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Artist
Interview

落語家

三遊亭鳳志落語家

三遊亭萬橘

落語家

三遊亭好の助

今月のArtist Interviewは令和3年2月28日（日）、市民会館うらわ　ホールにて開催
される『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）にご出演いただく、
三遊亭鳳志師匠、三遊亭萬橘師匠、三遊亭好の助師匠です。令和3年3月31日で閉館となる市民会館うらわで
11年間、講師を務めていただいた落語ワークショップ「君も今日から座布団1枚！」（令和2年8月9日開催）発表会の 
様子や印象に残った子どもたち、コロナ禍で感じていること、市民会館うらわ最後の三人会についてお聞きしました。

三遊亭　鳳志
【生年月日】　1976年12月５日
【出 身 地】　大分県玖珠郡玖珠町
京都学園大学（落研在籍）を卒業後、噺家になるべく上京。
三遊亭鳳楽師匠の人情噺に出会い、感銘を受ける。
そのまま楽屋を訪ね、2000年４月入門。大師匠５代
目円楽から鳳志の名をいただく。
2004年３月　二ツ目昇進
2008年　　　さがみはら若手落語家選手権審査員賞

受賞
2008年　　　第３回東西若手落語家コンペティション

一位
2009年３月　真打昇進
2010年　　　大分県玖珠町メルヘン大使に任命される
【出 囃 子】　自転車囃子
【趣　　味】　三味線・笛・うた
【特　　技】　ギター

三遊亭好の助
【生年月日】　1982年８月５日
【出 身 地】　東京都
2005年９月　三遊亭好楽に入門、前座名「かっ好」
2008年10月　二つ目昇進、「好の助」
2014年　　　両国寄席大賞 年間MVP
2014年　　　円楽一門会 ゲートボール部 部長 就任
2015年　　　両国寄席大賞 最優秀賞受賞
2018年５月　真打昇進

三遊亭　萬橘
【生年月日】　1979年１月20日
【出 身 地】　愛知県豊川市(旧 宝飯郡)一宮町
2003年７月　三遊亭圓橘に入門、前座名「橘つき」
2006年10月　「きつつき」で二ツ目昇進
2013年３月　真打昇進 四代目「萬橘」襲名
【出 身 校】　法政大学文学部中退
【血 液 型】　A 型
【受　　賞】
2007年３月　「第６回さがみはら若手落語家選手権」優勝
2009年２月　「第６回伝統芸能祭りグランドチャンピ

オン大会」グランプリ受賞
2012年10月　「読売杯争奪 激突 ! 二ツ目バトル」優

勝（国立演芸場主催） 
2013年度　　「花形演芸大賞」銀賞受賞（国立演芸場主催）
2014～2019年度　「花形演芸大賞」金賞受賞
2016年度　　「彩の国落語大賞」受賞
【掲　　載】　2007年ぴあ MOOK『落語ワンダーラン

ド』“嗚呼、麗しの美形落語家”
【出　　版】　『落語家 五代目円楽一門会生態録

二〇一三』(2013年３月出版)
【趣　　味】　ボクシング観戦、読書、動物園
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16ページにプレゼントのお知らせがあります!

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）

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。

１２月１９日（土）10：00より発売開始

来ましたね。地方公演はまだ中止や延期になることもあります。
萬橘——今まで昼の寄席に来ていた年配のお客様は大事を取って
か、減りましたね。そして、夜は若い人が目立ちます。コロナ
禍で寄席の雰囲気も随分と変わりました。ソーシャルディスタ
ンスってヤツは会場が笑いで一体になったときのグルーヴ感と
か、笑いが笑いを呼ぶ導火線みたいなものを無くしました。噺
家とお客様、一対一では笑っても、声にはならない。だから、
会場で共鳴し合う感じやお客様同士、隣との振動は無くなりま
した。今までの寄席とは明らかに違う。寄席の楽しみ方の変化
を感じます。

好の助——むしろコロナ前が落語会も非常事態だったのかも知れ
ませんよ。昭和の名人と言われた志ん生師匠や圓生師匠でさえ、
食うか食わずかしていた時代を生きて来たけれど、少し前の落
語会は寄席がにぎわったりして、飽食の時代になっていた気が
します。

萬橘——コロナ禍になって、プロの噺家であるならば、落語の文
化としての在り方をもう一度、立ち返って考えて行くべきだと
思っていますよ。

鳳志——落語の始まりは400年くらい前になりますが、その間、
疫病や戦争、色んなことを乗り越えて来た歴史がありますから
ね。そう簡単に無くなりはしないけれど、ある意味、淘汰され
て行くかもしれませんね。

