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SaCLaステージレポート
プラザウエスト
『気軽にクラシック vol.39
森麻季ソプラノ・リサイタル』
（11月28日（土）開催）より

公演・イベント情報
お茶のみ落語ホール編　他

Artist Interview
タンゴバンド トリアングロ
タンゴダンサー クリスティアン＆ナオ
プレミアクラシック vol.11
情熱のタンゴ！ ～ダンス＆コンサート～　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」④

SaCLaレッスン
大宮工房館「干支を作る陶芸講座『丑』」
（11月29日（日）開催）より
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トリアングロ・クリスティアン&ナオ

今月のArtist Interview は5月23日（日）、プラザイースト ホールにて開催される「プレミアクラシックvol.11 情熱のタン
ゴ！～ダンス＆コンサート～」にご出演いただくトリアングロ（啼

てい
鵬
ほう
/バンドネオン・金

きむ
庸
よん
太
て
/ギター・相川麻里子/ヴァイオ

リン）とダンサーのクリスティアン＆ナオです。プラザイーストで初の試み、ダンスと音楽を織り込んだコンサートを開
催します。インタビューではタンゴの魅力やコンサートの見どころをお聞きしました。

Artist
Interview

トリアングロ
金庸太

トリアングロ
啼鵬

ナオ クリスティアン

■トリアングロ
2001年に結成。当初、ピアソラを中心としたレパートリーだったが、徐々
に古典タンゴやクラシック、映画音楽など幅広いジャンルの楽曲を演奏す
るようになる。
トリオ用に編曲は啼鵬（ていほう）が担当。ヴァイオリン、バンドネオン、
ギターという珍しい編成で、3人のアンサンブルの可能性を広げる。第一
線で多忙に活躍する3人の確かなテクニックと高い音楽性、そして啼鵬の
絶妙なトークを交えたコンサートは、全国各地で熱烈なファンを増やして
いる。2008年、アルバム「TRINIDAD（三人寄れば…）／Triangulo」をリ
リース。

■クリスティアン＆ナオ
クリスティアンは2004年より来日。2005年にアルゼンチンでの世界選
手権にてステージ部門第4位を獲得。ナオは2005年オープンジャパン選
手権にてステージ部門第5位、サロン部門準優勝。2008年よりペアとし
て本格的に活動を開始。国内外の数々のショーに出演。2011-2012年 
ブエノスアイレスの著名タンゲリーア「ロホ・タンゴ」レギュラーダンサー。
日本そして世界から注目されているペア。
＜主な受賞歴 2009年アルゼンチンタンゴ世界選手権アジア大会サロン部
門優勝/世界選手権ステージ部門第3位/2012 年ミロンゲーロス・デル・ム
ンド部門優勝＞

トリアングロ
相川麻里子
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プレミアクラシックｖｏｌ.１１
情熱のタンゴ！　～ダンス＆コンサート～

トリアングロによる上質なタ
ンゴの演奏を情熱的なダンス
といっしょにお楽しみください。

【出演】トリアングロ
・啼鵬（バンドネオン）
・金庸太（ギター）
・相川麻里子（ヴァイオリン）
ダンス：クリスティアン＆ナオ

５月23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
友の会料金　2,700円

２月6日（土）10：00より発売開始

していてもビートを刻んで行ける音楽ですが、そこにダンスが入ると、
演奏者側もリズムのアンテナが更に敏感になり、その感覚をお客様に
お届けできると思います。
相川――私は元々クラシックを学んでいましたから、タンゴの世界では、
邪道なプレイヤーだったかも知れません。だからトリアングロ結成当
時は、ピアソラを演奏することが多かったです。どうしたら古典タン
ゴのタッチが弾けるようになるのか、映像やCDでひたすら研究して、
今のトリアングロとしてタンゴのバンドになりました。
啼鵬――僕はバンドの作曲や編曲も担当していますが、彼女にタンゴの
真似事ではなくて、相川麻里子というアーティストとしてのタンゴを
弾いて欲しいですし、それが出来るよう、アレンジをしています。
ナオ――生演奏で私たちのダンスをリードしてもらい、会話をするよう
にステージを創って行きます。時にはアクロバティックに、官能的で
情熱的に音楽とダンスを融合させて表現します。その即興感は実際に
ご鑑賞いただくからこその、ワクワク感だと思います。聴覚から、そ
して視覚からも楽しめるコンサートになると思います。
金――今回のコンサートは全て暗譜してダンサーのステージングを観た
いと思います。

