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1990年1月結成。個性豊かな若い女性を中心とした和太鼓グループとして第一歩を踏み出す。1996年
にプロの津軽三味線・尺八・篠笛奏者とのコラボレーション活動を開始し、新宿コマ劇場での衝撃的デ
ビューを皮切りに、国内のみならず海外公演も果たして各国で絶賛を受ける。2000年からは数々の和
太鼓コンテストへ出場。2010年、監督：山本寛斎、主演：堂本光一のKANSAI SUPER SHOW【七人の侍】
に太鼓打ち祭り衆としてオファーを受け、演奏技術のみならず演技力、表現力をも修得する。2015年
に開催された国民的アイドルグループ『嵐』のコンサート【ARASHI Live Tour 2015 “Japonism”】5大
ドームツアー・ファイナルである東京ドーム公演に当会男性プレーヤーが参加。2017年にはフラメン
コとのコラボレーション出演に取り組み、当公演が文部科学大臣賞にあたる文化庁芸術祭大賞を受賞
した。自主制作コンサート3回や音楽鑑賞団体『労音』とのタイアップによるコンサートも過去5回行い、
自主コンサートと併せると延べ5千人近くの聴衆を魅了した。昨年は創立30周年の節目を迎え、この先
の果てしない進化への1ステップとして、質の高いアンサンブルや新たな表現方法を日々追求し続けな
がら、『批魅鼓』にしかできない演奏を目指している。

出演
喜多村純子（リーダー、構成・演出担当）、中曽根怜実、大川　真歩、
浅井　宏仁、中井　太亮、藤井　陽向、山碕　浩昌（会長）

今月の Artist Interviewは6月27日(日)、市民会館いわつき ホールにて開催
する『SaCLaアーツコンサート・夏 和太鼓・批魅鼓公演2021』へご出演いた
だく『批魅鼓』の会長・山碕浩昌さん、リーダー・喜多村純子さん、メンバー・
大川真歩さんの三人です。コロナ禍で様々な活動が自粛された昨年に創立
30周年を迎え、1月9日に開催した同会館での冬のコンサートを経て、再び
『批魅鼓』の出演です。インタビューではコロナ禍でどのように稽古を再開
して行ったか、また今後の活動についてお伺いしました。

Artist
Interview

和太鼓・批魅鼓

地域プロジェクト　YouTube「動画 De Culture」に
て『SaCLaアーツコンサート・冬　和太鼓・批魅鼓特別
公演』（1月9日（土）市民会館いわつき）を配信してい
ます。是非、ご視聴ください。

http://www.saitama-culture.jp/
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創立30周年、おめでとうございます。
『批魅鼓』結成のきっかけをお話しいただけますか。
山碕——ありがとうございます。『批魅鼓』は先代の会長が
1990年に見沼区丸ケ崎を拠点として立ち上げました。盆
踊りのやぐら太鼓を上手に叩く子どもがいて、地域の子ど
もたちにも和太鼓を広めて行こうと結成した、と聞いてい
ます。なので、はじめは小学生から高校生が多かったよう
です。2005年から和太鼓コンテストへ出場したり、4年
前には、フラメンコとのコラボレーションをしたり、活動
の視野を広げて来ました。現在は西部文化センター（西区）
を中心に、日曜日と水曜日の週2回の稽古をしています。

昨年から続くコロナ禍の中で創立30周年を迎え、
どのような変化がありましたか。
山碕——コロナ禍前は夏祭りなど、年間約40本のイベント
へ出演していましたが、昨年は2月23日の西部文化セン
ターで開催された『太鼓まつり』への出演以来、3月1日か
ら約3ヶ月間は活動を休止せざるを得なくなりました。10
月に開催予定だった市民会館おおみやでの30周年記念コ
ンサートに向けて、稽古を始めようとした矢先のことでし
た。そして、緊急事態宣言が明けた6月になり、まずは週
1回の稽古から再開しました。その際、感染症防止対策の
ガイドラインを策定し、マスクはもちろんのこと、手指消
毒や換気、太鼓運搬時はグローブを着用するなど、現在ま
で徹底して活動を行っています。ただ、残念ながら記念コ
ンサートは延期の決断をして、総勢10名のメンバーと「オ
リンピックと一緒で1年延期だね」と、言いながら今年10
月開催として仕切り直し、それに向け皆で準備を始めたと
ころです。

時間と環境を整えて、とても気を遣いながら活動の再開を
されているようですね。
大川——昨年からの活動自粛で集まって稽古することが難
しい時期もありましたが、SNSを利用してオンラインミー
ティングを開いたり、動画を編集し発信したりすることで
仲間同士の繋がりを大切にしてきました。私はFacebook
担当もしていて、メンバーにテーマを投げ掛けて、それを
記事にしてアップもしてきました。そうやって集まれない
ときでもメンバー同士、コミュニケーションをとってきま
した。年齢も環境も違う私たちの強みは、チームワークの
良さだと思います。制限があっての稽古再開でしたが、今
後も沢山のイベントやコンサートで『批魅鼓』らしいステー
ジをつくって行きたいです。