この三人会もコロナ禍で8月9日からの延期公演でしたね。
市民会館うらわでの最後の落語会になりますが、読者の皆様へ
メッセージをいただけますか。
鳳志——私と同じ郷里（大分県）である柳亭市馬師匠をゲストに迎
え、3人だからこそのチームワークを全うした落語会にしたい
ですね。市民会館うらわの集大成ですからね。コロナ禍が明け
ることを願いつつ、出演者一同、完全燃焼でやって行きます。
ぜひ令和3年2月28日（日）は市民会館うらわ『三遊亭鳳志、三
遊亭萬橘、三遊亭好の助　三人会』へお越しください。

萬橘——市民会館うらわでの最後の三人会です。柳亭市馬師匠に
お力添えいただいて、普段より培っている落語家としての技術
を存分に発揮する会にします。落語に興味があってもまだ、聞
いたことのない、さいたま市の皆さん、ぜひ、三人会へ足をお
運びください。

好の助——今はCDでも、YouTubeでも落語を聴くこともでき
ますが、音声とか画像だけではお伝え出来ない生の笑いをお届
けします。ぜひ会場に足を運んでいただき、一度はその雰囲気
を体感してください。お待ちしています。

今年は例年と違うかたちで落語ワークショップを
やっていただきましたが、いかがでしたか？
鳳志——毎年、2時間のワークショップを5回開催していました
が、今年は子どもたちの短い夏休みの中で、1回につき1時間半、
落語を教えることに徹してやらせていただきました。
萬橘——時間を無駄に出来ない分、集中してやりましたね。
好の助——全５回、ここで噺を教えて、家で練習してもらうワー
クショップです。去年までとは様子が違って子どもたちとふれ
あって、ワイワイやることが出来なかったから、今年は特に子
どもたちのやる気だけが頼みでした。私たちもこの講師役が1
年目だったら、厳しかったと思います。
鳳志——私たち３人の講師がそれぞれ演目を決めて、その中で好
きなやつを子どもたちが選んで、グループになって発表する落
語会をもう10年以上、ここ、市民会館うらわでやらせていた
だいていますが、例年ですと、前日にはリハーサルをやって、
保護者の方へも披露して、少し緊張感を与えたりして、発表会
になります。
萬橘——リハーサルでの適度な緊張感を経験することで、本番の
出来栄えが良いことがあるんですよ。そうやっていつも徐々に
つくり込んで行くところが、今年はいきなり本番で、急にやっ
た感じでしたが、子どもたちは頑張っていましたよ。
好の助——今年はリハーサルが無くて、緊張する間もなく発表会に
なったから、アッという間に終わってしまったかもしれないですね。

11年間続いたワークショップで、参加した子どもたちからも「楽し
かったから来年またやりたい」「仲間がいたので楽しく緊張せずで
きた」などの感想も沢山あったようですね。とてもアットホームな
雰囲気で開催していたようですが、残念ながら、市民会館うらわ
は令和3年3月をもちまして閉館となってしまいます。この会場で
の発表会は最終回でしたね。
鳳志——私は12年くらい前からこちらで落語会をやらせていた
だいて、それがご縁で未だに寄席に足を運んでくださるお客様
もいらっしゃいますし、ワークショップも11年続けさせてい
ただいて、ここがなくなるのは寂しいですね。
萬橘——ここが築50年以上と聞きました。やはり建て直すこと
になるんですね。寂しいですね。
好の助——この会場でのワークショップは今年で最後になってし
まいますが、色んな子がいましたね。
萬橘——長い噺を覚えることが得意な子、口数が少なくて、ボソッ
として、そこで笑いが取れる子、『寿限無』を一人でやった子も
居ましたね。子どもたちは本当に千差万別で面白い子がたくさ
ん居ました。弟子入りとは違うし、厳しい指導はしなかったね。
夏休みのキャンプに参加するみたいに楽しいひと時を過ごして
欲しかったから、ワイワイやって、楽しかったって思えること
が一番大事ですよね。
好の助——落語を聞いて楽しいって思ってくれるだけじゃなく、
このワークショップに参加して楽しかったって記憶に残ってく
れたら、私たちもやって良かったなと思いますよ。また、場所
を変えて、このワークショップができたら、嬉しいですよね。

