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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12月26日（土）、さいたま市文
化センター大ホールで開催される、『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』で指揮をつとめ
る三ツ橋敬子さんです。指揮者になろうと思ったその原点、
音楽家としての活動やコンサートの聴きどころをお伺いし
ました。

Artist
Interview

指揮者

三ツ橋 敬子
K E I K O  M I T S U H A S H I

東京藝術大学及び同大学院を修了。ウィーン国立音楽大学とキジアーナ
音楽院に留学。小澤征爾、小林研一郎、G.ジェルメッティ、E.アッツェル、
H＝M.シュナイト、湯浅勇治、松尾葉子、高階正光の各氏に師事。
2006年トスカーナ管弦楽団とのツアーを指揮してヨーロッパデビュー、
2007年ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ交響楽団にてオペラデビューを果
たした。2008年第10回アントニオ・ペドロッティ国際指揮者コンクール
にて優勝。併せて聴衆賞、ペドロッティ協会賞を受賞し、最年少優勝で初
の3冠に輝いた。2010年第9回アルトゥーロ・トスカニーニ国際指揮者コ
ンクールにて女性初の受賞者として準優勝。併せて聴衆賞も獲得。2013
年第12回齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。
2016年神奈川県立音楽堂にて「三ツ橋敬子の夏休みオーケストラ！」がス
タート。子供たちへ多彩な音楽体験を届ける企画内容が好評を得ている。
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思い出のひとつになって、心の片隅に少しでも音楽の種が撒けれ
ば良いなと思っています。今年は残念ながら感染症拡大防止のた
め演奏会形式で実施することはできませんでしたが、その代わり
にご家庭や学校で楽しんでいただける画像をYouTube等で配信
しています。

今年はコロナ禍で社会全体があらゆる影響を受けて来ましたね。
その中で感じたことを聞かせていただけますか。
　公演が次々と中止になったとき、演奏家たちは自らの楽器の音
を奏で、動画などで発信をすることができました。でも、それに
比べ、私たち指揮者は何て無力な存在なのだろうと思わずにはい
られない時間でした。そして当たり前にオーケストラの皆さんと
一緒に音楽をつくっていたことが、どれだけ恵まれている環境
だったかを実感いたしました。私たち指揮者は演奏家や作曲家が
居るからこそ、音楽を皆様へお届けすることができます。そして
オーケストラの演奏家、一人ひとりとの信頼や繋がりを大切にし、
そこから発せられた目の前の音楽を集め、お互いを高めあってコ
ンサートをつくっていたことを感じました。

今回のコンサートはプレ・トークがあるそうですね。
　プレ・トークではクラシックファンの方はもちろん、クラシッ
クが初めての方にもこのコンサートを楽しんでいただきたくて、
プログラムの聴きどころや楽しみ方を分かりやすくお伝えしたい
と思います。公演時間は70分程度で2曲を演奏しますが、どちら
も一度は耳にしたことのあるクラシックの名曲中の名曲です。演
奏者一人ひとりの奏でる音楽の空気感がオーケストラとして集結
し、ホールの床や壁、そしてホール全体を包み込むような生の演
奏をお楽しみください。そして、臨場感をぜひ、お客様に体感し
ていただきたいですね。

読者の皆様へ一言お願いいたします。
　今年はかつてない出来事を経験し、様々な思いで過ごされた一
年だったかと思います。12月26日のコンサートは、新しい年に
向け、沢山の希望や夢を切り開く力になる、そんな音楽をお届け
したいと思っております。皆様のご来場をお待ちしています！

指揮者になろうと思ったきっかけをお聞かせください。
　私と音楽との最初の出会いは、幼馴染みが通っていた近所の音
楽教室でした。私も5歳からそこへ通い、ピアノや作曲、音楽の
基礎となる、ソルフェージュなどを習っていました。小学生にな
ると、合唱団や金管バンドに入り、様々な音楽に興味を持つよう
になりましたが、特段、音楽家を目指していた訳ではありません
でした。中学生になっても音楽教室へ通っていましたが、その頃
の私はとても正義感の強い子どもだったので、将来は法律を勉強
して、検事になろう、と漠然とした夢を持ちつつ、3年生になり
ました。そこで思いがけず、音楽教室の先生から海外公演のメン
バーのひとりにと、お話をいただき、仲間とイスラエルへ行くこ
とになりました。私たちが招聘された公演は、当時のイスラエル
の首相、イツハク・ラビン氏と夫人主催のチャリティー公演でし
た。ラビン首相は中東へ平和を築くことに奮励努力し、ノーベル
平和賞を受賞された方です。私たちは首相官邸の昼食会に招かれ、
そこで私はピアノの即興演奏の役目を仰せ遣わされました。そし
て首相がお好きな音を4つ選び、私はその音を基にして3分くら
いの即興曲を弾きました。その曲は楽譜がない、その場限りの曲、
一期一会の曲です。演奏が終わると首相夫妻からの拍手と温かい
抱擁に、私は今まで経験したことのない高揚感と感動に、音楽の
力を感じました。首相は最後にお会いした3日後、和平反対派の
青年からの、たった3発の銃弾でその命を散らしました。私たち
は演奏会場の近くで、その事件があったことを知りました。平和
を思い、貢献しノーベル平和賞までいただいた方。その温かい命
が、こんなにも儚く消え失せてしまうことを目の当たりにしまし
た。そしてこの経験は、まだまだ多感な時期の私の中に鮮やかで
強烈に映りました。何が人を救うのか？自問自答の中で、音楽を、
私は一生の仕事にして行こうと、そして音楽家になろう、という
思いが強く沸き上がりました。ピアノ、作曲、理論、選択肢が沢
山ある中で、有名なマエストロたちのリハーサルの裏の記録映像
に凄く惹かれました。また学校の合唱コンクールで指揮者を務め
たことも良い経験でした。指揮者は多くの音楽家とコミュニケー
ションをとりながら音を生み出し、つくり出す、そんな感覚が面
白いと思いました。一度しかない人生で一度しかないチャンスで
す。指揮者になる決意をしました。