本番は5月ですが、未だ感染症の拡大が心配されますね。
啼鵬――様々な状況の方がいらっしゃるので、心配は続いていますが、
僕の住んでいる土浦市は東日本大震災で大変な打撃を受けました。だ
から、今はあの時の喪失感とは比になりません。ただ、時代はどんど
ん変化して行きます。30年前、音楽をレコードからじゃなくて電話
で聴く世の中になるなんて、誰も想像していなかったでしょう？今、
出来ることをやっていくしかないですよね。
金――僕も今回のことで、オンラインでギターのレッスンをするように
なりました。そうしたら、京都の山奥の方やアムステルダム在住の日
本人など、思いもよらない方と繋がることが出来るようになりました。
考えてみたら、今までも出来たことですが、こんな状況でなければ、
やろうと思わなかったことです。
ナオ――私たちはダンス教室を開催することは難しくなっています。で
も、これを機に初心に戻り、ステップを見直したり、新しい振り付け
を考えたりすることができました。だから、この状況を前向きに捉え
るならば、リセットそして、リスタートが出来たと思います。
相川――私も楽譜の整理や楽器のメンテナンスをしていました。また世
の中が変化して、コンサートが中止になったとしても驚きませんが、
そうならないことを願い、準備をしています。このコンサートは演奏
側からしてもワクワクするステージです。

プラザイーストのスタッフもコンサートの開催に向け、
入念に準備しています。では、読者の皆様へ一言お願いします。
クリスティアン――ダンスと音楽で素晴らしいコンサートになります。
会場で皆様にお会いできることを楽しみにしています。絶対見に来て
ください！お待ちしております！！

トリアングロのメンバーをご紹介していただけますか？
相川――ヴァイオリンの相川麻里子です。ヴァイオリンは母の勧めで始
めました。才能教育会ってご存知ですか？音楽を通じて心豊かな人間
を育てることを目的とした教育方の一つで、3歳からそこで習い、5
歳のとき全国大会が武道館であって、『キラキラ星変奏曲』を演奏しま
した。ヴァイオリンを弾くことが楽しくて、すっかりのめり込んでし
まいました。啼鵬くんとは高校の同級生です。
啼鵬――バンドネオンを担当しています、啼鵬です。僕は3歳からピア
ノを始めたようです。父がギタリストだということもあり、初めて弾
いた楽器はギターだと思っていましたが、ピアノが初めで、ギター、
ヴァイオリンなど、様々な楽器をやってきました。いつも音楽が傍に
ある環境だったせいか、小学生の頃から、アスゼンチンタンゴを聴い
て、ピアノでそのフレーズを真似てみたりして、その中で使われてい
る楽器「バンドネオン」を知り、高校の合格祝いにバンドネオンを買っ
てもらいました。大学では作曲を学び、作曲活動の傍ら、演奏活動を
して、トリアングロは2001年に相川さんの誘いで結成しました。
相川――ピアノのない場所での演奏、しかも華やかな構成にして欲しい、
という依頼があり、啼鵬くんに相談したところ、ギターもあった方が
良い、と提案があり、当時のギター・高田元太郎さんと3人でトリア
ングロを結成しました。
啼鵬――3人でアルバム『TRINIDAD（三人寄れば…）Triangulo』をリ
リースしましたが、その後、高田さんがご病気をされ、その後の活動
が難しくなり、金さんが加入しました。彼と僕とは、以前から別のバ
ンドで活動していたし、彼も高田さんとも交流がありました。
金――ギターの金庸啼です。だから僕はトリアングロの二代目のギタリ
ストです。東京都荒川区生まれで西日暮里や西尾久で育ち、小学5年
生でギターを始めました。当時はニューミュージックブームで、「モー
リスを買って、アリスみたいなスーパースターになりたい！」と思っ
ていましたが、親戚の兄貴の勧めでクラシックギターを買ってしまい
ました。スリーフィンガーを習得すると、その後、何をやって良いか、
情報が無くて困ってしまいました。でも、母からは「あなたはやれば
できる子」と言われ、13歳からギター教室へ通ってみなさいと言われ
ました。習い始めて、歌が歌えないとアリスの様にはなれないことに
気づきましたが、母の「やればできる子」の言葉もあり、高校からはギ
ターに専念しました。そして一生懸命取り組んだら、いくつかのコン
クールで受賞をさせていただき、その後、ヨーロッパへ留学をしまし
た。2000年に帰国して、現在に至ります。留学前には、さいたま市
へ移り住み、今も実家があります。
　　今回もタンゴダンサーのクリスティアン＆ナオと共演するのですが、
ステージに歓声があがってもいつも譜面に見入っているので、ステー
ジ上でのダンスの展開を見逃しています。とても華やかなステージに
なっているのでしょうね。