子どもたちが高座に上がれる経験はなかなかできないですよね。
開催場所を移して来年度以降も継続して行きたい企画です。
引き続きご協力いただけないでしょうか？
鳳志——それは嬉しいお話です。3人でワークショップを10年以
上やらせていただいて、毎年私たちも子どもたちと楽しく発表
会までつくって来ました。ぜひ、続けて行きたいです！
萬橘——開催場所が変わったら、また新しい地域の子どもたちと
会えることも楽しみですね。
好の助——ワークショップの雰囲気が変わりますかね？でも、今
まで来てくれていた子どもたちも、参加してもらいたいですよね。

ありがとうございます！私どもも、とても嬉しいです。
ところで、未だコロナ禍ですが、この非常事態で寄席や落語会は
どのように変化しましたか？
鳳志——東京での寄席はコロナ対策をしながらボチボチ復活して
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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

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

友の会料金　2,500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12〜13ページをご覧く
ださい。

音楽の絵本

令和
３年  ２月20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）

一般1,800円　中学生以下1,200円（全席指定）
3歳以上有料、3歳未満は保護者1名につきお子様1名まで膝上無料（席が必要な場合は有料）

「音楽の絵本〜ダンディズム」　金管五重奏のズーラシアンブラスとピアノの弦うさぎ、そしてサッ
クスはサキソフォックス…動物たちが織りなす不思議なクラシックコンサート「音楽の絵本」の世
界へようこそ！
【演奏予定曲】幻想即興曲（作曲：ショパン）　ディズニー名曲メドレー（編曲: 石川亮太）〜不思議
の国のアリス 〜シンデレラ〜白雪姫〜ジッパディドゥダー〜　踊り明かそう(作曲:フレデリック・ロ
ウ／編曲:石川亮太)　マイファニーバレンタイン(曲:Richard Rodgers ／編曲:石川亮太)ほか

１２月１９日（土）10：00より発売開始

©ＳＵＰＥＲＫＩＤＳ

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今回のコンサートは、ギタリストの細川
侑乃と大坪純平を迎え、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
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さいたま子どもスーパーカッション
第9回定期演奏会

令和
３年  ３月21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）　３歳以下膝上無料

プロのアーティストが公募により集まった子どもたちと打楽器バン
ドのコンサートを行います。

令和3年１月16日（土）10：00より発売開始

友の会料金　1,000円

昨年の様子

ウエストで楽しめる名作オペラ
おしゃべりオペラコンサート「ヘンゼルとグレーテル」

令和
３年  ３月19日金　開演 18：00
プラザウエスト　さくらホール
3048-858-9080（9:00〜21:00）

一般2,000円　中学生以下1,000円
（全席指定）　未就学児入場不可

12月19日（土）10：00より発売開始

今年の<ウエストで楽しめる名作オペラ>は、従来のワーショップ企画から舞台
公演となりました。
ナビゲーターの分かり易いおしゃべりで、名作オペラをたっぷりお楽しみ下さい。

スプリングコンサート

令和
３年  ３月14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

国際的に活躍する琵琶奏者の邵容（シャオ・ロン）をお迎えし、中国琵琶
と五弦琵琶による生演奏をお届けします。
【申込方法】来館にて受付。（先着順）2月7日（日）より電話での受付可能。
コロナウイルス感染拡大防止に伴う座席数制限のためお一人様3枚まで。

邵容（シャオ・ロン）

チケットは岩槻駅東口
コミュニティセンター
のみで販売
048–758–6500

令和3年2月6日（土）10：00より発売開始

狂言鑑賞会
解説付きの狂言鑑賞会を開催します。
【申込み方法】1月30日（土）（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
【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（抽選）

令和
３年  ２月20日土　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間
3048–648–1177（9:00〜19:00）

2,000円（全席指定）　小学生以上

撮影：政川慎治

往復はがきにて申込み受付中 新春の雅楽
雅楽の管弦、歌、舞で、新年をみやびにお祝
いする鑑賞会を開催します。
【申込み方法】1月30日（土）（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

【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（抽選）

令和
３年  ２月27日土　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間
3048–648–1177（9:00〜19:00）

2,000円（全席指定）　小学生以上

©花舞鳥歌風遊月響雅楽団

往復はがきにて申込み受付中

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。 52021/1



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

市民劇団Liebe 完全オリジナル新作公演！
「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

発売中

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

楽しい楽曲解説と演奏でお届けする華やかな
名曲アカデミー！　【司会・指揮】宮川彬良　
【歌】JKiｍ　【ナビゲーター】中村繪里子
【演奏】東京フィルハーモニー交響楽団

