が及ばないところを補完・代替医療で補ってい
く「統合医療」の一環として、心身の不調を改善する。

※直接アロマオイルを皮膚に塗布したり、飲んだりすることは危険ですから絶対に避けるべき
です。妊娠中や使用時の体調、年齢、持病（基礎疾患）によっては使用できるアロマオイルの
種類が限られます。これら使用上の注意や禁忌事項をよく理解し、安全面の基礎知識を身に
つけたうえでアロマテラピーを日常生活に取り入れることが大切です。

さいたま市中央区在住。ナードアロマテラピー協会認定アロマ・セラピスト、アロマインストラクター、日本ペットアロマテラピー協会認定ペット・アロマアドバイ
ザー。
さいたま市内の公共施設や小中 学校PTA家庭教育学級等の講座でアロマテラピーの魅力を伝えている。初心者向け講座は、20種類のアロマオイルのその作用や香
りの特徴、嗅ぎ分けと芳香成分の見分け方を紹介、オーガニックスキンケア(アロマスプレーやアロマクリーム)を製作するプログラム。和やかで楽しい時間を皆さ
まと過ごし、アロマテラピーを生活に取り入れ、ご自身でセルフメンテナンスができるよう提案している。

　9月19日(土)、プラザウエスト主催の「アロマテラピー講座」を体験さ
せていただきました。プログラムは20種類のアロマオイルの香りやセル
フマッサージの仕方などの2時間の講座です。この講座をご担当いただい
た、高山久仁子先生よりより「アロマテラピー」についてお伺いしました。

【プロフィール】
レモンルーム代表　高山久仁子



（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
11月の休館日…2日・9日・16日・30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
11月の休館日…2日・9日・16日・24日・30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
11月の休館日…16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

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
11月の休館日…9日・24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
11月の休館日…9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
11月の休館日…11日・25日11月の休館日…2日・9日・16日・24日・30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
11月の休館日…2日・9日・16日・24日・30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。

盆栽四季の家
3０４８⊖664⊖1636
〒331︲0805　さいたま市北区盆栽町267︲1
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ホール

イベントカレンダー 11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/10/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