聞くからに華やかですよね。音楽に華を添えている
クリスティアン＆ナオについてもお話しください。
ナオ――私の経歴は4歳からクラシックバレエを始め、タンゴを始める
前はフラメンコをやっていました。映画『12モンキーズ』でピアソラ
のタンゴ曲が好きだったこともあり、知人にタンゴを習わないかと誘
われました。習い始めてミロンガのスタジオでアシスタントをしてい
たクリスティアンと出会い、2008年から本格的にペアで活動を始め
ました。その年に、Japan Openタンゴダンス選手権に出場し、サ
ロン部門とステージ部門の両部門で準優勝しました。
クリスティアン――僕はアルゼンチンのブエノスアイレス州サラテと
いうところで生まれ育ち、母の勧めで13歳からタンゴを習いまし
た。友だちは3歳からタンゴを習っていたり、家族が皆、ダンサーの
家庭もありました。最初は気恥ずかしくって抵抗がありましたが、だ
んだん面白くなって来て、19歳で講師として来日しました。ナオと
ペアを組んで2011年から2年間くらいブエノスアイレスで活動して、
Hotel FaenaのタンゲリアRojo Tango のレギュラーダンサーにな
りました。その後、東京を拠点にして、インドネシアやロシアでも活
動してきました。日本は安全で静かで住みやすいです。ご飯とお味噌
汁は大好きです。

『トリアングロ』と『クリスティアン＆ナオ』が共演する
今回のコンサートの見どころ、聴きどころを教えてください。
啼鵬――トリアングロを結成して20年近くになりますが、1月からクリ
スティアン＆ナオと共演するようになって、僕らのステージも一段上
がったと思います。タンゴはダンスミュージックでバンド単体で演奏

16ページにプレゼントのお知らせがあります!

クリスティアン＆ナオ

金庸太 啼鵬 相川麻里子
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今月号発売予定の公演情報です。新着公演情報
※公演の日時、内容は予告なく変更となる場合があります。※お問合せ時にチケットが完売している場合があることをご了承ください。

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。

お茶のみ落語ホール編

３月14日日　開演 14：00
プラザウエスト　さくらホール
3048-858-9080（9:00〜21:00）

2,500円（全席指定）　未就学児不可

お茶のみ落語のホール編を柳家花緑をゲストに招き開催します。

1月16日（土）10：00より発売開始

さいたま子どもスーパーカッション
第9回定期演奏会

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。
【演奏予定曲】
威風堂 （々E. エルガー）
アンダー・ザ・シー（A. メンケン）　他

先行予約日　1月13日水10：00より発売開始

三遊亭天どん三遊亭鬼丸 柳家花緑

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

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
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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。

夢の共演!
高橋多佳子とヤングピアニスト

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

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

劇団Liebe 完全オリジナル新作公演！
「オルゴール」

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

春風亭昇太独演会

３月20日土・ 　開演 18：00
市民会館うらわ　ホール
3048-822-7101（9:00〜19:00）

3,500円（全席指定）　未就学児不可

テレビでおなじみの春風亭昇太による落語会を開催します。大爆
笑で客席を席巻する昇太の落語をたっぷりとお楽しみください。

先行予約日　２月19日金10：00より発売開始

春風亭昇太

２月20日（土）10：00より発売開始

スプリングコンサート

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）　未就学児不可

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
受付も可能。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1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

2月6日（土）10：00より発売開始

音楽の絵本 ～Ｄａｎｄｙiｓｍ～

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)

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）

©ＳＵＰＥＲＫＩＤＳ

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。 52021/2



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。

発売中

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

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

友の会料金　2,500円

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）

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）　未就学児不可

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）

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）　未就学児不可

©花舞鳥歌風遊月響雅楽団

往復はがきにて申込み受付中

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。

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

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」

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。

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）　未就学児不可

発売中

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

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。

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）　未就学児不可

大坪純平 細川侑乃

完売御礼
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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。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　　　

1 2

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。

地域を巡る作品展
近隣の小学校3校（美園小学校、大門小学校、
野田小学校）と美園教育相談室による児童の
絵画作品展が浦和美園駅、イオンモール浦和
美園、美園コミュニティセンターの各会場を巡
回します。※2月9日（火）、18日（木）、27日