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

三遊亭楽生独演会
発売中

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。

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
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

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

発売中

ⓒShinichiro  Saigo

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
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落語映画鑑賞会
お正月、三遊亭楽太郎で初笑い！DVD
三遊亭楽太郎十八番集より「藪入り」「禁
酒番屋」「芝浜」の3本を上映します。入
場自由。先着40名様ワンドリンク付き。

【申込み方法】
当日、直接会場へ

【問合せ】
高鼻コミュニティセンター
TEL：048－644－3360

令和
３年  １月９日土
10：30〜12：00
高鼻コミュニティセンター

定員 40人　当日先着順・無料

社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団　アート作品展「第６回
スマイル・プラス」～ひとつひとつのその人（ひと）らしさ～

令和
３年  １月15日金～19日火
10：00〜16：00（15日は10:00〜12：00　13：00〜16：00、19日
は10：00〜12：00　13：00〜15：00）※18日（月）は休館日
さいたま市文化センター　展示室

観覧自由・無料

さいたま市社会福祉事業団が運営
するさいたま市の障害関係施設を
利用されている方々の作品を集め
たアート作品展です。

【問合せ】社会福祉法人さいたま
市社会福祉事業団
TEL：048－669－0033

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。

第19回
さいたま市外国人による日本語スピーチ大会

外国人市民が「Ｓｔａｙ　Ｈｏｍｅで見つけた
幸せ」をテーマに、日常生活の中で感じた
事や考えた事などを日本語で発表します。

【観覧方法】インターネットLIVE配信　
YouTube「さいたま観光国際協会」チャ
ンネル　Saitama　TIBにてLIVE配信

【問合せ】公益社団法人さいたま観光国際
協会　国際交流センター
TEL：048－813－8500

令和
３年  ２月６日土　開演 13：00
浦和コミュニティセンター　多目的ホール

インターネットLIVE配信

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

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

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。 72021/1



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
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（18歳以上）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

はじめての風景画講座 日程 令和
３年2月6日土・13日土・20日土・27日土・3月6日土

　　　　10:00～12:00（全5回）
会場 プラザウエスト 桜　区風景画の講座を開催します

費用  3,500円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 R3/1/15㈮
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

お茶のみ落語 日程 令和
３年2月19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 R3/1/15㈮
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

和太鼓体験会 日程 令和
３年2月21日日　10:30～12:00（全1回）

会場 西部文化センター 西　区和太鼓団体「批魅鼓」を講師に迎え、体験会と公演会を開催します
費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学（小学生以上）の方　　定員  15人　　申込み  往復はがき・締切 R3/1/30㈯
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

日本画模写講座 日程 令和
３年2月25日木・3月4日木・11日木・18日木・25日木

　　　　13:30～16:00（全5回）
会場 プラザイースト 緑　区鳥獣人物戯画を和紙に墨で写し、草木染めをします

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 R3/2/4㈭
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

フラワーアレンジメント講座 日程 令和
３年2月28日日　10:00～12:00（全1回）

会場 プラザウエスト 桜　区フラワーアレンジメントの講座を開催します
費用  3,500円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 R3/1/15㈮
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

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

全ての施設でFREESPOTがご利用可能になりました。
詳しくは各施設の窓口にお尋ねください。

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

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。

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。

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
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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。

　暮らしと社会
認知症サポーター養成講座 日程 令和

３年1月23日土 10:00～11:30（全1回）
会場 コミュニティセンターいわつき 岩槻区認知症を正しく理解し、温かい目で見守るサポーター養成講座です

費用  無料　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  20人　　申込み  電話・R3/1/6㈬ 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

味噌作り講座 日程 令和
３年1月31日日 13:00～16:00（全1回）

会場 与野本町コミュニティセンター 中央区手作り味噌を作ります
費用  2,500円　　対象 市内在住・在勤の方　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 R3/1/14㈭
その他  持ち物:味噌を入れる容器（4㎏程度）・エプロン・三角巾・布巾
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

　子ども・子育て・親子の時間
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  200円　　対象  ①市内在住・在学の小学1・2年生とその保護者 ②市内在住・在学の小学3・4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 12/28㈪　　その他  参加希望時間（①・②）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

