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フルート

長谷川千晶
ピアノ

稲見はるか
ソプラノ

宮里菜穂子

アンサンブル TONE

今月のArtist Interviewは6月20日（日）、プラザイースト ホールにて開催される『プラザイースト　ワンコインコンサート
～あなたへ贈る名曲コンサート～』へご出演いただく、アンサンブルTONE（宮里菜穂子/ソプラノ・長谷川千晶/フルート・
稲見はるか/ピアノ）です。クラシックを身近な音楽として楽しく聴いて欲しいという思いが溢れた3人による、今回のコン
サートの聴きどころを伺いました。

Artist
Interview

■ 宮里菜穂子（ソプラノ）
東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。東京学芸大学大学院音楽教育専攻音楽演奏コース修了後ドイツに渡欧。その
後オーストリアの地で声楽の研鑽を積む。ウィーン留学中にウィーンフィルハーモニア合唱団に所属し、合唱団
員としてオーストリアのオペラフェスティバルや各地のコンサートに出演。これまでに、声楽を大野英津子、大
野徹也、佐々木典子、コレペティをディーター・パイアーの各氏に師事。東京女学館非常勤講師。

■ 長谷川千晶（フルート）
埼玉県立大宮光陵高等学校音楽科、武蔵野音楽大学音楽学部器楽学科フルート専攻卒業。
第10回全日本ソリストコンテスト 入選
各地で様々なコンサートに出演している。
根岸孝俊、渡辺暁男、吉岡アカリの各氏に師事。

■ 稲見はるか（ピアノ）
埼玉県立大宮光陵高等学校音楽科、埼玉大学教育学部音楽専修を卒業後、同大学大学院教育学研究科修了。第３
回日本演奏家コンクール奨励賞受賞。第10回日本アンサンブルコンクール2台ピアノ部門入選。現在は後進の指
導、また、声楽、器楽とのアンサンブル等の様々な演奏活動を行っている。埼玉大学教育学部附属小学校非常勤講師。
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プラザイースト　ワンコインコンサート
～あなたへ贈る名曲コンサート～

ソプラノ・フルート・ピアノのトリオ 
「 アン サ ンブ ルTONE」による 
コンサートです。

【演奏予定曲】
愛の讃歌／マルグリット・モノー
私のお父様／プッチーニ
アヴェ・マリア／マスカーニ
海よりも空よりも／高橋晴美

６月20日日　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875-9933（9:00〜21:00）

500円（全席指定）　未就学児不可

3月6日（土）10：00より発売開始

てと声楽家としての両立を目指し準備をしています。

しっかりと準備をしていただいている、6月のコンサートの
聴きどころを教えていただけますか。
宮里——６月のコンサートは耳馴染みの
ある曲はもちろん、クラシックの名曲
も含めたプログラムを考えています。
様々な音楽家、演奏家がいらっしゃい
ますが、アンサンブルTONEの３人で
しか奏でられない音色、伝えたい音楽
があります。その音楽をホールでお客
様と共有し、一緒に温かい空気感をつ
くることができたらとても幸せです。
昨年から本当に困難な状況が続いてい
ますが、コロナ対策をしっかり行った上で、地域の方や、普段
なかなか音楽ホールに足を運べない方など、沢山の方々へ、音
楽の素晴らしさを伝えることができたら嬉しく思います。

読者の皆様、コンサートを楽しみにしている皆様へ一言ずつ
メッセージをいただけますか。
長谷川——６月のコンサートは３人で皆様へ生演奏をお届けでき
ることが楽しみで、幸せだなと感じています。６月には事態が
好転していることを願いつつ、皆様に音楽の素晴らしさを伝え
られるよう、一音一音大切に演奏いたします。皆様にお会いで
きることを楽しみにしています。

宮里——コロナ禍で日常が一変してしまった中で、このように演
奏活動ができることに心から感謝いたします。少しずつ練習を
再開していますが、音楽を奏でられる時間が、以前にも増して
とても幸せに感じます。私たちの音楽を聴いて、一瞬でもその
幸せな気持ちをお客様と共有できたら嬉しいです。