（土）は各会場16：00まで。巡回スケジュール
は、Ｐ.15カレンダー（展示）をご確認ください。

【問合せ】美園コミュニティセンター
TEL：048－764－8810

２月１日月～２月27日土
浦和美園駅　１階掲示スペース
イオンモール浦和美園
美園コミュニティセンター
１階エントランスホール

観覧自由・無料

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

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

第１５回緑区内公民館絵画グループ合同展覧会
緑区内で活動を行っている絵画グ
ループによる展覧会を開催します。

【申込み方法】
当日直接会場へ

【問合せ】
緑区内公民館絵画グループ合同展
覧会実行委員会
048－886－2753

２月14日日～２月21日日
10：00〜17：00
14日は11：00から21日は15：00まで
プラザイースト第１・２展示室

観覧自由・無料

第１６回　東大宮演劇祭
劇団「レインボウ城！」のオリジナ
ルによる脚本を上演します。

【申込み方法】当日直接会場へ
【問合せ】
東大宮コミュニティセンター
TEL：０４８－６６７－５６０４

２月27日土・28日日
開演 11：00（予定）
東大宮コミュニティセンター　ホール

定員 50人　観覧自由・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

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】市民会館うらわ
TEL：048－822－7101

３月28日日まで
9：00〜21：00
市民会館うらわ　１階ロビー

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。 72021/2
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Stage report

　今回のコンサートは、いつもと少し感じが違っていた。
　まずステージが始まると、「『ミサ曲　ハ短調』より　ラウダムス・テ」が演奏され、雰囲気は一段と荘厳に。続いて、
バッハ＝グノーとシューベルトの「アヴェ・マリア」と続き、教会にでもいる感じとなってきた。さらに、マスカーニ
の「カヴァレリア・ルスティカーナ」が私の大好きな曲であり、気分は更に盛り上がる。「主よ、人の望みの喜びよ」（バッ
ハ）で世界の今おかれている環境や、12月のクリスマスに合わせた選曲らしく、思わず手をあわせたくなる。
　ここで森麻季さんは、ドレスを真っ白に着替えられた。
　もとより美しさに恵まれた姿といい、ソプラノ独特のコロラトゥラの声の響きは抜群で、ファンの多くは彼女を女
神様と呼んでいるとのこと。２部に入って、「歌劇『ルイーズ』より　その日から」、「歌劇『アドリアーナ・ルクヴルール』
より　私は神の偉大な僕」、「歌劇『ラ・ボエーム』より　私が街を歩けば～ムゼッタのワルツ」、「歌劇『つばめ』より　ド
レッタの夢」などのオペラのアリアを歌われ、まさにコロラトゥラの極みといったところ。外国の観客と違い、静かに
聞き入る日本人の観客態度に物足りなさを感じるものの、この季節、これはこれで美しいオーディエンスとも言える。
　森麻季さんは、プラザウエストのさくらホールを大変気に入っていらっしゃった。公演終了後、インタビューをさ
せていただいたところ、お気に入りは最後に歌われた「『ラ・ボエーム』より　私が街を歩けば～ムゼッタのワルツ」と
「歌劇『つばめ』より　ドレッタの夢」で、美しさを保つ秘訣は、「無理をせず、自然に過ごすことが大切」とのこと。芸
術の極致は、「美しさ」であることを感じ、これからも美しく生き、自然に毎日を過ごしていきたい、と思った。

SaCLa サポーターズ
倉持恵美子

気軽にクラシック vol.39
森麻季ソプラノ・リサイタル

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⑤2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「森麻季　サイ
ン色紙」プレゼント係までご応募ください【締切：2月15日（月）必着】。当選者の発表は、情報誌
SaCLa5月号にて行います。

【読者プレゼント】  森麻季さんのサイン色紙を抽選で2名様にプレゼントします。
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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



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
日本画模写講座 日程 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・在学の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 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

ギフトラッピング講座 日程 3月6日土 13:30～15:30（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区ギフトラッピ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  15人　　申込み  往復はがき・締切 2/15㈪
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

初めての模写講座（モネ） 日程 3月13日土 13:00～15:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区模写の講座を開催します

費用  3,500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 2/15㈪
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

桃の節句の茶会 日程 3月14日日 10:00～13:00（各全1回）
会場 恭慶館 浦和区はじめての方でも気軽に楽しめる季節の茶会を開催します

費用  400円　　対象  小学生以上　　定員  40人　　申込み  電話・2/24㈬ 10:00～　　その他  参加費は当日徴収　施設内は必ず靴下等着用
問合せ・受付  〒330︲0061 さいたま市浦和区常盤9︲30︲5 恭慶館　☎ 048︲835︲7450

　暮らしと社会
パン作り講座 日程 3月7日日 10:30～14:00（全1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ハムチーズパン作りを行います
費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  3人　　申込み 往復はがき・締切 2/19㈮
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