『批魅鼓』の魅力、そして今回の市民会館いわつき
『SaCLaアーツコンサート・夏　和太鼓・批魅鼓公演2021』の
ステージのみどころをお伝えください。
喜多村——先ほど大川が言ったように、私たちのステージは
チームワークの良さを感じていただけるのではないかと思
います。和太鼓の音色は、一定のリズムを刻む伝統的な奏
法から、アンサンブル形式で和太鼓の種類等によりパート

を分けて、メロディアス
で躍動感のある音楽に
することもできます。音
がシンプルなだけに可能
性のある楽器だと考えて
います。腕力だけではよ
り大きな音は出せません
ので、全身を使って演奏
します。稽古後も公演
後も毎回、筋肉痛です
（笑）。私はこの会に加入
して12年ほど経ちます
が、たまたまさいたま市のイベントで『批魅鼓』の演奏を見
て、衝撃を受けました。和太鼓は小学3年生から地元で習っ
ていましたが、就職をして一旦止め、また、やりたいと思っ
たときに、以前見たそのパフォーマンスを覚えていて、今
度はこの会で本格的にやってみようと思いました。そのく
らい私たちの活動は楽しくて、やりがいがあります。夏の
公演では、私たちのチームワークをベースにした弾けるよ
うな明るさとパワフルな演奏をお客様にご覧いただき、一
緒にステージを盛り上げて楽しんでいただけると嬉しいで
す。

最後に読者の皆様、公演を楽しみにしていらっしゃる皆様へ
メッセージを願いします。
山碕——コロナ禍の中で明けた2021年ですが、先日1月の
公演でもまだ大変な状況の中、たくさんのお客様にご来場
いただいて本当に感謝しております。再び皆様にお会いで
きる6月の公演に向け、私たちはより一層注意しながら稽
古を重ねて行く所存です。このような状況だからこそ私た
ちの演奏によって夢と希望・感動をお届けすることで皆様
の心が豊かになり、生きる活力になることができれば幸い
です。そして、31年目の『批魅鼓』もコンサートやイベン
トで多くの皆様にお会い出来ることをメンバー一同楽しみ
にしています。

16ページにプレゼントのお知らせがあります!
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ＳａＣＬａアーツコンサート・夏
和太鼓・批魅鼓公演２０２１

今年の1月に開催した和太鼓・批魅鼓公演の
大変な好評を受けての第2弾です。心の奥
底まで響いてくる和太鼓の音色と迫力ある
パフォーマンスを是非お楽しみください。

６月27日日　開演 15：00
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

4月17日(土）10：00より発売開始

友の会料金　700円
先行予約日　４月16日金
10：00より発売開始

批魅鼓



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。

第１９回　浦和タロ人会
三遊亭鬼丸独演会

ラジオでおなじみの三遊亭鬼丸が毎年地元で落語二席を披露する
恒例の会です。
【ゲスト】柳家甚語楼・新宿カウボーイ
※発売日は変更になる可能性があります。

５月２日日　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）

2,500円（全席指定）　未就学児不可

4月17日(土）10：00より発売開始

三遊亭鬼丸

気軽にクラシックｖｏｌ.40
錦織健リサイタル

名テノール錦織健の歌声を良質な音響のホールで気楽に味わって
いただくコンサートを開催します。

友の会料金　3,000円
先行予約日　4月21日水～23日金各日10：00より発売開始

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）

※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。または

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） ・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。

片柳コミュニティセンター
3０４８-６８６-８６６６（９：００〜１7：０0）

宮原コミュニティセンター
3０４８-６５３-８５５８（９：００〜１7：０0）

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）

4月24日（土）10：00より発売開始

７月10日土　開演 14：00
プラザウエスト　さくらホール
3048-858-9080（9:00〜21:00）

3,500円（全席指定）　未就学児不可

錦織健
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しまじろうコンサート

６月５日土・６日日　5日①9：30②12：30③15：30④
18：30　6日①10：30②13：30③16：30
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