1日

第20回さいたま市民音楽祭 さいたま市文化センター
大・小ホール 10:00 入場自由・無料

さいたま市民音楽祭
実行委員会事務局
048-866-3467

音楽はともだちコンサート2020 プラザイースト
ホール 13:00 入場自由・無料 担当  一村誠子

048-254-7208

3火 さいたま市音楽家協会
第51回定期演奏会

さいたま市文化センター
小ホール 14:00 1,500円（全席自由）

さいたま市音楽家協会
担当  栃木典子

048-861-0365

7土

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」

プラザイースト
ホール 14:00 3,000円（全席指定） プラザイースト

048-875-9933

SaCLaアーツワンコインコンサート
～和楽器の調べ～

市民会館おおみや
小ホール 14:00 500円（全席指定） さいたま市民会館おおみや

048-641-6131

第37回ボニージャックスコンサート
inさいたま2020

彩の国さいたま
芸術劇場 14:00 4,000円（全席指定） SaCLaインフォメーションセンター

048-866-4600

8日

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」

さいたま市文化センター
小ホール

第1部
13:00
第2部
15:00

【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
未就学児入場無料

SaCLaインフォメーションセンター
048-866-4600

和太鼓演奏会
美園
コミュニティセンター
多目的ホール

15:00 500円（全席自由） 美園コミュニティセンター
048-764-8810

14土 立川談慶・月亭方正二人会 さいたま市文化センター
小ホール 14:00 3,000円（全席指定） さいたま市文化センター

048-866-3171

21土

第21回山内ギター教室
発表演奏会

プラザイースト
ホール 13:00 入場自由・無料 担当  山内淳

090-8059-8908

迫川礼章ピアノソロコンサート
～バリトン黒田祐貴を迎えて～

さいたま市文化センター
小ホール 13:30 5,000円（全席自由） 担当  中嶋信子

080-4868-3228

22日 第7回さいたま伝統芸能普及
フェスティバル

プラザイースト
ホール 13:00 入場自由・無料 プラザイースト

048-875-9933

28土

森麻希ソプラノ・リサイタル プラザウエスト
さくらホール 14:00 3,500円 プラザウエスト

048-858-9080

松山バレエ団　マリーヌと楽しむ
「くるみ割り人形」

さいたま市文化センター
大ホール 14:30

一般S席6,000円
一般A席4,500円
中学生以下
S席・A席4,000円

（全席指定）

松山バレエ団公演事務局
03-3408-7939

（10:00～18:00）

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
小ホール 18:00 入場自由・無料 さいたま市文化センター

048-866-3171
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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

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
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。（先着順・定員になり次第締切）

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、Ｐ13に掲載してあります。）

開催日時・
会場

対象・定員

152020/11

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

11月１日
▼

11月12木
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～

市民活動
サポートセンター 9:00▶17:00 入場自由・無料 市民活動サポートセンター

048-813-6400

11月１日
▼

11月15日
イーゼル・絵画作品展 大宮工房館

いこいの展示コーナー 9:00▶17:00 入場自由・無料 大宮工房館
048-645-3838

11月８日
▼

11月15日
絵画作品展示会・絵画造形教室
小さな森のアトリエ

氷川の杜文化館
展示場

10:00▶18:30
15日は15:00まで 入場自由・無料

牧野千夏
担当  野村
Ｅart-nomura@hotmail.co.jp

11月14土
▼

11月15日
模型展示会 さいたま市文化センター

展示室

14日は
11:00▶17:00

15日は
10:00▶16:00

入場自由・無料
むさしのフラップス
担当  村越章

090-6936-0994

11月15日
▼

11月22日
第46回東浦和美術展 プラザイースト

第1・2展示室
10:00▶17:00

22日は16:00まで 入場自由・無料 東浦和美術クラブ事務部　
048-885-3423

11月16月
▼

11月27金
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～

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

048-686-8666

11月16月
▼

11月30月
大宮東小学校・芝川小学校
児童作品展

大宮工房館
いこいの展示コーナー 9:00▶17:00 入場自由・無料 大宮工房館

048-645-3838

11月24火
▼

11月28土
第13回絵画サークル作品展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00

24日は13:00から
28日は16:00まで 

入場自由・無料
大宮スケッチ会
担当  土田逸雄

090-7206-8843

※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



参加無料

ハンドベルワークショップ「あなたも今日からリトルアーティスト！」
小学生を対象としたハンドベルのワークショップです。
最後にプロの演奏家と合同演奏会「デュオ・デ・ローズコンサートwith小学生ハンドベル隊」を開催します。

チ ャ レ ン ジ

Challenge

募 集
参 加 者

開催日時・会場  令和3年2月7日㈰　開演14:00　市民会館うらわ　コンサート室
 12月12日㈯・24日㈭※・26日㈯、令和3年1月17日㈰・31日㈰
 14:00～15:30　※24日のみ14:30～16:00（全5回）
 市民会館うらわ　コンサート室
対象・定員  市内在住・在学の小学生・8人
参加費  1,000円

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。（抽選）

申込み先 　〒330-0062　さいたま市浦和区仲町2-10-22
 「ハンドベルワークショップ参加者募集」係まで
締切日  11月24日㈫必着
お問合せ 　市民会館うらわ　048-822-7101

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

プレゼント当選発表 SaCLa8月号の『動画De Cultureサイン色紙』は門井英明様、西山和宏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『SaCLaアー
ツ　ワンコインコンサート～和楽
器の調べ～』に出演されるサイタマ
ティックのCDとサイン色紙を抽選
で3名様にプレゼントします。

読者プレゼント 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⑥11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
文化振興事業団サイタマティック　CD・サイン色紙」プレゼ
ント係までご応募ください【締切:11月13日（金）必着】。当選
者の発表は、情報誌SaCLa2月号にて行います。

応
募
方
法
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練習日時・
会場

募 集

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

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
扌

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

LINEで
友だちになろう！