第60回いわつき散歩道 日程 3月20日土・ 10:00～11:30（全1回）
会場 岩槻区内 岩槻区岩槻の有名な史跡を巡り、岩槻人形博物館を目指します（人形博物館では学芸員の解説あり）

費用  300円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  20人　　申込み  来館又は電話・2/20㈯ 10:00～
その他  集合9:30岩槻駅東口交番前、解散11:30（予定）岩槻人形博物館
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

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
おはなし会 日程 2月18日木 11:00～11:30（全1回）

会場 美園コミュニティセンター 緑　区美園図書館との共催で絵本の読み聞かせや手あそびを行います
費用  無料　　対象  2～3歳児とその保護者　　定員  5組10人　　申込み 来館・当日先着順
その他  マスクを着用できる子どもに限る　10:45から第1・2集会室で受付
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

小学生タグラグビー体験会 日程 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

高学年子ども陶芸教室 日程 3月7日日 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区高学年対象の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 2/15㈪
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

低学年子ども陶芸教室 日程 3月14日日 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区低学年対象の陶芸教室を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学1～3年生　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 2/15㈪
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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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」④

オンライン会議などで対面しなくても用件が済む便利さを知った私たちですが、雑談が減る弊害にも目を向ける必
要性を感じます。雑談は単なるムダ話ではなく、使い方次第でコミュニケーションに欠かせないものになるからです。
雑談の中で相手が何気なく発した情報を受け止めて効果的に活用できたら、「私の話をきちんと聞いている」「関心を
もってくれている」と喜ばれるでしょう。

以前、仕事先で「そろそろ先生の苦手な夏がやってきますね」と言われて驚いた経験があります。暑がりの私は夏に
なると「死にそう」「もうダメ」など、ついネガティブな言葉を口走ってしまうのですが、その会社に伺うのは月に一、
二回。担当者とも必要最小限の会話しか交わさないのに「ボヤキまで気にかけてくれていたとは」と嬉しくもありまし
た。普段の挨拶にひと言、加えるだけで印象的なフレーズになる好例です。

また、あるとき聞いた電車内での会話も忘れられません。若い男性二人の一方は野球ファンらしく、球場で観戦や
応援をする楽しさを滔々と語っていましたが、ふと我に返って「何かゴメン。一人で喋って」と謝りました。すると相
手は「全然。聞いていると僕も野球を観に行ってみたくなったよ」と返したのです。野球好きのほうは、まさに破顔一
笑していました。こんな温かいひと言に接したら、「この人ともっと話したい」と思わずにはいられませんよね。

雑談には「気の利いたひと言」につながるヒントが潜んでいます。しかし、オンラインでの雑談は難しく、先日も会
議事務局の女性がマスクチャームを付けているのが可愛くて「オシャレですね」と声をかけるつもりが、わざわざマイ
クオンにして言うほどのことではないと控えました。必要でも急ぎでもないけれど、相手への関心を示すひと言を添
えるだけで話が弾み、人間関係は和やかになります。そんな雑談効果を意識して、他愛のない会話を楽しむわずかな
機会を大切にしたいものです。

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）
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レ ッ ス ン