稲見——６月はどのような生活になって
いるのでしょうね。コロナ禍で大変な
思いをされている方が沢山いらっしゃ
る中で、私たちアンサンブルTONEは
演奏できることの幸せをあらためて感
じています。コンサート中、ときにお
客様からの拍手で一瞬にして会場が一
体となり、それが３人で演奏できて嬉
しい、良かったと思える瞬間でもあり
ます。これからも私たちは、音楽で人
を楽しませたり、和ませたり、お客様一人ひとりに寄り添える
ような演奏をお届けしたいと思っています。プラザイーストの
アンサンブルTONEのコンサートでぜひ、お会いしましょう。

SaCLaアーツとして2011年にご登録いただいていらっしゃい
ますね。音楽を始めたきっかけやアンサンブルTONEとして
どのような活動をされていらっしゃいますか？
稲見——このメンバーで活動を始めて4年くらいになります。私
は母の友人がピアノの先生だったというご縁で、5歳からピア
ノを始めたこともあり、子どもの頃から自然にクラシックを聴
いたり、演奏したりしていました。音楽科のある高校に進学し、
大学では音楽教育を学びました。卒業してから生徒さんたちへ
の指導をしながら、クラシックを普段は聴かない方にも身近に
感じて欲しいと思うようになりました。
長谷川——私も5歳からピアノを習っていましたが、小学5年生
くらいの時に観たテレビだったと思いますが「フルートはオ
シャレな楽器」と聞き、憧れていました。実際に始めたのは中
学校の吹奏楽部からです。当時の顧問の先生に音楽科受験をす
すめていただき、その後、はるかさんと同じ高校に進学して3
年間、同じクラスでした。その頃から、小さなコンサートが開
催できると良いね、と話していたもののなかなか叶わず、大学
卒業後にはるかさんと再会し、一緒に演奏活動するようになり
ました。後に菜穂子さんと知り合い、私が彼女の声に惚れ込ん
でしまい、いつか一緒に共演できると良いなと思っていました。
菜穂子さんが加入してくださって今のアンサンブルTONEとし
て活動をしています。
宮里——私は母がよく歌を歌ってくれた影響からか、歌うことが

大好きな幼少期を過ごしました。小学生の低学年になると合唱
団に所属し、『サウンドオブミュージック』などのミュージカル
の世界に強い憧れを抱きました。高校生になった時、ミュージ
カルの舞台に立つことを夢みて、近所にお住いのオペラ歌手の
先生のところで歌を習い始めました。そこから少しずつ上達し
て行く事への喜びや楽しさから、 音大へ進むことを決心しまし
た。アンサンブルTONEでは、私たちにしかつくれない、優し
い温かい音楽を皆様にお伝えしたい！！！という思いで活動し
ています。

昨年の12月には岩槻駅東口コミュニティセンターでの
コンサートを開催していただきましたね。
稲見——まだまだコロナ禍で、客席数を減らしたり、お客様には
手指の消毒やマスクの着用をお願いしたり、安全対策を講じて
いただいた中での『クリスマスコンサート』を開催させていただ
きました。ミニホールでのコンサートは、とてもアットホーム
な雰囲気で、まるでサロンコンサートのようでした。大変な状
況の中、３人でステージに立てたことも嬉しかったのですが、
それ以上に、演奏が終わる度にお客様からいただいた温かい拍
手がとても嬉しかったです。私たちの音楽を聴いて、少しでも
明るい気持ちになっていただけたら幸いです。

とても良いコンサートだったと聞いています。
アーティストの方もしばらく活動ができず、準備が大変だと
思いますが、どのように過ごしていらっしゃいますか？
長谷川——3人で集まって練習をするこ
とは難しい状況ですから、ひたすら自
宅での個人練習や、あるかもしれない、
あって欲しいと渇望しながら、コン
サートのプログラムを考えていました。
大変な状況ではありますが、音楽を大
切に思う気持ちはより強くなったと思
います。
稲見——私は合唱団の伴奏もしています
が、現在活動休止中です。また再開で
きるようになることを願って、自宅で練習をしています。仲間
と音楽がつくれない分、今までゆっくり聴けなかったオーケス
トラの演奏を聴いて、それに励まされながら過ごす時間ができ
ました。
宮里——私は子育ての時間として、日々奮闘しながらコロナ禍に
居ります。少しずつですが、６月のコンサートに向けて、子育

16ページにプレゼントのお知らせがあります!
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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。