指揮者としての活動はもとより、子どもたちに向けたワーク
ショップの企画にも積極的に携わっていらっしゃいますね。
　私は、感性の豊かな子どものうちに色々な体験をして欲しいと
思っていて、2016年から5年間、神奈川県立音楽堂で夏休み期
間に様々な切り口で音楽ワークショップを開催しています。その
企画はコンサートを自分たちの手でつくってもらうなど、毎年
テーマを変え、試行錯誤しながらつくっています。そして私が子
どもだったなら、こんなことしたい！と思ったことを目一杯、詰
め込んだら楽しいプログラムを提供できるかなと、改良を重ねて
きました。コンサートのつくり手は、ステージに立つ音楽家だけ
ではなく、企画をする人、演出をする人、照明さんや音響さん、
沢山の人の手があって、初めてひとつのコンサートが出来上がり
ます。音楽が好きな子どもたちはもちろん、中学生になると、裏
方の仕事がやってみたいと言ってくれる子どもたちも居て、そう
やって興味の幅をどんどん広げて行ってもらうと、私たちもやり
がいを感じます。決して、参加した子どもたちに音楽家を目指し
て欲しいのではなくて、将来この体験が子どもたちの楽しい夏の

16ページにプレゼントのお知らせがあります!

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

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」

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

発売中
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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

友の会料金 Ｓ席3,700円
 Ａ席3,200円



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14〜15ページをご覧く
ださい。

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～

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

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

１１月２１日（土）10：00より発売開始

新春寄席
三遊亭楽京独演会

三遊亭楽京の新春スペシャル独演会。「笑う門
には福来る」、新春から笑って笑って福を呼び
込みましょう。

三遊亭楽京

令和
３年  １月15日金　開演 14：00
日進公園コミュニティセンター
体育室
3048-664-4078（9:00〜21：00）

500円（全席自由）　未就学児不可

12月4日(金)10：00より発売開始

チケットは日進公園コミュ
ニティセンターのみで発売
048-664-4078

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
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三遊亭楽生独演会

令和
３年  ２月23日火・ 　開演 14：00
市民会館いわつき　ホール
3048-756-5151（9:00〜19:00）

500円（全席指定）　未就学児不可

１２月１２日（土）10：00より発売開始

岩槻出身の三遊亭楽生が爆笑落語・楽生ワールドをお届けします。
地元民ならではのネタもぜひお楽しみください。

三遊亭楽生

夢の共演!
高橋多佳子とヤングピアニスト

令和
３年  １月23日土　開演 15：00
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

１２月５日（土）10：00より発売開始

世界的ピアニストである高橋多佳子を招き、子ども達とのジョイン
トコンサートを開催します。
【演奏予定曲】 ドビュッシー：２つのアラベスクより第1番
ショパン：ポロネーズ 第６番 変イ長調 作品５３「英雄」　他

友の会料金　1,000円

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）

令和
３年  ２月28日日　開演 14：00
市民会館うらわ　ホール
3048-822-7101（9:00〜19:00）

2,800円（全席指定）　未就学児不可

１２月１９日（土）10：00より発売開始

三遊亭鳳志、三遊亭萬橘、三遊亭好の助の三人会にゲストとして
柳亭市馬を交えた落語会を開催します。

友の会料金　2,500円

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

令和
３年  ２月26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）※全席自由の予定でしたが全席指定に変更となります。
未就学児不可

SaCLaアーツ登録者による38回目のコンサートは、ギタリストの細川侑乃
と大坪純平をお迎えして、世界の様々な名曲を演奏するギターデュオコン
サートを開催します。※６月２６日（金）の延期公演となります。