親子陶芸講座 日程 令和
３年2月7日日・28日日 10:00～12:00（全2回）

会場 大宮工房館 大宮区親子で陶芸にチャレンジします
費用  2,000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 さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 R3/1/10㈰
問合せ  〒330-0804 さいたま市大宮区堀の内町1-577-3 大宮工房館　☎︎ 048-645-3838

親子バレンタイン 日程 令和
３年2月7日日 10:00～12:00（全1回）

会場 東大宮コミュニティセンター 見沼区親子で楽しくバレンタインスイーツを作ります
費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小学４年生以上の子とその保護者　　定員  5組10人　　申込み  往復はがき・締切 R3/1/15㈮ 
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

小学生タグラグビー体験会 日程 令和
３年2月20日土 10:00～12:00（全1回）

会場 美園コミュニティセンター 緑　区ラグビーの基礎となるタグラグビーを体験します
費用  200円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  30人　　申込み 来館・R3/1/9㈯ 10:00～　　その他 R3/1/10㈰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

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

全ての施設でFREESPOTがご利用可能になりました。
詳しくは各施設の窓口にお尋ねください。

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

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。

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。

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

112017/12

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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Stage report

　令和2年は2月下旬から新型コロナウィルス感染拡大防止のため、さいたま市でも公演、文化イベントの開催は中止や延期が
続きました。昨年度の3月、開催を予定していたこの音楽祭も中止になり、今年は1年振りの開催となりました。実行委員会も
例年より約2ヶ月遅れのスタートで、臨時の集会も含めた5回の会議で安全に開催するための話合いを重ね、参加団体へは開催
に向けての注意喚起を含めた説明会を行いました。そして、実行委員を中心に出演者の皆様やそのご家族、指導にあたってくだ
さった先生方、スタッフたち、それぞれが細心の注意をしながら、この日の準備にあたり、本番を迎えました。
　コロナ禍の市民音楽祭です。この音楽祭に関わる人の様々な思いが交錯する中、受付では大・小ホールに入場するお客様を含
めた、全ての方の検温、手指消毒そして、マスク着用のお願い、万が一に備えた緊急連絡先を把握に努めました。
　今年は大・小ホール合わせて31団体にご出演いただきました。そのプログラムは、1団体あたりの出演者数や演奏できる楽器、
演奏時間にいたるまで、制限だらけの市民音楽祭です。開場は予定通り、午前9時30分、大ホールでの開会式も定刻通り始まり、

最小限の人数で開会宣言がありました。大・
小ホールとも、演奏が終わると出演者たちは
速やかに袖に捌ける、客席も関係者以外は出
口へと向かいます。扉を全開し、ホール内の
換気、消毒をくり返します。
　小ホールは30人以下で構成された12団体
が出演し、予定通り14時半過ぎに終演しま
した。大ホールには19団体中のうち、14団
体が中学校、高等学校からのエントリーでし
た。「市・県内の吹奏楽コンクールは軒並み中
止になり、生徒たちの目標のひとつが無く
なってしまった」と顧問の先生らしき方が受
付でマスクの下から言葉を漏らしていました。

3年生はすでに引退している学校も多く、「初めての1、2年生での演奏です！」と客席へも緊張感が伝わって来るような、部活動
紹介もありました。
　この感染症は沢山の人の生活や価値観を変えてしまったようです。数か月振りのホールやロビーの賑わいも生演奏の響きも
以前より少しピリリとして、新しい文化の伝え方を試行錯誤しての「第20回さいたま市民音楽祭」はその幕を閉じました。そし
て、この日からすでに2週間以上が経過しましたが、幸い関係者からの発熱などの報告はありません。実行委員会の皆様をはじめ、
出演者、関係者の皆様、ご協力をいただきありがとうございました。
　この記事を書いている最中も日本中で第三波と囁かれているよう
で、状況は刻々と変化しています。With コロナ時代の文化の伝え
方を事業団は考えて来ました。この音楽祭を経て、これからもさい
たま市の文化施設・コミュティ施設は安心と安全に努め、「鑑賞して
感動した」「参加して楽しかった」ただその思いを持ち帰ることがで
きるコンサートやイベント、講座を開催して行きます。
　今年も（公財）さいたま市文化振興事業団をよろしくお願いいたし
ます。