春風亭昇太独演会

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。

２月20日（土）10：00より発売開始

先行予約日　２月19日金10：00より発売開始

ものまねエンターテインメント　コロッケコンサート
「勝手にやってすみません」 ４０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

公演当日、笑いすぎによる、シワの増加、ストレス解消、寿命延長、
ダイエット効果等が出てしまっても責任はもてませーん!
でも、見終わった後は、幸せ一杯になっているでしょう。

５月22日土　開演 （1部）13：30　（2部）17：30
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

6,000円（全席指定）　５歳以上有料、４歳以下膝上無料

３月５日（金）10：00より発売開始

コロッケ

春風亭昇太

３月20日土・ 　開演 17：30※開演時間が変更になりました。
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
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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。

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

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

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！　【出演】宮川彬良（司会・指
揮）・JKiｍ（歌）　中村繪里子（ナビゲーター）・
東京フィルハーモニー交響楽団（演奏）

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

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、従来のワーク
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1,000円
（全席指定）　未就学児不可

発売中

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　ほか

前回公演の様子

発売中

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 友の会料金　1,000円

お茶のみ落語ホール編

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。

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

発売中

柳家花緑

友の会料金　2,000円

三遊亭天どん三遊亭鬼丸

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
的なダンスと一緒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

発売中

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

クリスティアン＆ナオ

金庸太 啼鵬 相川麻里子

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。 52021/3



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

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18日（木）、27日（土）
は各会場16：00まで。巡回スケジュールにつ
いては美園コミュニティセンターへお問合せ
のうえ、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27日土まで
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

成果発表展示会
プラザイーストで開催された「日
本画講座」の受講生の作品展示会
を行います。

【問合せ】
プラザイースト
TEL：048－875－9933

２月23日火・ ～28日日
9：00〜21：00
プラザイースト　エントランス

観覧自由・無料

大宮工房館まつり（作品展・体験会）
利用グループによる作品展示や体験会を開
催します。【体験会】前期：トールペイント・
600円（8人）、フローラフローレ・1,500円

（8人）　後期：ハーバリウム1,200円（8人）、
陶芸こいのぼり1,000円（12人）
※各全2回、前期は2月20日（土）、後期
は3月6日（土）、各10：00より来館にて受付

（先着順）
【問合せ】大宮工房館　TEL：048–645–3838

前期：３月６日土・７日日
後期：３月13日土・14日日
各10：00〜
大宮工房館

観覧自由・無料（体験会は有料）

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
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島村——企画サポーターズはコンサー
ト企画のコンセプトやジャンルを決め
てから出演者、公演日、チラシやプロ
グラムデザインのイメージ、プロモー
ションなどのアイデアを出し合ってコ
ンサート開催まで関わって行きます。
例年ですと、当日の運営もサポーター
ズとしてボランティア活動をするので
すが、コロナ禍となった今年は残念ながら、観客席からの鑑
賞となります。
　このコンサートの企画は、昨年度の企画サポーターズの思
いも引継ぎ、実現したものです。本来ならば令和2年3月7日
に開催するはずのコンサートでした。それが、緊急事態宣言
が発令され、全ての準備が整っていたにも関わらず、中止に
なってしまいました。私は今年の企画サポーターズに手を挙
げましたが、途中、皆で集まって話合う機会も中断し、なか
なか前に進まず、途方に暮れる時期もありました。紆余曲折
しながら、皆でやはり、昨年度のNAOTOさんと沖仁さん
にしよう！となり、そこから、時計の針がどんどんと進み始
めました。企画サポーターズ会議では、皆さんの色々な意見
に感心し、ときにはその熱情に圧倒されることもありました。
毎回、皆さんの様々な意見を聴くことが楽しかったです。話
合いも佳境に入り、サポーターズの熱い思いが込められたチ
ラシの原案を見て、とても良いものができたなと思いました。
時間をかけて、協力しあって今年の企画サポーターズによる、
チラシができたのです！
　そして、今日を迎えられて、プログラムをクリアファイル
にセットして、これから客席へ向かいます。今年度の企画サ
ポーターズは5人ですが、大事を取って、今日、目の前で鑑
賞できるメンバーは2人だけになってしまいました。昨年度
の企画サポーターズの思い、今年度一緒にこの企画を考えて
きた3人の思いも胸に、今日は70分のコンサートを楽しんで
鑑賞したいと思います！