会館特別価格3,480円（全席指定）
０歳以上入場可　３歳未満膝上無料

幼児に人気のあるキャラクター・しまじろうによるファミリーコンサートを開催します。

５月１５日（土）10：00より発売開始

ゴールデンウィーク恒例！
市民コメディ

劇団「レインボウ城！」のオリジナ
ルによる脚本をコメディタッチの演
出で開催します。

【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

５月３日月・ ・４日火・
開演 13：00（予定）
東大宮コミュニティセンター　ホール

定員 100人　観覧自由・無料

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。

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。

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

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

発売中 ※車椅子席のみ残席あり

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　ほか

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
長谷川千晶（フルート）

稲見はるか（ピアノ） 宮里菜穂子（ソプラノ）

発売中 ※車椅子席のみ残席あり

DRUM TAO2021　「光」
5月8日（土）10：00より発売開始

DRUM TAO

７月１日木　開演 18：00
市民会館おおみや　大ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

6,800円（全席指定）　６歳未満は入場不可 友の会料金　6,400円
先行予約日　5月7日金10：00より発売開始

力強い和太鼓の響きに弾むメロディー、圧倒的なパフォーマンス。舞台に溢れる希望の光に、あなたは心
を奪われる。時代を突き抜ける!ＴＨＥ　ＮＩＰＰＯＮ　エンターテイメント。※車イス席は開催館のみで販売開催延期 次回開催日程につきましては

市民会館おおみやへお問合せ
ください。

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。 52021/5



SaCLa サポーターズ
伊佐文江

東京フィル＆宮川彬良の
ブラボー！名曲アカデミー

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⑤5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「ブラボー！  サイン色紙」プレゼント係までご
応募ください【締切：5月15日（土）必着】。当選者の発表は、情報誌SaCLa8月号にて行います。

【読者プレゼント】
宮川彬良さん、中村繪里子さん、Jkimさんのサイン色紙を抽選で2名様にプレゼントします。

　当日は、雷鳴が轟くあいにくの荒天にも関わらず、たくさんの老若男女の音楽ファン、宮川彬良ファンがコロナ対
策万全の会場へと足を運んでくださり、約70分あまりの生演奏を楽しみました。
　宮川さんの編曲による、『アイネ・クライネ“タンゴ”ムジーク』を皮切りに、ナビゲーターの声優・中村繪里子さんと
の軽妙洒脱なMCをはさみながら公演は進んでいきます。2曲目は、胸にしみるピアソラの『リベルタンゴ』。続いて、『マ
ンボNo.5』と『交響曲第5番』のまさに“運命”的つながりでアレンジされた、『シンフォニック！マンボNo.5 ～運命』
には、客席から思わず笑い声がもれ、楽しく幸せな時間を共有できました。
　その後、宮川彬良さんのお嬢様である宮川知子さんのピアノによる、花をモチーフにした『さくらさくら』、『から
たちの花』の2曲が続いていきます。『からたちの花』では、作詞・作曲にまつわる素敵な解説があり、中村さんの心の
こもった朗読も相まって、音楽の新しい楽しみ方を提案する宮川さんならではの一幕も目にすることができました。
　続くミュージカル曲のパートでは、圧倒的な声量で歌い上げたJKimさんのミュージカルで培った抜群の歌唱力を
堪能できました。宮川さんとのMCでのやりとりで、JKimさんが目に涙を浮かべていたのを宮川さんがご覧になって、
（宮川さん）「感動されているのですね」、（JKimさん）「いえ、花粉症なのです」というやりとりに、会場は笑いに包
まれます。プログラム最後の楽曲『オーケストラの森』では、オーケストラの編成を森の動物たちに例えているという
解説が加えられ、当日の荒れた天気に見舞われた森の情景が目に浮かんだのを覚えています。アンコールでは、ピン
クのドレスに着替えられたJKimさんが再登場し、鮮やかにコンサートを締めくくりました。

　公演後の宮川さんへのインタビューでは、すでに小学校1年生の6歳にして、
父親と同じ音楽家への道を決めていたこと、また、作曲家デビューはショー音楽
で、その後に数多くのミュージカル音楽を手掛け、作曲では物語性を大切にして
いることを伺いました。このようなコロナ禍の時期に、心温まる時間をもてたこ
とに感謝します。
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ス テ ー ジ レ ポ ー ト

Stage report

SaCLa サポーターズ
伊佐文江

東京フィル＆宮川彬良の
ブラボー！名曲アカデミー

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⑤5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「ブラボー！  サイン色紙」プレゼント係までご
応募ください【締切：5月15日（土）必着】。当選者の発表は、情報誌SaCLa8月号にて行います。