１２月１９日（土）10：00より発売開始

大坪純平 細川侑乃

柳亭市馬
©国立演芸場

三遊亭鳳志 三遊亭萬橘 三遊亭好の助

ⓒShinichiro  Saigo

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。 52020/12



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）

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

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～
発売中

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。

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 ステラマリス
成田しのぶ（ハープ）　成田七海（チェロ）

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）　小学生以上の方

クリスマスコンサート
発売中
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）

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

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）

SaCLaアーツコンサート・冬
和太鼓・批魅鼓特別公演
発売中

令和3年度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

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

批魅鼓

東大宮コミセン
クリスマスジャズコンサート

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

発売中

Ｋｉｄｓ meet Classic！～空飛ぶクラシック～
クリスマルスペシャルコンサート

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】ａｒｖｉｎ ｈｏｍａ ａｙａ（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

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

発売中

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
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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

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・ディスカヴァリーズ！
発売中

〜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

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  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

東京フィル＆宮川彬良の「ブラボー!名曲アカデミー」
発売中

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

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

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】
さいたま伝統芸能フェスティバル
実行委員会（プラザイースト内）
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。

【出演】ニュー スイング オーケストラ
【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
開場 17：00　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

イベント・無料公演
※会場等、お問合せにつきましてはP14〜15をご覧ください。

花展
さいたま市いけばな芸術協会による
華道作品展示会を開催します。
※必ず靴下等を着用してください。

【協力】さいたま市いけばな芸術協会
【申込み方法】当日、直接会場へご
来館ください。

【問合せ】恭慶館
TEL：048－835－7450

12月４日金～６日日
10：00〜17：00（6日は15：00まで）
恭慶館

観覧自由・無料

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。 72020/12
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Stage report

　９月26日土曜日、小雨降るプラザイーストにて、東京大衆歌
謡楽団コンサートの始まりだ。2月22日『プレミアクラシック
vol.8』（出演：小原孝）以来、7ヶ月振りのホールに文化が戻る。コロナ対策の為に、お客様はマスク、体温測定、消毒、間隔を取りマナー
を守ってご入場いただいた。
　ある女性は、「東京大衆歌謡楽団のプラザイースト公演は初回から来ているの。初めて聞いた時は背中がゾクッ！として、とても気
分が良くなったの」と、待ち遠しい背中で客席に向かわれた。
　プラザイースト、ホールの中。黄緑色のお洒落柄の緞帳が開くと、そこには派手な飾りや照明がなく、高島兄弟、4人がたたずみ、「昭
和にようこそ！」と開演した。ポマードで整えられた黒髪、アコーディオンの雄次郎氏、ウッドベースの龍三郎氏、バンジョーの圭四郎氏。
そして、これぞまさにあの時代と言うように歌うヴォーカルは孝太郎氏。
　最近の日常で忘れていた、歌を聴く。心に染み入る、『旅の夜風』、『青い山脈』、『東京ラプソディ』を聴く。昭和へのタイムスリップ
が止まらない！「懐かしくも、麗しい皆様」と語る、MC・次男の言葉もゆっくり聞きやすく心が落ち着いた。昭和初期の流行歌にこだ
わり、浅草や上野などの路上ライブや、ワンマンライブで中高年の熱烈な支持を得ているという、平成生まれの東京大衆歌謡楽団。浅
草の神社での演奏は、人力車に乗って通る花嫁さんへのはなむけにしていると語る。その綿帽子から微笑んでいる紅い口元がかすかに
見え、唄に付き添われて人生を歩んで行くだろう。『上海帰りのリル』、『待ちましょう』と続く。『やがて来るその日まで』と甘く、力強

く、真っすぐな歌声に大丈夫！と肩を叩かれた思いだ。名入りの大きな団扇を持つお
客様は、うんうん、そうそうと小さく頭を振っている、男性のお客様は微動だにせず
首を傾けて聴き入り、力強い拍手を送られる。
　コロナ対策で402席の半分のお客様だったが会場は昭和で満たされていた。
　ヴォーカル・長男が時々、眼鏡に手をやり、きちんと直し、左足をひっそりと曲げて、
深々とするお辞儀もあの頃の景色が浮かんだ。胸の前で手を組み歌う『花売り娘』の歌
声、そして、大切にしまっておいた心の歌なのか、『ああ上野駅』はマスクを取り、流
れる泪をそっと拭くお客様は駅からどんな風に人生を歩いて来ただろう。
　そして、古関裕而の歌が何曲か続く。ヴォーカルの幸太郎氏が彼に託されたかの様
に魂を込め唄い、私たちの胸を打った。休憩無しの70分では、丘晴夫の『憧れのハワ
イ航路』に男性のお客様は「うん、見事！」と言っているに違いない。最後の曲は、皆
を盛り上げる『お富さん』に揉みながら打つ、割れんばかりの手拍子が会場いっぱいに
響いた。アンコール曲は『丘を越えて』で私たちを勇気付けてくれる。そして４人が奏
でた昭和・平成に「ありがとう！」と言いたくなる。心のアンコールに思わぬプレゼン
トの曲『三日月娘』、『高原列車はいくよ』で終演を迎えた。
　昭和生まれの母は、繕い物をしながら、台所に立ちながら、ラジオから聴いたこと
だろう。今夜あたり電話してみようかな….風邪ひいてない？膝の具合はどう？と。