井口——今日、この会場に来て、まず
は開催できることにホッといたしまし
た。昨年3月にこの企画コンサートが
直前で中止になり、どんな思いで前任
者はあの日を迎えたのか、考えただけ
で苦しくなりました。今年度、企画サ
ポーターズとして活動するにあたり、
私たちにも色々な壁があり、二の足を
踏んでいました。でも、やはり、NAOTOさんと沖仁さんに
お願いしよう、と決めてから、前任者の思いを引き継ぐこと
は勿論のこと、さらに深めて、私たちの思いも上乗せして行
こうと考えました。
　企画サポーターズはSaCLaサポーターズ活動の中でも大
好きな活動のひとつです。特にチラシやプログラムの制作は、
コンセプトや色合いを考えて行く過程も楽しいし、出来上が
りを見て更にワクワクします。とりわけ、今年のチラシは薔
薇をモチーフにして、とても熱い思いを込めました。そして、
企画会議が終盤に差し掛かり、このチラシの完成を見たとき
は、ドキッとしました。このチラシの色使いがとても好きに
なり「やっと、前任者の熱い思いを乗せて、私たちの企画が
できあがった！」と思いました。そして、今日クリアファイ
ルにプログラムを入れて、コンサートを観て、私たちの企画
が完成します。
　今、私たちはコロナ禍に居ます。
大変な思いをしている方が大勢い
らっしゃいます。ここでコンサー
トを観賞することに賛否がある中
で、この事態にどう向き合うか、
どのように気を付けて行くか、私
たち市民による文化ボランティア
SaCLaサポーターズの目線から
注視して、また来年度以降の活動
に繋げて行きたいと思います。

令和3年1月20日水曜日、18時より、さいたま市文化センター 小ホールで令和2年度
SaCLaサポーターズ企画コンサート『NAOTO×沖仁～夢の響演』が開催されました。
元々このコンサートは、昨年度の企画サポーターズが一年間かけて立ち上げた企画でした
が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、やむを得ず中止となりました。そして今年
の企画サポーターズとなった5人は、昨年度企画サポーターズの思いを引継ぎ、公演日当
日を迎えました。このコンサートは構想2年、企画に関わった多くのサポーターズの思い
がかたちになったものです。開演直前、代表してお二人の企画サポーターズにインタビュー
させていただきました。

ク ロ ー ズ アップ

Closeup

SaCLaサポーターズ活動
令和2年度SaCLaサポーターズ企画コンサート

『NAOTO×沖仁～夢の響演～』

クリアファイルのイメージ

このSaCLaサポーターズ企画コンサートは、新井久美子さん、井口明子さん、島村豊行さん、皆川幸子さん、渡辺郁子さんの5人が企画しました。
P15に令和3年度SaCLaサポーターズの募集要項が掲載されています。ご登録をお待ちしております！
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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
お茶のみ落語（4月） 日程 4月16日金　10:00～12:00（全1回）

会場 プラザウエスト 桜　区お茶のみ落語を開催します
費用  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 3/15㈪
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

かんたんソーイング講座 日程 5月22日土・29日土　10:00～12:00（全2回）
会場 七里コミュニティセンター 見沼区手ぬぐいで作るエコバッグ等で、和裁の基本を学びます

費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 4/22㈭ 
問合せ・送付先  〒337-0014 さいたま市見沼区大谷1210 七里コミュニティセンター　☎︎048-687-3688

　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

普通救命講習Ⅰ 日程 4月21日水　10:00～12:00（全1回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区成人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・3/22㈪ 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

　スポーツ・健康づくり
シニア体力づくり！健康体操 日程 5月14日〜6月18日（毎週金曜日）　10:00～11:30（全6回）

会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区運動が苦手な方でも気軽に取り組める健康体操講座を開催します
費用  500円　　対象  市内在住の60歳以上の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 4/30㈮
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
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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。

　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 日程 3月18日㊍ 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