【読者プレゼント】
宮川彬良さん、中村繪里子さん、Jkimさんのサイン色紙を抽選で2名様にプレゼントします。

　当日は、雷鳴が轟くあいにくの荒天にも関わらず、たくさんの老若男女の音楽ファン、宮川彬良ファンがコロナ対
策万全の会場へと足を運んでくださり、約70分あまりの生演奏を楽しみました。
　宮川さんの編曲による、『アイネ・クライネ“タンゴ”ムジーク』を皮切りに、ナビゲーターの声優・中村繪里子さんと
の軽妙洒脱なMCをはさみながら公演は進んでいきます。2曲目は、胸にしみるピアソラの『リベルタンゴ』。続いて、『マ
ンボNo.5』と『交響曲第5番』のまさに“運命”的つながりでアレンジされた、『シンフォニック！マンボNo.5 ～運命』
には、客席から思わず笑い声がもれ、楽しく幸せな時間を共有できました。
　その後、宮川彬良さんのお嬢様である宮川知子さんのピアノによる、花をモチーフにした『さくらさくら』、『から
たちの花』の2曲が続いていきます。『からたちの花』では、作詞・作曲にまつわる素敵な解説があり、中村さんの心の
こもった朗読も相まって、音楽の新しい楽しみ方を提案する宮川さんならではの一幕も目にすることができました。
　続くミュージカル曲のパートでは、圧倒的な声量で歌い上げたJKimさんのミュージカルで培った抜群の歌唱力を
堪能できました。宮川さんとのMCでのやりとりで、JKimさんが目に涙を浮かべていたのを宮川さんがご覧になって、
（宮川さん）「感動されているのですね」、（JKimさん）「いえ、花粉症なのです」というやりとりに、会場は笑いに包
まれます。プログラム最後の楽曲『オーケストラの森』では、オーケストラの編成を森の動物たちに例えているという
解説が加えられ、当日の荒れた天気に見舞われた森の情景が目に浮かんだのを覚えています。アンコールでは、ピン
クのドレスに着替えられたJKimさんが再登場し、鮮やかにコンサートを締めくくりました。

　公演後の宮川さんへのインタビューでは、すでに小学校1年生の6歳にして、
父親と同じ音楽家への道を決めていたこと、また、作曲家デビューはショー音楽
で、その後に数多くのミュージカル音楽を手掛け、作曲では物語性を大切にして
いることを伺いました。このようなコロナ禍の時期に、心温まる時間をもてたこ
とに感謝します。
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イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

「S
サ ク ラ

aCLa友の会」会員を募集中！！
（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。

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）や市内各公共施設にて、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

　一般の方（未成年者は、保護者の同意が必要です。）



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
フリー陶芸講座 日程 5月16日日・30日日 13:00～15:00（全2回）

会場 大宮工房館 大宮区家でも工房館でも好きな場所で自由に作陶します
費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  16人　　申込み  受付中・さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）又は電話・締切 5/15㈯
問合せ・受付  〒331-0052 さいたま市大宮区堀の内町1-577-3 大宮工房館　☎ 048-645-3838

ミニ盆栽＆植木鉢作り講座 日程 5月29日土・6月19日土・7月17日土 10:00～12:00（全3回）
会場 大宮工房館 大宮区植木鉢を作陶し、ミニ盆栽を植込みます

費用  3,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  16人　　申込み  受付中・さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）又は電話・締切 5/9㈰
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

大宮工房館・高鼻コミュニティセンターコラボ講座 日程 6月5日土・12日土・7月3日土・10日土 10:00～12:00（全4回）
会場 大宮工房館 大宮区工房館では抹茶碗を作陶し、高鼻コミュニティセンターでは茶道を学びます

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  16人　　申込み  受付中・さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）又は電話・締切 5/22㈯
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

青葉の茶会 日程 6月6日日 10:00～13:00（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（開催当日徴収）　　対象  小学生以上の方　　定員  40人　　申込み  電話・5/19㈬ 10:00～　　その他  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3-30-5 恭慶館　☎ 048-835-7450

気軽に無理なく、世代を超えて楽しめる折り紙講座 日程 6月14日月・21日月・28日月・7月5日月 13:30～15:30（全4回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区指先を使い作品を創造するきっかけづくりとなる講座を開催します

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 5/21㈮
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

お茶のみ落語 日程 6月18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（18歳以上）の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 5/15㈯
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

布ぞうり作り講座 日程 6月18日金・25日金 10:00～12:00（全2回）
会場 上峰コミュニティホール 中央区不要になった布を使って、ぞうりを作ります

費用  500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  10人　　申込み  来館・5/21㈮ 10:00～　　その他  持ち物：木綿布等
問合せ・受付  〒338-0014 さいたま市中央区上峰2-3-5 上峰コミュニティホール　☎ 048-852-0121

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
簡単パンづくり講座 日程 6月6日日 10:00～13:30（全1回）

会場 プラザウエスト 桜　区初心者を対象に甘酒きな粉パンを作ります
費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  6人　　申込み  往復はがき・締切 5/15㈯
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

お坊さんを体験してみよう 日程 7月18日日 9:00～12:00（全1回）
会場 光秀寺 岩槻区半日お坊さんを体験する講座を開催します

費用  200円　　対象  市内在住・在勤・在学（中学生以上）の方　　定員  15人　　申込み 往復はがき・締切 6/21㈪　　その他  会場に現地集合解散
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