「第20回さいたま市民音楽祭」
～with コロナ 文化の伝え方～

令和2年11月1日（日）
さいたま市文化センター大ホール・小ホール

小ホール　第1部　①ピアニッシモのお二人

大ホール　第2部　⑱さいたま市立浦和高等学校吹奏楽部の皆さん

実行委員会の皆さん

112021/1

エ ッ セ イ

Essay

～レシピ編～「冬に備える」
新年明けましておめでとうございます。
皆様お健やかに新年をお迎えられたとお慶び申し上げます。
今年は昨年からの新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症が治ま
らない中、例年とは違う年末年始と思います。私も常にマスクをし、密にな
らないよう心掛け、手洗い・消毒に気をつけて過ごしてまいりました。
心と身体については、今まで以上に大事にして行かなくてはと、改めて感
じております。見えない感染症に立ち向かうためには、私たちが持っている病気への抵抗力と落とさないようにして、免疫
機能を維持していくためには、バランスの良い食事の栄養だけではなく、睡眠、休養、ストレス解消、適度な運動、そして
規則正しい生活が重要とされ、また身体を温める、社会生活で大切なコミュニケーションと笑いも効果があると言われてい
ます。心穏やかに暮らせる毎日を大事にしたいですね。
今回ご紹介するメニューは、寒い冬に身体が温まるレシピです。
身体を温める食材として、れんこん、豚肉、豆腐、生姜、長ネギ、みそ、ごま油を使っています。寒い冬を迎えた根菜
料理は体をポカポカにしてくれます。れんこんにはビタミンC、食物繊維、カリウムなどが含まれ、豚肉にはビタミンB1、
生姜にはショーガオール、長ネギにはアリシンなど各々が相乗効果を発揮し、新陳代謝を活発に、血行を促進し、またスト
レスを和らげます。
旬の食材がもつ栄養素を取り入れ、寒い冬を乗り越えましょう。

・豚肩ロース（バラ肉でも）�250g
・れんこん� 250g
・赤パプリカ� 1/3個

・コーン缶� 190g
・長ネギ� �40g
・生姜� 1片
・絹豆腐� 150g
・鶏がらスープの素
� 大さじ1

・米� ２合
・雑穀ミックス
� 大さじ２

・水� 2.5カップ
・酒� 大さじ1
・塩� �少々
・片栗粉� 小さじ2
・卵� �1個
・小ネギ� 3本

・生姜（みじん切り）� 1片
・こしょう� 少々
・ごま油� 大さじ1
・酢水� 適宜

　　酒� 大さじ1
　　みそ（甜麵醬、八丁味噌）�大さじ1
　　鶏ガラスープ� 150cc
　　しょうゆ� 大さじ1
　　砂糖� 大さじ1

【材料】（４人分）

【材料】（４人分） 【材料】（４人分）

【作り方】

【作り方】

【作り方】

①豚肩ロースはこしょうをして、フライパンにごま油をひき、こんがりと焼く。
②れんこんは３〜４cm厚さに切り、酢水に浸し、赤パプリカは３cm角に切る。鍋に湯を沸かし、れんこんを１分程、赤パプリ
カを10秒程入れ、ザル上げする。

③フライパンにごま油を熱し、生姜（みじん切り）を炒め、パプリカ、れんこん、豚肉を加えて、調味料を加え、れんこんに火が
通るまで煮る。

①長ネギ・生姜はみじん切り、豆腐は角切りにする
②鍋にごま油を熱し、長ネギ・生姜を炒める。水・鶏
がらスープの素・豆腐・コーン缶を入れ、熱する。

③酒と塩を加え、水溶き片栗粉でとろみをつける。
④卵を溶き、鍋に加える。
⑤器に注ぎ、小ネギの細切りを散らす。

お詫びと訂正：本誌SaCLa10月号／vol.205
Ｐ13に掲載の『SaCLa Essay ～レシピ編～「温活」』の中で字句の誤りがありました。
誤）「●大根の足跡漬」　正）「●大根の即席漬」　　左記のように訂正し、ここに謹んでお詫び申し上げます。

①米を研ぎ、炊飯する

●豚肉とれんこんの炒め物

●豆腐入りコーンスープ ●雑穀ご飯

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さいたま市観光、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）

調
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料
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最小限の人数で開会宣言がありました。大・
小ホールとも、演奏が終わると出演者たちは
速やかに袖に捌ける、客席も関係者以外は出
口へと向かいます。扉を全開し、ホール内の
換気、消毒をくり返します。
　小ホールは30人以下で構成された12団体
が出演し、予定通り14時半過ぎに終演しま
した。大ホールには19団体中のうち、14団
体が中学校、高等学校からのエントリーでし
た。「市・県内の吹奏楽コンクールは軒並み中
止になり、生徒たちの目標のひとつが無く
なってしまった」と顧問の先生らしき方が受
付でマスクの下から言葉を漏らしていました。