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。

2021/3 9

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～

東大宮コミュニティセンター「苔盆栽作り講座」（11月29日㈰開催）
レポート：SaCLaサポーターズ　大林 明彦

　苔といえば、木漏れ日のなか緑鮮や
かな西芳寺の庭園や吉見百穴の洞窟の
なかに怪しげに光るヒカリゴケを思い
浮かべます。苔の種類は3千種以上あ
るとか。
　「量の多い『ヤマゴケ』を土台にして
4種の苔を並べてください。『ハイゴ
ケ』、『コツボゴケ』は這うように伸び
ます。『スナゴケ』は上に向かって伸びます。」講師の大島先生の指導のもと直径15センチの盆栽鉢に小さな植物と岩石を
置いてみました。
　深山海棠・屋久島藪柑子・えごの木の中から名前に惹かれて屋久島藪柑子を選び並べたのが別添の写真です。出来栄えは
まあまあと思っていますが他人の作品と比べるとちょっと不満です。
　長寿梅や枝垂桜、楡の木などが並ぶ、我が家の盆栽棚に仲間入りしました。
　いつまでも元気に育ってくれるよう水やりなどの手入れをしっかりとやりたいと思います。

「東大宮コミュニティセンター」
（所在地：見沼区東大宮4-31-1　Ｔ048－667－5604 / Ｆ048－654－5594）

■「苔盆栽作り講座」を教えてくださった先生

みどり屋 和
にこ

草
ぐさ 大

お お

島
し ま

恵
め ぐ み

先生

　会場の東大宮コミュニティセンターはJR東大宮駅西口から徒歩3分のコミュニティ施設です。1階は
ホール（200席）、2階は和室（2室）、体育室、3階には調理実習室、アトリエ工作室、集会室（1室）、4
階には集会室（2室）、音楽室があり、文化、コミュニティ活動からスポーツ、レクリエーション活動ま
で様々な活動ができます。また、見沼区役所東大宮支所と見沼消防署東大宮出張所が併設されています。

埼玉県生まれ。利根川近くの自然豊かな田舎で育ち、草木に親しむ。家電メーカーから制作会社へ。
東京の自宅マンションベランダで盆栽・苔玉を育てはじめる。
制作会社退職後、花き市場やホテルなど庭園管理の仕事をしながら埼玉にある盆栽園の盆栽教室に通う。
現在、埼玉県熊谷市、みどり屋和草で「苔玉」「盆栽」「苔テラリウム」「グリーンアレンジメント」の教
室や地域コミュニティ団体、商業施設などで出張教室も開催している。
・NHK文化センタ―講師 　・セブンカルチャースクール講師 　・グリーンアドバイザー
・インテリアコーディネーター　・カラーコーディネーター

『苔のある生活』（日東書院本社）監修



エ ッ セ イ

Essay
〜子育て編〜「通信簿の見方」

休校からのスタートだった今年度の学校。その1年の総決算である通信簿が間もなく皆さんの手元に渡ります。通
信簿は子供にとってはもちろんのこと保護者にとっても大きな関心事。成績の上がり下がりには一喜一憂してしまい
ますね。
子供の成績が下がった時は「遊んでばかりいるからだ。」等と小言の一つも言いたくなってしまいます。学校から帰
るとゲーム三昧、食事が終わってもなかなか宿題すらやらない姿を見ていれば当然です。でも子供側からするとそれ
はちょっと違うのです。今回の成績は悪くなったとは思っても「自分なりにちゃんとやってるよ。」という気持ちをもっ
ています。ですから、そこで口論しても話はかみ合いません。勉強するのは子供なのですから、自分に甘過ぎると思っ
ても子供の状況判断を尊重する必要があるのです。そしてこれからどうするかを子供自身が決めていくのです。では
具体的にどうしていくのか。今の通信簿は観点別の評価となっています。どこが課題であるかが分かりやすくなって
いますので、中学年ごろからはそこから成績が下がった理由を自分なりに考え、その対策を立てられるようにしたい
ですね。
社会に出たら必ず壁に突き当たります。成績が悪かった時がそ
の壁を乗り越えていくための貴重な勉強の機会となるのです。そ
の際、保護者が大切にしなければならないことは子供の判断や決
定を「認める」ことなのです。未成熟な子供であってもその判断や
決定をまずは受け入れ認めてもらうことで子供は必ず前に進み
ます。さいたま市では「諦めずに粘り強く努力する力」を教育の重
点としています。この力を成績の下がった通信簿で付けることが
できるのです。
ちなみに、私が担任をしていた時、学年末には子供たち一人ひ
とりから私も通信簿をもらっていました。子供たちからの評価は
「面白い話はしてくれるが脱線が多い。」「字の丁寧さはC」等々惨
憺たるもの。自分としてはちゃんとやっていたつもりだったので
すが…。