「東京大衆歌謡楽団コンサート」
SaCLa サポーターズ
佐々木るい子

8 2020/12

岩槻ＪａｚｚＤａｙ２０２０
「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 13：00
市民会館いわつきホール

定員 290名　当日先着順・無料

特別展「ありがとう５０年、
思い出のさいたま市民会館うらわ」展

令和3年3月31日（水）での休止
（閉館）に伴い、特別展を開催い
たします。開館当時や過去のイベ
ントなど約35点の写真を集めまし
た。

【問合せ】
さいたま市民会館うらわ
TEL：048－822－7101

12月４日金～ 令和
３年  ３月28日日

9：00〜21：00
さいたま市民会館うらわ　１階ロビー

観覧自由・無料
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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
パーチメントクラフト講座 日程 12月13日日 10:00～12:00（全1回）

会場 大宮工房館 大宮区パーチメントで飾りを作ります
費用  1,200円　　対象  市内在住・在勤・在学の小学生以上の方　　定員  16人　　申込み  電話又はさいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 12/3㈭
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

大人の陶芸講座 日程 令和
３年1月9日土・23日土・2月6日土 10:00～12:00（全3回）

会場 大宮工房館 大宮区社会人が参加しやすいように土曜日に作陶します
費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  16人　　申込み  来館・12/3㈭ 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

バテンレース講座 日程 令和
３年1月12日火・19日火・26日火・2月2日火・9日火

　　　　10:00～12:00（全5回）
会場 大宮工房館 大宮区バテンレースの技法を学び、ポーチを作ります

費用  3,200円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  16人　　申込み  来館・12/6㈰ 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

日本画講座 日程 令和
３年1月13日～2月17日（毎週水曜日） 14:00～16:00（全6回）

会場 プラザイースト 緑　区初心者対象の日本画の基礎を学ぶ講座です
費用  3,000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 12/23㈬
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

水彩画講座 日程 令和
３年1月15日金・22日金・29日金・2月12日金・19日金

　　　　13:00～15:00（全5回）
会場 大宮工房館 大宮区水彩画の技法を学び、絵を描きます

費用  3,200円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  16人　　申込み  来館・12/6㈰ 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

陶芸講座～ぐい呑みと片口酒器を作ろう！～ 日程 令和
３年1月16日土・23日土 10:00～12:00（全2回）

会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区陶芸でぐい呑みと片口酒器を制作する講座を開催します
費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・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 12/15㈫ 
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

季節の折り紙　春編 日程 令和
３年1月22日金・29日金・2月5日金

　　　　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  電話又はFAX・12/18㈮ 10:00～　　その他  FAXは参加希望時間（①・②）を明記
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

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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　暮らしと社会
地域支援講演会 日程 12月20日日 10:00～12:00（全1回）

会場 コミュニティセンターいわつき 岩槻区中学生・高校生に向けてこれからの野球のお話をします
費用  無料　　対象  中学生以上の方　　定員  100人　　申込み  電話・12/5㈯ 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

男性料理講座 日程 令和
３年1月16日土・23日土・30日土 13:30～15:30（全3回）

会場 下落合コミュニティセンター 中央区初心者の方向けの男性料理講座を開催します
費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  6人　　申込み  往復はがき・締切 12/23㈬
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

地元農家の寒仕込み味噌づくり講座 日程 令和
３年1月21日木 ①10:00～11:30 ②13:30～15:00（各全1回）

会場 片柳コミュニティセンター 見沼区地元農家の方から習う寒仕込み味噌づくり講座を開催します
費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  各10人　　申込み  往復はがき・締切 12/21㈪　　その他  参加希望時間（①・②）を明記
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

普通救命講習Ⅲ 日程 令和
３年1月27日水 10:00～12:00（全1回）

会場 美園コミュニティセンター 緑　区小児・幼児に対する心肺蘇生法、AEDの取り扱い等の講習を行います
費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学の中学生以上の方　　定員  20人　　申込み  電話・12/25㈮ 9:00～　　その他  問い合わせ・申込みは、市消防局救急課☎833-7921（土・日・
祝を除く、9:00～17:00）、市HPから電子申請による申込みも可能（いずれも先着順）　※受付時に検温等を行うため開始20分前までに集合し、マスクを必ず持参・着用してください
問合せ  〒336-0967 さいたま市緑区美園4-19-1 美園コミュニティセンター　☎ 048-764-8810

　子ども・子育て・親子の時間
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、参加希望時間（①～④）、学年を明記　　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