Lesson

～SaCLaサポーターズによるコミュニティ施設・講座体験レポート～

大宮工房館「干支を作る陶芸講座『丑』」（11月29日㈰開催）
レポート：SaCLaサポーターズ　岡村 昌明

　秋晴れの日曜日、大宮工房館で開催された干支を作る陶芸講座に参加しました。
「丑」は自分の干支、陶芸も体験してみたく、今回レポーターに応募しました。大宮
第三公園の近くにある工房館、様々なサークルの活動に利用されており、いろいろ
なサークルの作品がきれいに展示されています。
　本日の教室は３階のワークスタジオ。迎えてくれたのは先生が作った「丑」、大き
さは両手の手のひらに乗るサイズの焼き物、すでにホルスタイン種の色付けをされ
ています。ちなみに、今日は素焼きまでの予定ですが、彩色された作品はとてもか
わいらしく我が家の玄関に飾ったらさぞ良い運が舞い込んできそう。これを果たし
て自分で作れるのか？とこの時点で、すでに緊張感漂います。
　さて、講習開始。鎌田先生の指示のもと、我々参加者16名はテーブル上の拡げら
れた板の上に塊の粘土を伸ばし始めました。麺棒と補助の角材を使い均一の厚さに
伸ばす作業、思ったより力が要ります。「できるだけ四角く伸ばして」と先生の声が
聞こえてきますが、なかなかそうはならず焦ります。なんとか型紙が乗るサイズ、厚さも均等にたどり着き、型紙通り切
り出していきます。これを、すでに先生が作っていただいた丑の胴体の型（小ぶりの茄子状）にあて、ドベを使い成型して
いきます。さりげなく、ほかの参加者の手元を見てみると、自分とけっこう違い、ムムッ。でも今更、戻れません。作業
は進んで、次は丑の顔づくりへ。最前列の席に陣取り、先生の手元を熟視していますがやはり先生のお手本通りにはなら
ず。細面の丑になってしまったので急いで頬の部分に粘土を追加し、福々しい顔を目指します。顔には耳、角を追加して
いきましたが、胴体以上に参加者の個性がでているなあと、他のかたの見るのも楽しい時間です。参加者も先生にどんど
ん質問したり、参加者同士の会話も弾む中、顔パーツを胴体に接着し、尻尾も装着。「丑」らしく見えるだろうか、と心配
しつつ弄りまわしていたら、指紋や指のあとがたくさん付い
てしまったマイ「丑」でしたが、工房館の館長さんから「濡ら
した鹿皮で表面を撫でるときれいになりますよ」と貴重なア
ドバイス。鼻輪もつけ乾燥を待つ自分の作品を見ていると充
実感がありました。
　館長さんのお話では毎年この干支を作る講座は開催されて
いるとのこと。「十二支揃ったらケースに飾るのもいいです
よ」とのお話です。家族の干支、揃えてみようかな。
12月中旬に完成した素焼きの自分の「丑」とご対面できる由。
どこに飾ろうか、どんな色を付けようかわくわくしつつ、あっ
という間の２時間の講座を終え工房館をあとにしました。

「大宮工房館」
（所在地：大宮区堀の内町1-577-3　Ｔ048－645－3838 / Ｆ048－645－3881）
　会場の大宮工房館は1998年5月（平成10年）に開館した大宮区堀の内町にあるコミュニティ施設で
す。工芸創作活動の専用施設として、ワークスタジオ（2室）、アトリエ、地域のコミュニティ活動など
で利用できる、研修室や会議室、講演会や各種研修会、作品等の展示を行える多目的ルームがあります。
また、大・小の陶芸用電気釜、陶芸用電気ろくろ、七宝焼用電気釜などの設備も充実していて、年間を
通して陶芸や工芸等の、創作活動を気軽にはじめられるきっかけづくりの講座も開催しています。
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3・6０４８⊖８５２⊖０１２１
上峰コミュニティホール

〒338⊖0014　さいたま市中央区上峰2⊖3⊖5

案内図15 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16

3０４８⊖６４４⊖３３６０　6０４８⊖６４４⊖３３６１
高鼻コミュニティセンター

〒330⊖0803　さいたま市大宮区高鼻町2⊖292⊖1

案内図❽
3０４８⊖６６７⊖５６０４　6０４８⊖６５４⊖５５９４
東大宮コミュニティセンター

〒337⊖0051　さいたま市見沼区東大宮4⊖31⊖1

案内図 7

3０４８⊖６４５⊖３８３８　6０４８⊖６４５⊖３８８１
大宮工房館

〒330⊖0804　さいたま市大宮区堀の内町1⊖577⊖3

案内図10
3０４８⊖６２５⊖３８５１　6０４８⊖６２５⊖２８８１
西部文化センター

〒331⊖0052　さいたま市西区三橋6⊖642⊖4

案内図 9

3０４８⊖７５８⊖１９８０　6０４８⊖７５８⊖１９８５
コミュニティセンターいわつき

〒339⊖0057　さいたま市岩槻区本町1⊖10⊖7

案内図21
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22

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20
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19

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17
3０４８⊖６８6⊖８６６６　6０４８⊖６８６⊖２９９９
片柳コミュニティセンター

〒337⊖0026　さいたま市見沼区染谷3⊖147⊖1

案内図 18

3・6０４８⊖８５４⊖８５８４
西与野コミュニティホール

〒338⊖0005　さいたま市中央区桜丘2⊖6⊖28

案内図14
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13

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
2月の休館日…8日・22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
2月の休館日…8日・22日

案内図 6

3０４８⊖６４１⊖６１３１　6０４８⊖６４１⊖６１３３
さいたま市民会館おおみや

〒330⊖0844　さいたま市大宮区下町3⊖47⊖8
2月の休館日…10日・24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
2月の休館日…1日・8日・15日・22日