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）

▲筆者が子供たちから受け取った担任への「通信簿」
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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
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 募 集



　さいたま市文化センター小ホールにて開催した『SaCLaアーツ 
One Coin Concert vol.39』（令和2年12月16日 水曜日 開催）
をYouTube『動画 De Culture』に投稿しました。チケットを買い
そびれて見逃してしまった方、外出を控えている方など、ぜひチャ
ンネル登録をお願いします。
　ご出演いただいたSaCLaアーツ、ステラマリス（成田七海／チェ
ロ、成田しのぶ／ハープ）のお二人にコンサート終了後、読者の皆
様へメッセージをいただきました。

YouTube 地域プロジェクト　動画 De Culture
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〜

「ステラマリス」では、私がコンサートのプログラムの枠組み、額縁のような
ものをつくり、娘が曲のアイディアを提案することが多いです。誰もが知っ
ているクラシックの中に、お客様が耳慣れなくても「良い曲だね」と思ってい
だだけるような曲を散りばめて構成するようにしています。娘との共演は嬉
しいですね。私は自粛生活が始まって、比較的すぐにオンラインに切り替え
をしました。コンサートの打合せや下準備、生徒さんのレッスンはオンライ
ンで行い、対面する時間はリハーサルを充実させるための時間として利用す
ることで、沢山のものを得ました。その一方で、人と会い、一緒に演奏する
良さや大切さを強く感じました。コロナ禍はまだ続くのでしょうか。ウイル
スは人の目には見えませんが、人の思いも目には映りません。でも、皆さん
何かしら発信していて、一生懸命手探りすればそれを受け止めることができ
ます。今回、私はそれを実感することができました。私たちの演奏を聴いて、
少しでも気持ちを「前向きに」そして「外に向けて」生活していただけると嬉し
いです。

ハープ　成田しのぶ
ハープ奏者として､ ソロ演奏を始め､ オーケ
ストラや､ 合唱団､ 演劇などへの演奏サポー
ト等を数多く行う。また､ 小さなハープによ
るサークル「ハープ・クラブ」を三鷹市､ さいた
ま市､ つくば市などで主宰し､ 幼児からシニア
世代までハープ演奏を指導している。日本ハー
プ協会､ 日本音楽教育学会､ アイルランド音楽

家協会､ 各会員。東京藝術大学音楽学部卒業､ 同大学院修士課程修了。
ハープを沢田啓子､ 篠﨑史子､ 故桑島すみれ､ 室内楽を金昌国に師
事。2019年アイルランド伝統音楽のコンペティション本選出場。コ
ンサートプランナーとしても､ ホームコンサートやサロンコンサート
､イベントや大ホールの催しまで､様々な音楽会を企画､実施。「スイー
トコンサート」シリーズは､ 毎回､ 好評をいただいている。
ウェブサイト 　http://stellamusica.com

SaCLaアーツには2014年に登録をさせていただき、昨年はさいたま市盆栽美
術館で「Tsuntet(つんてっと）」として演奏させていただきました。さいたま市
は東京に近いせいか、コンサートなどは都内のホールに足が向いてしまいが
ちだなと感じることがあります。私は小・中学校をさいたま市で過ごしたので、
地元の方にも音楽をお届けできると良いなと思い、SaCLaアーツとしても演奏
活動をしています。コロナ禍では音楽活動がストップしている中で、仲間とリ
モートでアンサンブルなどをしていましたが、レッスンのお申込みを多くいた
だき、このような状況でも音楽は必要とされているのだなと実感しました。そ
して今、自分に何ができるか、考えてきました。今回のコンサートは演奏する
にあたり、緊急事態宣言の発令や、報道を聴いて、大変な思いをされている医
療従事者の方、感染された方がいる中で、本当に人前で演奏しても良いのか、
躊躇いもありました。でも、チケットが完売したとお聞きした時は嬉しかった
し、自分にできることを頑張ってお客様へ届けようと思いました。生演奏で聴
けなかった方へは動画で配信させていただきます。もうしばらくはお家で過ご
して、またいつか、満席の会場でお客様をお迎えできる日を目指しましょう！