冬休み宿題お助け隊！「子ども書初めA」講座 日程 12月26日土 9:10～11:10（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区冬休みの課題の書初めを仕上げます

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学3年～中学生　　定員  20人　　申込み  電話又はさいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 12/10㈭
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

冬休み宿題お助け隊！「子ども書初めB」講座 日程 12月26日土 12:00～14:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区冬休みの課題の書初めを仕上げます

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学3年～中学生　　定員  20人　　申込み  電話又はさいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 12/10㈭
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

冬休み宿題お助け隊！「子ども書初めC」講座 日程 12月26日土 14:30～15:30（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区冬休みの課題の書初めを仕上げます

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学3年～中学生　　定員  20人　　申込み  電話又はさいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 12/10㈭
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

　文化・芸術・趣味
マーブリング講座 日程 令和

３年1月30日土 14:00～16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区マーブリングの講座を開催します

費用  1,500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 12/15㈫
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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　技能・資格・教養
シニア対象パソコン講座 日程 12月8日火・9日水 10:00～13:00（全2回）

会場 大宮工房館 大宮区60歳以上の方を対象にパソコンで年賀状を作ります
費用  1,200円　　対象  市内在住・在勤（60歳以上）の方　　定員  20人　　申込み  来館・12/3㈭ 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

韓国語講座 日程 令和
３年1月10日日・17日日・24日日・31日日・2月7日日 10:00～12:00（全5回）

会場 大宮工房館 大宮区韓国語の基本や文化を学びます
費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤（18歳以上）の方　　定員  20人　　申込み  来館・12/6㈰ 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

パソコン講座～エクセル応用編～ 日程 令和
３年1月19日火・20日水・21日木・22日金 13:30～16:00（全4回）

会場 プラザウエスト 桜　区エクセル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 12/15㈫
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

冬休み宿題お助け隊 子ども書き初め講座①② 日程 12月26日土 ①10:00～12:00 ②13:30～15:30（各全1回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区冬休み宿題お助け隊として書き初め講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  各15人　　申込み  往復はがき・締切 12/14㈪　　その他  参加希望時間（①・②）、学年を明記
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

冬休み宿題お助け隊！小学生書初め講座 日程 12月28日月 10:00～12:00（全1回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区埼玉県立大宮商業高等学校書道部員が冬休み宿題書初めをお手伝いをします

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学3～6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 12/15㈫
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

子どもLED工作講座 日程 令和
３年1月17日日 10:00～12:00（全1回）

会場 西部文化センター 西　区小学生を対象にＬＥＤ電球を使ったランプシェードを作成します
費用  1,000円（材料費等）　　対象  市内在住・在学の小学生（保護者同伴可）　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 12/5㈯
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

キッズチアダンス講座 日程 令和
３年1月23日土 10:00～12:00（全1回）

会場 片柳コミュニティセンター 見沼区大宮東高校ソングリーディング部による、チアダンス講座を開催します
費用  無料　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  10組20人　　申込み  往復はがき・締切 12/21㈪
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

浦和東高等学校とのサッカー交流会 日程 令和
３年1月23日土 ①13:30～14:30 ②15:00～16:30（各全1回）

会場 美園コミュニティセンター 緑　区県立浦和東高等学校サッカー部の高校生がアシスタントコーチとして練習とミニゲームを行います
費用  1組200円　　対象  ①市内在住・在学の小学1・2年生と保護者の方 ②市内在住・在学の小学3・4年生の保護者の方
定員  各15組30人　　申込み  往復はがき・締切 12/28㈪　　その他  参加希望時間（①・②）、学年を明記
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

はにわ作り講座 日程 令和
３年1月24日日 9:30～11:30（全1回）

会場 大宮工房館 大宮区はにわ作りをします
費用  850円　　対象  市市内在住・在学の小学生　　定員  16人　　申込み  電話又はさいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 12/20㈰
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

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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エ ッ セ イ