案内図 4

3０４８⊖８６６⊖３１７１　6０４８⊖８３７⊖２５７２
さいたま市文化センター

〒336︲0024　さいたま市南区根岸1︲7︲1
2月の休館日…1日・8日・15日・22日

案内図 1
3048︲822︲7101　6048︲822︲7106
さいたま市民会館うらわ

〒330⊖0062　さいたま市浦和区仲町2︲10︲22
2月の休館日…1日・8日・15日・22日

案内図 2

※市民会館うらわは4月1日㈭より利用休止となり
ます。

3０４８⊖６５３⊖８５５８　6０４８⊖６５３⊖８５４１
宮原コミュニティセンター

〒331⊖0811　さいたま市北区吉野町2⊖195⊖1

案内図

3０４８⊖６８７⊖３６８８　6０４８⊖６８７⊖３７０５
七里コミュニティセンター

〒337⊖0014　さいたま市見沼区大字大谷1210

案内図1211

※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、休館中です。
　なお、西部文化センターにて臨時窓口を開設しています。
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3・6０４８⊖６６４⊖４０７８
日進公園コミュニティセンター

〒331⊖0823　さいたま市北区日進町1⊖312⊖2

案内図23
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3０４８⊖６４８⊖１１７７　6０４８⊖６４８⊖１３１１
氷川の杜文化館

〒330⊖0803　さいたま市大宮区高鼻町2⊖262⊖1
2月の休館日…15日

案内図26
3０４８⊖８３５⊖７４５０　6０４８⊖８３５⊖７４５３
恭慶館

〒330⊖0061　さいたま市浦和区常盤9⊖30⊖5
2月の休館日…1日・8日・15日・22日

案内図27

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24

3０４８⊖764–8810　6０48⊖764⊖9310
美園コミュニティセンター

〒336-0967　さいたま市緑区美園4-19-1

案内図25

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28
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★はチケット取扱い施設
（取扱時間はP5をご覧ください）

さいたま市内
施設案内図
西　区：　　　　北　区：
大宮区：　　　　見沼区：
中央区：　　　　桜　区：
浦和区：　　　　南　区：
緑　区：　　　　岩槻区：
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ホール

イベントカレンダー 2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3年/1/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

7日 POPS  CONCERT  7th さいたま市文化センター
大ホール 14:00 全席指定・無料

浦和吹奏楽団
担当  佐藤結実

concert-uws@yahoo.co.jp　

11木 バイオリンとギター タンゴコンサート 市民会館うらわ
コンサート室 14:30

【予約】2,800円
【当日】3,000円
（全席自由）

ボルドーナ音楽研究所
048-885-4139

13土

令和２年度
さいたま市教職員音楽会

さいたま市文化センター
小ホール 13:30 全席指定・無料

さいたま市教職員音楽会実行委員会
048-864-3451

（田島中学校）

劇団Liebe　完全オリジナル新作公演！
「オルゴール」

プラザイースト
ホール 14:00 1,500円（全席指定） プラザイースト

048-875-9933

14日 劇団Liebe　完全オリジナル新作公演！
「オルゴール」

プラザイースト
ホール 14:00 1,500円（全席指定） プラザイースト

048-875-9933

20土

音楽の絵本　～Dandyism ～ プラザウエスト
さくらホール 14:00

一般1,800円
中学生以下1,200円

（全席指定）
プラザウエスト
048-858-9080

狂言鑑賞会 氷川の杜文化館
伝承の間 14:00 小学生以上2,000円

（全席指定）
氷川の杜文化館
048-648-1177

23火 三遊亭楽生独演会 市民会館いわつき
ホール 14:00 500円（全席指定） 市民会館いわつき

048-756-5151

26金
SaCLaアーツ 
Friday One Coin Concert Vol.38
～ギターで巡る! 世界紀行～

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

27土

第16回 東大宮演劇祭
東大宮
コミュニティセンター
ホール

11:00 入場自由・無料
東大宮演劇祭実行委員会
担当  斉藤

080-3005-4078

落語とこころ さいたま市文化センター
多目的ホール 14:00 2,500円（全席自由）

一般社団法人文果組
048-767-6200
info@bunkagumi.jp

新春の雅楽 氷川の杜文化館
伝承の間 14:00 小学生以上2,000円

（全席指定）
氷川の杜文化館
048-648-1177

世界巡りコンサート
～ピアノ、ソプラノ、独唱など～

市民会館うらわ
コンサート室 14:30 入場自由・無料

（全席自由）
担当  山田聖子

090-3570-1684

28日

第16回 東大宮演劇祭
東大宮
コミュニティセンター
ホール

11:00 入場自由・無料
東大宮演劇祭実行委員会
担当  斉藤

080-3005-4078

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）
市民会館うらわ
ホール 14:00 2,800円（全席指定） 市民会館うらわ