　スポーツ・健康づくり
シナプソロジー講座（認知症予防講座） 日程 5月24日～7月12日（毎週月曜日） 10:00～12:00（全8回）

会場 馬宮コミュニティセンター 西　区脳を活性化させて、認知機能の低下を予防する講座を開催します
費用  900円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  30人　　申込み  往復はがき・締切 5/14㈮　　その他  当選者は手続き必要
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

いつまでも元気に！フレイル予防健康体操 日程 6月16日～7月14日（毎週水曜日） ①14:00～14:50 ②15:10～16:00（各全5回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区心と体の健康寿命を延ばすことを目的とした体操講座です

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  各12人　　申込み  往復はがき・締切 5/19㈬ 　　その他  参加希望時間（①・②）を記入
問合せ・送付先  〒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

笑って健康づくり！笑いヨガ講座 日程 6月20日日・27日日・7月4日日・11日日 14:00～15:00（全4回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区笑いヨガを通じて、健康増進を図る講座を開催します

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 5/30㈰
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

初心者集まれ！エンジョイファミリー卓球教室 日程 6月29日火・7月6日火・13日火・20日火 19:10～20:50（全4回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区体を動かすきっかけづくりとなる卓球講座を開催します

費用  200円　　対象  市内在住・在勤・在学（小学生以上）の方　※小学4年生以下の子どもは保護者同伴　　定員  30人
申込み  来館・4/24㈯ 10:00～　　その他  4/25㈰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

　文化・芸術・趣味
浴衣着付け＆礼法講座 日程 6月24日木・7月1日木・8日木 13:30～15:30（全3回）

会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区浴衣着付け＆礼法を学びます
費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の女性　　定員  15人
申込み  5/1㈯～6/3㈭・さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）　　その他  持ち物：浴衣一式
問合せ・受付  〒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

水引アクセサリー講座 日程 6月24日木・7月1日木・8日木 10:00～12:00（全3回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区水引を使いアクセサリーを作る講座を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  14人　　申込み  往復はがき・締切 5/21㈮
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

苔盆栽作り講座 日程 6月26日土 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区苔盆栽の作り方を学び、簡単な作品を作る講座を開催します

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 5/15㈯
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
IT講座① 日程 6月3日木・10日木 13:00～16:00（全2回）

会場 プラザウエスト 桜　区Wordでポップアップカードを作る講座を開催します
費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 5/15㈯
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 日程 5月20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　　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

クワガタの成長観察日記教室 日程 5月23日日　①9:30～10:15　②11:00～11:45
        ③14:00～14：45　④15:30～16：15（各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区

クワガタの幼虫が成虫になるまでの様子と観察日記の書き方を
学ぶ講座を開催します
費用  500円　　対象  市内在住、在学の①③小学1・2年生（保護者同伴）、②④小学3～6年生　　定員  各20人　　申込み  往復はがき・締切 5/7㈮　　その他  参加希望時間（①・②・③・④）を記入
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

キッズチャレンジ‼～ペアで陶芸講座 日程 6月6日日・20日日 9:30～11:30（全2回）
会場 大宮工房館 大宮区家族でペアで陶芸にチャレンジ

費用  2,000円　　対象  市内在住・在学（4歳以上）の家族　　定員  8組16人
申込み  受付中・さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）又は電話・締切 5/16㈰　　その他  兄妹で参加可能
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

父の日のプレゼント講座 日程 6月13日日 10:00～12:00（全1回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区父の日に向けてプレゼントを作る講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 5/23㈰　　その他  当選者は手続き必要
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

親子ひろばin日進公園コミセン（夏） 日程 6月14日月 10:30～11:30（全1回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区親子体操や音楽遊びなどを楽しみましょう

費用  無料　　対象  市内在住の1歳以上の未就学児とその保護者　※0歳児の同伴可　　定員  8組　　申込み  電話又はFAX・5/14㈮ 10:00～
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　☎ ・FAX048-664-4078

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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（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

※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。

※当アカウントのトークルーム内でお客様の個人情報の入力を求めたり、確認し
たりすることは行っておりません。また、メッセージの配信にあたって、当事
業団がお客様のLINE IDを確認したり、取得したりすることはできません。