Essay
～子育て編～「アウトプットを大切に」

　私が担任をしていた時、子どもたちの話をじっくり聞いていると子どもたちはとても嬉しそうな顔を見せてくれました。
私の話を聞いている時の何倍もの笑顔で。
　3月に全国の学校が突然休校となりました。さいたま市の子どもたちも家庭での勉強方法が分からないまま学校から離さ
れてしまったのです。学校は準備する時間のない中で学習コンテンツを作り、配信をしました。大変なご苦労があったと思
いますが通常の授業ほどの効果はなかったようです。どうしてそうなってしまったのでしょうか。私は「アウトプットがな
かった」ことが一番の理由だと思うのです。
ほとんどの授業は先生と子ども、子どもたち同士の双方向でのやりとりで成り立っています。しかし、学校や家庭のネット
環境が整う前に休校となってしまいましたので、双方向でのやり取りができませんでした。子どもたちは動画を見て知識な
どをインプットすることはできましたが、アウトプットすることができなかったのです。
　「勉強」というと本を読む、先生の話を聞くといった「インプット」のイメージが
強いでしょう。しかし、それだけでは単に「〇〇を知っている」だけに過ぎません。
理解したことを表現したり、身に付けた知識を使ったりアウトプットすることで
はじめて勉強したことが身に付くのです。日常生活で一番多いアウトプットは
「話すこと」です。初めてできたことや分かったことを子どもたちは夢中になって
話します。話をすることで分かったことを整理し、伝え方等を学んでいるのです。
ご家庭でも子どもたちの話をしっかり聞き、受け止めてあげてください。それだ
けで勉強に向かう気持ちの後押しとなります。
　私は岩槻Jazzを立ち上げ、ジャズを地域で楽しんでもらう活動もしています。
聴いていただける場があると練習にも身が入るのは子どもたちと一緒。音楽でも
アウトプットはとても重要なのです。12月20日(日)に「岩槻JazzDay」を市民会
館いわつきで開催し、私も演奏します。よろしければおいでください。

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）

岩槻 Jazz YouTube チャンネル▶ 

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

12 2020/12

【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！



（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧

Ｔ０４８‒７５６‒５１５１　Ｆ０４８‒７５６‒５１５２
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
12月の休館日…7日・14日・21日・28日～31日

文化施設

コミュニティ施設

東大宮コミュニティセンター
Ｔ０４８‒６６７‒５６０４　Ｆ０４８‒６５４‒５５９４
〒337‒0051　さいたま市見沼区東大宮4‒31‒1

Ｔ０４８‒８５８‒９０８０　Ｆ０４８‒８５８‒９０２０
プラザウエスト
〒338‒0835　さいたま市桜区道場4‒3‒1
12月の休館日…14日・28日～31日 12月の休館日…29日～31日

Ｔ０４８‒８７５‒９９３３　Ｆ０４８‒８７５‒９９６０
プラザイースト
〒336‒0932　さいたま市緑区中尾1440‒8
12月の休館日…14日・28日～31日

大宮工房館
Ｔ０４８‒６４５‒３８３８　Ｆ０４８‒６４５‒３８８１
〒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
Ｔ０４８‒６４４‒３３６０　Ｆ０４８‒６４４‒３３６１
〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒292‒1

西部文化センター
Ｔ０４８‒６２５‒３８５１　Ｆ０４８‒６２５‒２８８１
〒331‒0052　さいたま市西区三橋6‒642‒4

12月の休館日…29日～31日12月の休館日…29日～31日12月の休館日…10日・29日～31日

西与野コミュニティホール
Ｔ・Ｆ０４８‒８５４‒８５８４
〒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
Ｔ・Ｆ０４８‒８５２‒０１２１
〒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
Ｔ０４８‒６２５‒８８２１　Ｆ０４８‒６２５‒８８２２
〒331‒0061　さいたま市西区大字西遊馬533‒1
12月の休館日…29日～31日12月の休館日…29日～31日12月の休館日…29日～31日

与野本町コミュニティセンター
Ｔ０４８‒８５３‒７２３２　Ｆ０４８‒８５７‒１０９６
〒338‒0003　さいたま市中央区本町東3‒5‒43
12月の休館日…29日～31日

※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。

七里コミュニティセンター
Ｔ０４８‒６８７‒３６８８　Ｆ０４８‒６８７‒３７０５
〒337‒0014　さいたま市見沼区大字大谷1210

※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。

宮原コミュニティセンター
Ｔ０４８‒６５３‒８５５８　Ｆ０４８‒６５３‒８５４１
〒331‒0811　さいたま市北区吉野町2‒195‒1

下落合コミュニティセンター
Ｔ０４８‒８３４‒０５７０　Ｆ０４８‒８３４‒０５８０
〒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
Ｔ０４８‒６８6‒８６６６　Ｆ０４８‒６８６‒２９９９
〒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
Ｔ０４８‒８８７‒６５６５　Ｆ０４８‒８８７‒７０９０
〒330‒0055　さいたま市浦和区東高砂町11‒1‒10F
12月の休館日…29日～31日12月の休館日…29日～31日12月の休館日…29日～31日

伝統文化施設

Ｔ０４８‒８３５‒７４５０　Ｆ０４８‒８３５‒７４５３
〒330‒0061　さいたま市浦和区常盤9‒30‒5

11月の休館日…5日・11日・18日・25日

恭慶館
Ｔ０４８‒６４８‒１１７７　Ｆ０４８‒６４８‒１３１１
〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒262‒1
12月の休館日…10日・21日・29日～31日

氷川の杜文化館
Ｔ０４８‒664‒1636
〒331-0805　さいたま市北区盆栽町267-1

盆栽四季の家

12月の休館日…7日・14日・21日・26日～31日 12月の休館日…29日～31日

Ｔ０４８‒６４１‒６１３１　Ｆ０４８‒６４１‒６１３３
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
12月の休館日…9日・23日・29日～31日