チェロ　成田七海
東京藝術大学音楽学部附属音楽高校を経て東
京藝術大学卒業後､ ロータリー財団奨学生と
してウィーンに留学。国内外のマスタークラ
スにて､ 堤剛､ ヴォルフガング・ベッチャー､
タマーシュ･ヴァルガ､ フィリップ・ミュレー
ル各氏の指導を受ける。これまでにチェロを
羽川真介､ 河野文昭､ 上森祥平､ 藤森亮一､
フランツ・バルトロメイ各氏に師事。室内楽を松原勝也､ 市坪俊彦､
川崎和憲､ 花崎薫､ 山本裕康､ 東誠三､ 江口玲各氏に師事。2017
年チョン･ミョンフン指揮アジア･フィルハーモニー管弦楽団韓国ツ
アー参加。2018年ラ･フォル･ジュルネ エリアコンサートにてリサ
イタルを開催。活動中の団体「Tsuntet」の演奏はNHK FMでも紹介
された。現在､ 日本を拠点にオーケストラや室内楽､ レコーディン
グなどの活動を行っている。さいたま市出身。
ウェブサイト　http://www.nanaminarita.com/

【プログラム】
愛の挨拶/エルガー
白鳥/サン＝サーンス
グリーンスリーブス/イギリス古謡
ノクチュルヌ/ベッリーニ
ほか

ステラマリス Stella Maris(チェロ/成田七海、ハープ/成田しのぶ)
クラシックの名曲から､ 映画や歌曲でお馴染みのメロディーなどレパートリーは多岐にわ
たる。親子ならではの息の合った演奏は､ 豊かなチェロの旋律と華やかなハープの響きを
身近に感じさせてくれる。近江楽堂､ノバホール､三鷹市芸術文化センターなどのコンサー
トのほか､ 子どもやシニア向けのイベントなど､ やさしい解説や楽しい楽器演奏体験を盛
り込んだコンサートを各地で行う。
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♪ 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。

「YouTube　地域プロジェクト　動画De Culture」視聴方法　　　♪ （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/1 2
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（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧
文
化
施
設

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
3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
3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
3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
3月の休館日…1日・8日・15日・22日・29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
3月の休館日…1日・8日・15日・22日・29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
3月の休館日…1日・8日・15日・22日・29日

案内図 2

※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。

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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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
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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
3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
3月の休館日…1日・8日・15日・22日・29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

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設

★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 3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/2/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

13圡 東京フィル＆宮川彬良の
「ブラボー！名曲アカデミー」

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
B席3,300円
（全席指定）

さいたま市文化センター
048-866-3171

14㊐

お茶のみ落語ホール編 プラザウエスト
さくらホール 14:00 2,500円（全席指定） プラザウエスト

048-858-9080

スプリングコンサート
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
048-758-6500

18㊍ 聖女の罪と罰　珠玉のオペラ
アリアで綴る歌物語

プラザイースト
ホール 15:00 2,900円（全席指定） 担当  菊地エイ子

048-875-4019

19㊎
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」

プラザウエスト
さくらホール

17:30
※開演時間が
変更になりま
した

一般2,000円
中学生以下1,000円
（全席指定）

プラザウエスト
048-858-9080

20圡 春風亭昇太独演会 市民会館うらわ
ホール 18:00 3,500円（全席指定） 市民会館うらわ

048-822-7101

21㊐ 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

27圡 東部地区オカリナ発表会 プラザイースト
ホール 13:00 入場自由・無料 担当  江波春美

090-3537-8905

（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・講座情報などのおすすめ最新情報をお届けします！

または、LINE アプリの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

14 2021/3

※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。

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
　　　（サクラ）サポーターズ募集!!募 集

登 録 者

登録資格 　(１)さいたま市在住の方
 (２)高校生以上の方(高校生の場合は保護者の同意が必要となります。)
 (３)文化芸術活動に理解と関心を持ち、積極的に(公財)さいたま市文化振興事業団開催の自主事業に協力して

いただける方
 (４)携帯やパソコンなどのメールアドレスをお持ちで、メールでの連絡が可能な方20人程度
 　(定員を超えた場合はお断りすることがあります。)