048-822-7101

完売御礼

完売御礼

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

112017/1214 2021/2
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

２月１月
▼

２月12金
ぐるりパネル展（春シーズン）
～みなさんの活動を
ひろーく広報しましょう～

下落合
コミュニティセンター 9:00▶17:00 入場自由・無料 下落合コミュニティセンター

048-834-0570

２月１月
▼

２月９火

地域を巡る作品展／
美園コミセン⇒「美園小学校」
浦和美園駅⇒「大門小学校」
イオンモール浦和美園⇒
「野田小学校＋美園教育相談室」

美園
コミュニティセンター
1階エントランスホール
浦和美園駅
１階掲示スペース
イオンモール浦和美園

美園
コミュニティセンター

8:30▶21:30
浦和美園駅

5:10▶23:55
イオンモール浦和美園

9:00▶22:00
各会場9日は16:00まで

観覧自由・無料 美園コミュニティセンター
048-764-8810

２月10水
▼

２月18木

地域を巡る作品展／
美園コミセン⇒「大門小学校」
浦和美園駅⇒
「野田小学校＋美園教育相談室」
イオンモール浦和美園⇒「美園小学校」

美園
コミュニティセンター
1階エントランスホール
浦和美園駅
１階掲示スペース
イオンモール浦和美園

美園
コミュニティセンター

8:30▶21:30
浦和美園駅

5:10▶23:55
イオンモール浦和美園

9:00▶22:00
各会場18日は16:00まで

観覧自由・無料 美園コミュニティセンター
048-764-8810

２月16火
▼

２月26金
ぐるりパネル展（春シーズン）
～みなさんの活動を
ひろーく広報しましょう～

西部文化センター 9:00▶17:00 入場自由・無料 西部文化センター
048-625-3851

２月14日
▼

２月21日
第15回緑区内公民館
絵画グループ合同展覧会

プラザイースト
第１・２展示室

10:00▶17:00
14日は11:00から
21日は15:00まで

入場自由・無料
緑区内公民館絵画グループ
合同展覧会実行委員会
担当  渡邊直美

048-886-2753

２月16火
▼

２月28日
夢燈館作品展 大宮工房館

いこいの展示ホール 9:00▶17:00 入場自由・無料 大宮工房館
048-645-3838

２月19金
▼

２月27土

地域を巡る作品展／
美園コミセン⇒
「野田小学校＋美園教育相談室」
浦和美園駅⇒「美園小学校」
イオンモール浦和美園⇒「大門小学校」

美園
コミュニティセンター
1階エントランスホール
浦和美園駅
１階掲示スペース
イオンモール浦和美園

美園
コミュニティセンター

8:30▶21:30
浦和美園駅

5:10▶23:55
イオンモール浦和美園

9:00▶22:00
各会場27日は16:00まで

観覧自由・無料 美園コミュニティセンター
048-764-8810

２月28日
▼

３月５金
2021五人絵画展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00

28日は12:00から
5日は15:00まで   

入場自由・無料 担当  磯崎正幸　
048-653-3905

３月28日
まで

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 市民会館うらわ

048-822-7101

※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



参加無料

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SaCLa11月号の「サイタマティックサイン色紙・CD」プレゼントの当選者は稲葉千江子様、太
田勝彦様、小山浩幸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『プレミアク
ラシックvol.11 情熱のタンゴ!　
～ダンス&コンサート～』に出演
されるトリアングロの啼鵬さん、
相川麻里子さん、金庸太さんのそ
れぞれ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⑥2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

「情熱のタンゴ！　サイン色紙」プレゼント係まで
ご応募ください【締切：2月15日（月）必着】。当選
者の発表は、情報誌SaCLa5月号にて行います。

応
募
方
法

（公財）さいたま市文化振興事業団の公式 LINEアカウントが始まり
ました！
公演・講座のおすすめ情報を続々とお届けします！

または、QRコードから、ぜひ事業団公式 LINE アカウントのお友だ
ち登録をお願いいたします！

URL　https://lin.ee/euusFoK

16 2021/2
LINEで
友だちになろう！

※PCからもLINEをご利用いただけます。事業団公式アカウントのIDは
「@975qwyoo」です。詳しくは、LINE社の使い方ガイド（https://
guide.line.me/ja/services/pc-line.html）をご覧ください。

※LINEをご利用いただけないお客様は、当事業団HPより情報誌SaCLa
をPDFにてご覧いただけます。

　(誠に勝手ながら令和2年12月末日をもちまして、メールマガジン配
信サービスをLINEへ移行いたしました)

SNS も CHECK！

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン
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LINEで友だちになろう！