3年生はすでに引退している学校も多く、「初めての1、2年生での演奏です！」と客席へも緊張感が伝わって来るような、部活動
紹介もありました。
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出演者、関係者の皆様、ご協力をいただきありがとうございました。
　この記事を書いている最中も日本中で第三波と囁かれているよう
で、状況は刻々と変化しています。With コロナ時代の文化の伝え
方を事業団は考えて来ました。この音楽祭を経て、これからもさい
たま市の文化施設・コミュティ施設は安心と安全に努め、「鑑賞して
感動した」「参加して楽しかった」ただその思いを持ち帰ることがで
きるコンサートやイベント、講座を開催して行きます。
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（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧
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

案内図 1

※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。

※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。

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�案内図�
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

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�

1月の休館日…1日〜3日

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�

1月の休館日…1日〜3日

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�

1月の休館日…1日〜3日

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�

1月の休館日…1日〜3日

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�

1月の休館日…1日〜3日

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

1月の休館日…1日〜3日

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�

1月の休館日…1日〜3日

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�

1月の休館日…1日〜3日

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�

1月の休館日…1日〜3日

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�

1月の休館日…1日〜3日

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

1月の休館日…1日〜3日

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⊖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

1月の休館日…1日〜3日 1月の休館日…1日〜3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
1月の休館日…1日〜3日・25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
1月の休館日…1日〜3日・12日・25日

案内図 6

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
1月の休館日…1日〜4日・12日・18日・25日1月の休館日…1日〜4日・12日・18日・25日

案内図 2

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
1月の休館日…1日〜3日・13日・27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
1月の休館日…1日〜4日・18日・25日

案内図 4

1月の休館日…1日〜3日
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東
北
自
動
車
道

旧
中
山
道

第
二
産
業
道
路

産
業
道
路

首
都
高
速
埼
玉
大
宮
線

新
大
宮
バ
イ
パ
ス

東京外
環自動

車道

指扇
駅

日進
駅

西大
宮駅 大宮公

園駅

大和田
駅

七
里
駅

岩
槻
駅

東岩
槻駅

北
大
宮
駅

宮
原
駅

吉
野
原
駅

今
羽
駅

東
宮
原
駅

加
茂
宮
駅 土

呂
駅

東
大
宮
駅

鉄
道
博
物
館
（
大
成
）
駅

大
宮
駅

与
野
本
町
駅

北
与
野
駅

南
与
野
駅

中
浦
和
駅

西
浦
和
駅

北
浦
和
駅

浦
和
駅

与
野
駅

南浦和駅

武
蔵
浦
和
駅

東浦
和駅

東川口
駅

浦和
美園駅

さ
い
た
ま
新
都
心
駅

川越
線

東武
野田
線

宇
都
宮
線

ニ
ュ
ー
シ
ャ
ト
ル

新
幹
線

武蔵
野線

京
浜
東
北
線

宇
都
宮
線

埼
京
線

高
崎
線

埼
玉
高
速
鉄
道
線

大宮区役所

緑区役所

南区役所

桜区役所

見沼区役所

岩槻区役所

浦和区役所
市役所

北区役所

西区役所

県庁

西区

桜区

浦和区

南区

中央区

大宮区

見沼区

岩槻区

北区

緑区

17

17

17

17

17

16

16

463

463

463

122

463

463

463

463

16

79

64

1

5

34

40

57

57

56

2

65

2

324

381

214

164

164

105

215

214

80

48

79

298

中央
区役所

1

2
さいたま市民会館

うらわ

恭慶館
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20
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21
22

24

さいたま市民会館おおみや

さいたま市民会館いわつき

ふれあいプラザいわつき
（老人憩いの家 ふれあいプラザ）

1713
14
15

23

28

11

16

高鼻コミュニティセンター

片柳コミュニティセンター

七里コミュニティセンター

コミュニティセンター
いわつき

岩槻駅東口
コミュニティセンター

下落合コミュニティセンター

浦和コミュニティセンター

南浦和コミュニティセンター

与野本町コミュニティセンター

西与野コミュニティホール

上峰コミュニティホール

プラザウエスト

プラザイースト

馬宮コミュニティセンター

東大宮
コミュニティセンター

西部文化センター

日進公園
コミュニティセンター

盆栽四季の家

826 10氷川の杜文化館
大宮工房館

7

9

3

宮原コミュニティセンター

4

5

さいたま市
文化センター

6

25
美園コミュニティセンター

伝
統
文
化
施
設

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
1月の休館日…1日〜3日・18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
1月の休館日…1日〜4日・12日・18日・25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�

1月の休館日…1日〜3日

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
1月の休館日…1日〜3日

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P6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：

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�

1月の休館日…1日〜3日

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�

1月の休館日…1日〜3日
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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年度戦略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　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

ホール

イベントカレンダー 1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/12/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

8㊎ 谷原めぐみソプラノリサイタルVol.３ さいたま市文化センター
小ホール 14:00 4,000円（全席指定）

デ・ビジュー
担当  福王寺大有
090-2537-9562

9圡 SaCLaアーツコンサート・冬
和太鼓・批魅鼓特別公演

市民会館いわつき
ホール 14:00 1,000円（全席指定） 市民会館いわつき

048-756-5151

11⺼ トルヴェール・ディスカヴァリーズ！
さいたま市文化センター
小ホール 14:00 3,800円（全席指定） さいたま市文化センター

048-866-3171

15㊎ 新春寄席　三遊亭楽京独演会
日進公園
コミュニティセンター
体育室

14:00 500円（全席自由） 日進公園コミュニティセンター
048-664-4078

20氺 NAOTO×沖仁～夢の響演～ さいたま市文化センター
小ホール 18:00 4,000円（全席指定） SaCLaインフォメーションセンター

048-866-4600

23圡 夢の共演！
高橋多佳子とヤングピアニスト

プラザイースト
ホール 15:00 1,500円（全席指定） プラザイースト

048-875-9933

24㊐ アンダンティーノ　ピアノ演奏会 プラザイースト
ホール 13:00 入場自由・無料 アンダンティーノピアノ教室

048-881-6005

30圡 みんなで歌おう～新春コンサート～ 市民会館うらわ
コンサート室 14:30 入場自由・無料 歌の集い

090-3570-1684

31㊐ プラザイースト新春寄席 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

完売御礼

JAPAN  LIVE  YELL  project
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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

152021/1

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

₁₂月４㊎
▼

令和₃年
３月₂₈㊐

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

１月４⺼
▼

１月₁₀㊐
第18回大宮「観」写真展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00
4日は13:00から
10日は16:00まで  

入場自由・無料
大宮観写真クラブ
担当  藤野弘一
048-543-2569

１月４⺼
▼

１月₁₂㊋
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～

コミュニティセンター
いわつき 9:00▶17:00 入場自由・無料 コミュニティセンターいわつき

048-758-1980

１月₁₅㊎
▼

１月₁₉㊋

社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団
アート作品展
「第６回スマイル・プラス」
～ひとつひとつのその人（ひと）らしさ～

さいたま市文化センター
展示室

10:00▶16:00
15日は

10:00▶12:00、
13:00▶16:00
19日は

10:00▶12:00、
13:00▶15:00

観覧自由・無料
社会福祉法人
さいたま市社会福祉事業団
048-669-0033

１月₁₆圡
▼

１月₃₁㊐
レースの会作品展 大宮工房館

いこいの展示ホール 9:00▶18:00 入場自由・無料 大宮工房館
048-645-3838

１月₁₉㊋
▼

１月₂₄㊐
岩槻高等学校　書道部　書作展

コミュニティセンター
いわつき
展示ホール

9:00▶19:00 入場自由・無料 コミュニティセンターいわつき
048-758-1980

１月₂₂㊎
▼

１月₂₄㊐
第22回埼玉一美会書道展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00

22日は11:00から
24日は15:00まで

入場自由・無料
埼玉一美会
担当  浅見峰雄
090-2725-0656

１月₁₆圡
▼

１月₂₇氺
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～

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

048-764-8810

※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

【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！



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）
 各土曜日は14:00～16:00、各日曜日は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㈯必着
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）

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、Ｐ12・13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
扌

プレゼント当選発表 情報誌SaCLa10月号の「善竹大二郎さんサイン色紙」プレゼントの当選者は門井英明様、戸井田宣太
郎様、西山和宏様に決定いたしました。ご応募ありがとうございました。

今月号の表紙を飾る『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）』に出演される三遊亭鳳志さん三遊亭萬
橘さん、三遊亭好の助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⑥1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「三遊亭三人会　サイン色紙」プレゼント係までご応
募ください【締切:令和3年1月15日（金）必着】。当選者の発表
は、情報誌SaCLa4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！