その他 　・新型コロナウィルス感染症対策を十分に行った上での活動となります。
 ・活動前に研修会(業務説明会)があります。
 ・SaCLaサポーターズは無報酬とし、交通費・食事代についても自己負担となります。
 　(ボランティア保険は当事業団負担で加入)

応募方法 　所定の登録申請書を、郵送又はFAXもしくはメールにて下記まで提出してください。
 (登録申請書については3月1日㈪から市内の各公共施設、事業団ホームページ等で配布します。)

申込み先 〒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事業課内　SaCLaサポーターズ係
締切日 　3月31日㈬必着

お問合せ 　電話：048︲866︲4600（SaCLaインフォメーションセンター）
FAX：048︲837︲2572　　E︲Mail：sacla-s@saitama-culture.jp

活動内容 　（公財）さいたま市文化振興事業団主催公演（コンサート等）の運営協力
●チケットのもぎり　●来場者への客席案内　●場内アナウンス　など

活動期間 　令和3年4月1日㈭～令和4年3月31日㈭(年度毎に更新)
登録について

令和3年度
文化ボランティアを
募集します。

チ ャ レ ン ジ

Challenge

152021/3

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

２月₂₈㊐
▼

３月５㊎
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１⺼
▼

３月₁₂㊎

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〜

高鼻
コミュニティセンター 9:30▶17:00 入場自由・無料 高鼻コミュニティセンター

048-644-3360

３月１⺼
▼

３月₁₅⺼
楽画会Ⅱ作品展 大宮工房館

いこいの展示ホール 10:00▶16:00 入場自由・無料 大宮工房館
048-645-3838

 前期
３月６圡

▼
３月７㊐
 後期
３月₁₃圡

▼
３月₁₄㊐

大宮工房館まつり
（作品展・体験会） 大宮工房館 10:00▶16:00

入場自由・無料
体験会は有料
(事前申込制・先着順）

大宮工房館
048-645-3838

３月₁₀氺
▼

３月₁₄㊐
新日美さきたま支部展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
10日は13:00から
14日は16:00まで

入場自由・無料
新日美さきたま支部
担当  住佐美紗子　
048-666-9076

３月₁₅⺼
▼

３月₃₁氺
銀サークル作品展 大宮工房館

いこいの展示ホール 10:00▶16:00 入場自由・無料 大宮工房館
048-645-3838

３月₁₆㊋
▼

３月₂₆㊎
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〜 プラザイースト 9:00▶17:00 入場自由・無料 プラザイースト

048-875-9933

３月₁₉㊎
▼

３月₂₁㊐
合同書展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00

21日は16:00まで 入場自由・無料
蓮根会・皇山書友会
担当  遠藤栄久　
048-653-5215

３月₂₈㊐
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

３月₂₅㊍
▼

３月₃₁氺
第９回明水会水彩画展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
25日は13:00から
31日は15:00まで

入場自由・無料
明水会
担当  高田謙吾　
048-624-9945

※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



広告を掲載してみませんか！

（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

問い合せ先

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SaCLa12月号の「三ツ橋敬子　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、松岡忠男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『プラザイースト
ワンコインコンサート～あなたへ贈る
名曲コンサート～』に出演されるアン
サンブルTONE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
応
募
方
法

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
⑤3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「アンサンブルTONE　サ
イン色紙」プレゼント係までご応募ください【締切：3月15日（月）必
着】。当選者の発表は、情報誌SaCLa6月号にて行います。

16 2021/3
LINEで
友だちになろう！

緊急事態宣言発出に伴うチケットの払い戻しについて
　(公財）さいたま市文化振興事業団では新型コロナウイルス感染防止
対策を実施し、主催事業のコンサート等を開催しておりますが、ご来
場に不安がある等の理由でキャンセルを希望されるお客様に関しまし
ては、チケット料金を返金いたします。なお、購入されたチケットは
ご返金の際必要となりますので、お手元に保管してくださいますよう
お願いいたします。
【お問合せ】SaCLaインフォメーションセンター　
　　　　　TEL 048-866-4600（９：00～17：00 日・月・祝休）
　　　　　HP   http：//ｗｗｗ.saitama-culture.jp/ 

SNSで最新情報を発信しています