SNS も CHECK！

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

LINEで友だちになろう！

お問合せ　048-866-4600（SaCLaインフォメーションセンター）
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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」⑤「今どき言葉」の使い方
従来、使われていた意味とは微妙に違うニュアンスで用いられる言葉があります。例えば、「普通」は「並み」を意味
し、普通と言われて喜ぶ人はあまりいないと思っていましたが、「普通に可愛い」は今や褒め言葉です。「普通に〇〇」
という表現は良い評価をするときに用いられますが、そう感じない人もいることを心得ておくと、あらぬ誤解を招き
ません。
以前、新聞の読者投稿欄に大学教授の男性が学生を招いて妻の手料理をふるまったところ、「普通に美味しい」と言
われて「妻が落ち込んだ」というエピソードを紹介していました。また、ニュースで皇室の女性が幼稚園を訪問したと
き、園児から「わぁ、普通に綺麗」と騒がれて戸惑った表情を浮かべているのを見たこともあります。
共通しているのは、「普通に〇〇」を褒め言葉として捉えるのは若い年代の人たちという点です。「一億総中流」「高
度経済成長」といった景気の良い言葉と無縁の世代には、「普通が一番」という堅実な考え方があるのもしれません。
時代を反映した、まさに今どきの言葉の使い方だなぁと考えさせられますが、こうした「今どき言葉」は使い方を誤る
と前述のように相手を当惑させる恐れがあり、注意が必要です。
若い人同士なら「褒め言葉」という共通認識があるので、使っても問題はないでしょう。年代が異なっても、若い世
代と接する職場環境などにある人は「今どきの人はポジティブな意味で使っている」と理解できます。心にもない美辞
麗句を並べるよりも自分の気持ちをストレートに伝えるほうがよいのは明らかですが、真意が伝わる相手かどうかを
区別するのは大切なポイントです。
相手を差別するのでなく、区別するのはマナーの基本的な心構えといえます。相手が心地よいように楽しくなるよ
うに、臨機応変に言葉を使い分けると「今どき言葉」を交えてもコミュニケーションに支障を来たすことはないでしょ
う。在宅ワークが浸透しつつある昨今、メールやLINEなどによる文字コミュニケーションの重要性が増しています。
文字は記録として残るため、会話以上に慎重に用いることが肝心です。
プライベートでも、お中元やお歳暮の礼状に「ありがとうございました。普通に美味しかったです。」などと書いて
はいけません。「好物をありがとうございました。家族で美味しくいただきました。」と丁重に伝えましょう。「好物だっ
たんだ～、良かった～」と贈った相手も幸せな気分になるはずです。

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）

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



　昨年11月、さいたま市文化センターにて本プロジェ
クトは始動しました。市民から公募した受講生の方々に
は、全6回の音楽ワークショップを受けていただき、そ
こで学んだことを披露する成果発表会に参加していただ
きます。今年度は、楽器経験のない61歳から74歳の男
女14名（男性10名、女性4名）の方々にお集まりいただ
き、第一回目のワークショップ当日を迎えることができ
ました。
　いよいよ始まった音楽ワークショップでは、トラン
ペットやクラリネット、フルートや打楽器など、様々な
楽器の演奏家の方を講師にお招きし、楽器の種類や演奏
法について分かりやすく教えていただきました。講師に
よる演奏も披露され、その美しい音色に受講生の方々は
思わず感嘆の声を漏らしていました。楽器の演奏法だけ
でなく、楽譜の読み方についてもシニアバンドで指揮者
を務める織田準一さんから教わりました。慣れないことに初めは苦戦していた受講生の方々ですが、次第に楽譜が読めるように
なっていき、自信を身に付けていくその姿に胸が熱くなりました。そして迎えた12月の成果発表会。受講生の方々にはシニア
バンドの演奏に合わせて、打楽器でリズムを刻むという体験を通して、ワークショップで学んだ成果を披露していただきました。
短い時間ではありましたが、受講生の方々がこの期間に学んだことを思い思いに表現していて、会場は温かい拍手に包まれました。
　当事業団にとって嬉しい結果は、これだけではありませんでした。城西大学の真野博教授（薬学部医療栄養学科）のご協力のも
とに行った調査から、受講生の方々の生活の質と認知機能がプロジェクトに参加する前後で有意に向上していることが分かった
のです。個人差や性差はありますが、その中でも生活の質については「身体的領域」(日常生活の動作や健康状態についての満足
度)が、認知機能については「判断・洞察」(記憶力の自覚度)の項目が男性女性の両者で向上していました。音楽活動に取り組むこ

とが高齢者の健康促進に寄与することが実証され、これは
文化芸術事業を運営する当事業団にとっても大変喜ばしい
結果となりました。
　今年度の事業運営にあたり、ご参加いただいた受講生の
皆様、ご支援、ご協力をいただいた関係者の皆様に心より
お礼を申し上げます。本プロジェクトは、今年度も開催を
予定しております。プロジェクト概要や受講生の募集につ
きましては、詳細が決まり次第改めてお知らせいたします
のでご興味を持たれた方はぜひご参加ください。