Ｔ０４８‒８６６‒３１７１　Ｆ０４８‒８３７‒２５７２
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
12月の休館日…7日・14日・21日・28日～31日

Ｔ048-822-7101　Ｆ048-822-7106
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
12月の休館日…7日・14日・21日・28日～31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。

コミュニティセンターいわつき
Ｔ０４８‒７５８‒１９８０　Ｆ０４８‒７５８‒１９８５
〒339‒0057　さいたま市岩槻区本町1‒10‒7
12月の休館日…29日～31日

南浦和コミュニティセンター
Ｔ・Ｆ０４８‒８８６‒５８５６
〒336‒0016　さいたま市南区大谷場2‒6‒25
12月の休館日…29日～31日

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
12月の休館日…29日～31日

日進公園コミュニティセンター
Ｔ・Ｆ０４８‒６６４‒４０７８
〒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）

Ｔ０４８‒７５６‒６０００　Ｆ０４８‒７５６‒６０３６
〒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
Ｔ０４８‒764‒8810　Ｆ０48‒764‒9310
〒336-0967　さいたま市緑区美園4-19-1
12月の休館日…29日～31日12月の休館日…29日～31日12月の休館日…29日～31日

※12月14日（月）は、自家用工作物年次点検の実施に
伴い、18:00以降は停電となります。停電中は施設
の利用ならび窓口申請が行えませんので、あらかじ
めご了承ください。
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ホール

イベントカレンダー 12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/11/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

5土
クリスマスワンコインコンサート 市民会館うらわ

ホール 14:00 500円（全席指定） 市民会館うらわ
048-822-7101

Kids meet Classic!
～空飛ぶクラシック～
クリスマルスペシャルコンサート

プラザウエスト
さくらホール 14:00

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

プラザウエスト
048-858-9080

6日

Music  Festival  2020 プラザイースト
ホール 13:00 入場自由・無料 担当  三郎丸真美子

090-8038-5689

スティールパンコンサート
美園
コミュニティセンター
多目的ホール

14:00
500円（全席自由）
3歳以上有料、
2歳以下膝上無料

美園コミュニティセンター
048-764-8810

TSUKEMEN  CONCERT
－つなぐおと  with  JITAN  CLASSIC－

さいたま市文化センター
小ホール 15:00 3,800円（全席指定） さいたま市文化センター

048-866-3171

10木 劇団文化座公演
しゃぼん玉

市民会館おおみや
大ホール 18:30 会員制（全席指定）

NPO法人　大宮演劇鑑賞会
担当  軽部文子
048-649-0539

11金 劇団文化座公演
しゃぼん玉

市民会館おおみや
大ホール 13:00 会員制（全席指定）

NPO法人　大宮演劇鑑賞会
担当  軽部文子
048-649-0539

13日

WE  LOVE  JAZZコンサート さいたま市文化センター
多目的ホール 13:00 入場自由・無料

BEYOND  BAND　
担当  横倉淳
080-2554-1846

東大宮コミセン
クリスマスジャズコンサート

東大宮
コミュニティセンター
ホール

14:00 500円（全席自由） 東大宮コミュニティセンター
048-667-5604

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」

プラザイースト
ホール 14:30

大人2,000円
小学生以下1,500円
（全席指定）

プラザイースト
048-875-9933

16水
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～

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

19土 年忘れ！寄席　三遊亭彩大独演会
与野本町
コミュニティセンター
多目的ルーム（大）

10:00 500円（全席自由） 与野本町コミュニティセンター
048-853-7232

20日

浦和東高校
カルチャーフェスティバル

プラザイースト
ホール 11:00 入場自由・無料

浦和東高校
担当  矢口
048-878-2113

岩槻JazzDay2020 市民会館いわつき
ホール 13:00 入場自由・無料 市民会館いわつき

048-756-5151

クリスマスコンサート
岩槻駅東口
コミュニティセンター
ミニホール

14:00 700円（全席自由） 岩槻駅東口コミュニティセンター
048-756-6500

東京大学運動会応援部
第45回淡青祭・第46回定期演奏会

さいたま市文化センター
大ホール 15:00

前売券1,000円
当日券1,200円
（全席指定）

東京大学運動会応援部
担当  清水蓮也
03-3814-7726

26土 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

さいたま市文化センター
大ホール 15:00

S席4,000円
A席3,500円　
　（全席指定）

SaCLaインフォメーションセンター
048-866-4600

27日 アンサンブルエール
ウィンターコンサート

プラザイースト
ホール 18:45 入場自由・無料 担当  首藤健一

048-878-7872

完売御礼

完売御礼
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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
⬆

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



JAPAN  LIVE  YELL  project
さいたまアート・フェスタ
主催団体の垣根を越えて、埼玉県のライブステージ が集結！
　コロナ禍により失われた、ライヴアートを観賞する喜び、表現する喜びを取り戻すため、全国27都道府県で「JAPAN 
YELL project」が実施されます。
　埼玉県では、県と文化施設が団体の垣根を超え、連携して「さいたまアートフェスタ実行委員会」を発足させ、2020年11
月から2021年3月にわたり全5会場、12の多彩なプログラム※、「さいたまアートフェスタ」を開催します。このプログラム
を通じ、ライヴアートにかかわる人々、アーティスト、そして埼玉で生活する人々を勇気づけ、文化芸術活動を未来に繋げ
ます。

※最新情報、詳細は各主催者のＨＰ等にてご確認ください。オンライン配信のプログラムあり。

文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会        
さいたまアート・フェスタ実行委員会 〔埼玉県／公益財団法人さいたま市文化振興事業団／公益財団法人埼玉県産業文化センター／
公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団〕        
文化庁令和2年度的芸術文化創造推進事業「JAPAN LIVE  YELL  project」

開 催 期 間 2020年11月～2021年3月

お 問 合 せ さいたまアートフェスタ実行委員会　事務局
Tel:048-858-5500/FaX:048-858-5515/Mail:sato-f@saf.or.jp（荻原）
〒338-8506　埼玉県さいたま市中央区上峰3-15-1（彩の国さいたま芸術劇場内）

会 場 美園コミュニティセンター／プラザイースト／ソニックシティ／埼玉会館／彩の国さいたま芸術劇場

さいたまアートフェスタ公式　WEB
HP https://saitama-artfes.　　　　Twitter ＠SaitamaArtFes

主 催

JAPAN  LIVE  YELL  project
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

12月１火
▼

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

大宮工房館 9:00▶17:00 入場自由・無料 大宮工房館
048-645-3838

12月１火
▼

12月28月
遊々クラブ陶芸展 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

12月４金
▼

令和3年
３月28日

特別展「ありがとう50年、
思い出のさいたま市民会館うらわ」展

市民会館うらわ
１階ロビー 9:00▶21:00 観覧自由・無料 さいたま市民会館うらわ

048-822-7101

12月５土
▼

12月６日
高鼻コミュニティセンターまつり
作品展

高鼻
コミュニティセンター 10:00▶16:00 入場自由・無料 高鼻コミュニティセンター

048-644-3360

12月16水
▼

12月27日
ぐるりパネル展（冬シーズン）
～みなさんの活動を
ひろーく広報しましょう～

岩槻駅東口
コミュニティセンター 9:00▶17:00 入場自由・無料 岩槻駅東口コミュニティセンター

048-758-6500

12月20日 浦和東高校
カルチャーフェスティバル

プラザイースト
第一・第二展示室 9:00▶15:00 入場自由・無料

浦和東高校
担当  矢口
048-878-2113

※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



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

さいたま子どもスーパーカッション第９回定期演奏会
マリンバ・ドラムセット・ジャンベ・ボンゴなど打楽器の奏法と合奏を体験してみませんか。初めての方も経験者も
みんなで楽しく演奏しましょう。

チ ャ レ ン ジ

Challenge

募 集
参 加 者

開催日時・会場  令和3年3月21日㈰　14:00開演　プラザイースト ホール 他
 令和3年1月9日㈯・10日㈰・23日㈯・24日㈰、2月27日㈯・

28日㈰、3月6日㈯・※7日㈰・20日（土・祝）（全9回）
 14:00～16:00㈯、10:00～12:00㈰
 ※3月7日㈰は14:00～16:00　多目的ルーム 他
対象・定員  市内在住・在学の小・中学生　30人程度
参加費  10,000円

 ※打楽器用スティック、練習用パッドをお持ちでない方は、練習
時に別途購入していただく必要があります。（3,000円程度）

応募方法 　往復はがき（１人１通）に住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を記入の上、下記までご応募ください。

申込み先 　〒336-0932　さいたま市緑区中尾1440-8
 プラザイースト「さいたま子どもスーパーカッション」係

まで
締切日  12月19日㈯
お問合せ 　プラザイースト　048-875-9933

ぐるりパネル展（春シーズン）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

 令和3年2月 1日㈪～　下落合コミュニティセンター
 令和3年2月16日㈫～　西部文化センター
 令和3年3月 1日㈪～　高鼻コミュニティセンター
 令和3年3月16日㈫～　プラザイースト
 活動をPRしたい個人・団体・サークル
 20団体
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 　令和3年1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

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 SaCLa9月号の『青島広志サイン色紙』は小渕麻理子様、門井英明様、戸井田宣太郎様、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『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』に出演される三ツ橋敬
子さんの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⑥12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「三ツ橋敬子 サイン色紙」プレゼント係まで
ご応募ください【締切:12月15日（火）必着】。当選者の発表は、
情報誌SaCLa3月号にて行います。

応
募
方
法
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練習日時・
会場

その他

LINEで
友だちになろう！