　公益財団法人さいたま市文化振興事業団は、さいたま市を本拠地として活動する高齢実年層ブラスバンド「さいたまスーパーシ
ニアバンド」（以下、シニアバンド）のご協力のもと、「さいたまスーパーシニアバンド市民活動 官・学連携プロジェクト」を開催いた
しました。本プロジェクトは、高齢者の方が音楽活動に取り組むことによって、生活の質（QOL：Quality of Life）と認知機能にど
のような効果がもたらされるかを調査するため、二か月間に渡って行われました。

ク ロ ー ズ アップ

Closeup

さいたまスーパーシニアバンド
市民活動 官・学連携プロジェクト

本プロジェクトの様子は、公益財団法人さいたま市文化振興事業
団のYouTubeサイト「動画 De Culture」にて公開しております。
ぜひそちらもご覧ください。

https://youtu.be/TmwOrEv8ZIA
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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14 馬宮コミュニティセンター
3０４８⊖６２５⊖８８２１　6０４８⊖６２５⊖８８２２
〒331‒0061　さいたま市西区西遊馬533‒1

案内図15

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❼
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 6

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❾
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 8

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20
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21

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19
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
コムナーレ10F

案内図18

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16
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 17

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13
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12

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
5月の休館日…10日・24日

案内図 4
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
5月の休館日…10日・24日

案内図 5

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
5月の休館日…10日・17日・24日・31日

案内図 3

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
5月の休館日…12日・26日

案内図 2
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
5月の休館日…6日・10日・17日・24日・31日

案内図 1

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1110
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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22
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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

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
25 さいたま市市民活動サポートセンター

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

726 9氷川の杜文化館
大宮工房館

6

8

2

宮原コミュニティセンター

3

4

さいたま市
文化センター

5

24
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
5月の休館日…17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
5月の休館日…6日・10日・17日・24日・31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23

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24
3０４８⊖813⊖6400　6０48⊖887⊖0161
さいたま市市民活動サポートセンター
〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町11-1
コムナーレ9F

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
（
市
民
活
動
支
援
施
設
を
含
む
）

★はチケット取扱い施設
（取扱時間はP4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：

※4月1日㈭より、指定管理者として受託開始
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ホール

イベントカレンダー 5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/4/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

1土 第29回　彩の国・埼玉ピアノコンクール さいたま市文化センター
小ホール 10:30 1,500円（全席自由）

一般社団法人
埼玉ピアノコンクール実行委員会
048-627-9010

2日 第19回　浦和タロ人会
三遊亭鬼丸独演会

さいたま市文化センター
小ホール 14:00 2,500円（全席指定） タロ人会事務局

048-863-0770

3月 ゴールデンウィーク恒例！
市民コメディ

東大宮
コミュニティセンター
ホール

13:00 入場自由・無料
東大宮演劇祭実行委員会
担当  斉藤
080-3005-4078

4火 ゴールデンウィーク恒例！
市民コメディ

東大宮
コミュニティセンター
ホール

13:00 入場自由・無料
東大宮演劇祭実行委員会
担当  斉藤
080-3005-4078

9日

第10回彩扇会　日本舞踊公演 さいたま市文化センター
小ホール 12：00 5,000円（全席自由）

さいたま市日本舞踊連盟
彩扇会
048-866-8064

春風亭一之輔　独演会 市民会館おおみや
大ホール 13:00 3,700円（全席指定） アクセス

045-212-5555

23日

浦和吹奏楽団　
第26回定期演奏会

さいたま市文化センター
大ホール 14:00 400円（全席自由）

浦和吹奏楽団演奏会実行委員
担当  小田
048-873-0790

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～
※車椅子席のみ残席あり

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
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

５月７金
▼

５月９日
蓮根会・皇山書友会
合同書展

氷川の杜文化館
展示場

9:00▶17:00
9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

５月10月
▼

５月16日
馬宮水彩画の会
第8回水彩画展

氷川の杜文化館
展示場

10:00▶17:00
10日は13:00から
16日は15:00まで   

入場自由・無料
馬宮水彩画の会
担当  清水紀代治
048-624-0390

５月20木
▼

５月23日
陶芸作品 プラザウエスト

ギャラリー 10:00▶17:00 入場自由・無料
ろんど・で・あるぎいろ陶芸教室
担当  三隅鉄雄
048-858-8808

５月23日
▼

５月30日
4人展　Rの会 氷川の杜文化館

展示場
11:00▶19:00
30日は17:00まで 入場自由・無料

Rの会
担当  長澤由利
048-864-3227

※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



会計税務相談
公認会計士などによる市民活動団体の会計相談を行います

 5月21日㈮
 ①13:00～　②14:15～　③15:30～　（各回１時間程度）
 さいたま市市民活動サポートセンター
対象・定員  市民活動団体・各１団体
費用  無料

 郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、希望時間
（①・②・③）、相談内容をご連絡又は記載

 ※さいたま市市民活動サポートセンターにて配布の申込書
に記入、又はHP（さポット）よりダウンロード

申込方法 　来館・電話・FAXにて受付
申込み先 　〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町11-1 コムナーレ9F
 さいたま市市民活動サポートセンター
 TEL:048-813-6400　FAX:048-887-0161
 HP URL　http://www.saitamacity-support.jp/
申込期間  5月7日㈮～5月14日㈮
お問合せ 　さいたま市市民活動サポートセンター
 TEL:048-813-6400　FAX：048-887-0161

法律相談
弁護士による市民活動についての相談を行います

 5月6日㈭・13日㈭・20日㈭・27日㈭
 各日15:00～・16:00～・17:00～・18:00～
 さいたま市市民活動サポートセンター
対象・定員  市民活動団体・各１団体
費用  無料

申込方法 　当日、来館にて受付（先着順）
申込み先 　〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町11-1 コムナーレ9F
 さいたま市市民活動サポートセンター
お問合せ 　さいたま市市民活動サポートセンター
 TEL:048-813-6400　FAX：048-887-0161

開催日時・
会場

開催日時・
会場
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その他

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

４月１日（木）より、公益財団法人さいたま市文化振興事業団は
《さいたま市市民活動サポートセンター》を指定管理者として運営しています

　《さいたま市市民活動サポートセンター》は、浦和駅東口の
複合公共施設・コムナーレ９階にある、さいたま市の市民活
動を応援するための施設です。

◆市民活動って？

　非営利で公益的な市民の自主的活動が「市民　活動」です。
例えば、ＮＰＯ（特定非営利活動法人）やボランティア団体、
自治会やこれから市民として地域や社会のさまざまな課題の
解決をめざす等の活動のことです。

◆《市民活動サポートセンター》の役割は？

　市民活動を支援するための施設で次の３つの理念を掲げて
います。
　　１．すべての市民に開かれています。
　　２．市民とともに成長します。
　　３．集まりやすく居心地のよい場所をめざします。
　また市民活動を応援するさまざまな機能があり、市民動のためのセミナーやイベントが行われたり、情報が整えられたりして
います。
　今後本誌では、相談会情報を中心に、毎号さいたま市市民活動サポートセンターの情報を掲載していきます。

〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町11-1 コムナーレ9F
TEL:048-813-6400　FAX:048-887-0161

さいたま市市民活動サポートセンター



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

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 情報誌SaCLa２月号の「森麻季　サイン色紙」プレゼントの当選者は大嶋恵子様、佐々木準様、「情
熱のタンゴ！サイン色紙」プレゼントの当選者は門井英明様、小泉保夫様に決定いたしました。
沢山のご応募ありがとうございました。

今月号の表紙を飾る『SaCLaアー
ツコンサート・夏和太鼓・批魅鼓公
演2021』（6月27日(日)・15時開
演　会場:市民会館いわつき）のコ
ンサートご招待券を抽選で4組8
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⑤5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
「批魅鼓公演ご招待券」プレゼント係までご応募ください
【締切:5月10日（月）必着】。当選者の発表は、発送をもっ
てかえさせていただきます。
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ウエストで楽しめる名作オペラ
名作オペラ「カルメン」の合唱等の出演者を募集（メインキャストはプロ出演者を予定）

チ ャ レ ン ジ

Challenge

募 集
参 加 者

開催日時・会場  8月15日㈰　14:00・プラザウエスト　さくらホール
 ６月20日㈰～8月14日㈯の期間　各日13:00～（全10回）
 プラザウエスト　視聴覚室他
 市内在住・在学の小学３年生～中学３年生　※男子は変声前
 30人程度
参加費  10,000円(別途衣装代等）
その他  6月13日㈰　13:30　説明会あり

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 　〒338-0835　さいたま市桜区道場4-3-1
 「ウエストで楽しめる名作オペラ参加者募集」係まで
締切日  5月31日㈪必着
お問合せ 　プラザウエスト　048-858-9080

東大宮演劇祭ワークショップ
ワークショップに参加することで、演劇を観る側から演じる側へと導き、演劇への関心を高めます

募 集
参 加 者

 令和4年2月26日㈯・27日㈰
 東大宮コミュニティセンター　1階ホール
 6月～2月の第1・3土曜日(全40回)・時間未定
 １階ホールほか
対象・定員  市内在住･在勤･在学の18歳～70歳の方・10人
参加費  無料

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

申込み先 　〒337-0051　さいたま市見沼区東大宮4-31-1
 「東大宮演劇祭ワークショップ　参加者募集」係まで
締切日 　5月15日㈯必着
お問合せ 　東大宮コミュニティセンター　048-667-5594

開催日時・
会場

開催日時・
会場

練習日時・
会場

対象・定員

LINEで
友だちになろう！


