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新型コロナウイルスの影響により、中止や延期をする場合があります。詳しくは、事業団ホームページ（http://www.saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。
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唄／髙島孝太郎、アコーディオン／髙島雄次郎、ウッドベース／髙島龍三郎、バンジョー
／髙島圭四郎の４兄弟からなるユニット。
2009年4月東京大衆歌謡楽団を結成。もともと世界の民族音楽をテーマにしたバンド活
動中に演奏した昭和歌謡に様々な音楽が凝縮されていることに気づき、バンド解散後、昭
和歌謡にのめり込む。古き良き昭和初期の流行歌をこよなく愛し、同年12月にバンド名
と同じ「東京大衆歌謡楽団」のCDとカセットを同時発売。浅草や上野などの街頭演奏や単
独公演で中高年の熱烈な支持を得ている。2015年3月にウッドベースに三男、龍三郎が
加入。新生「東京大衆歌謡楽団」としてスタート。2015年6月メジャーデビューを果たす。
2017年には四男圭四郎が加入し四兄弟の楽団となった。

東京大衆歌謡楽団

今月のArtist Interviewは9月25日（土）、プラザイースト ホールにて開催する『東京大衆歌謡楽団コンサート』へご出
演いただく東京大衆歌謡楽団の髙島孝太郎さん（唄）、髙島雄次郎さん（アコーディオン）、髙島龍三郎さん（ウッドベー
ス）、髙島圭四郎さん（バンジョー）の4兄弟です。昭和歌謡を演奏する東京大衆歌謡楽団が今年もさいたま市へ帰って
まいりました。インタビューではコンサートの聴きどころやお客様への温かいメッセージをお伺いすることができました。

Artist
Interview
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長男・孝太郎 次男・雄次郎

三男・龍三郎 四男・圭四郎



16ページにプレゼントのお知らせがあります!
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当時の優しい記憶に触れる唯一の時間だとお聴きすることがあ
ります。当時の思い出と共に躍動感溢れる楽曲をお届けしたい
と思います。あの時代に育まれていた人と人との間にある優し
い価値観や人を思う心が、今もなお生きていることを、僕たち
の音楽から感じ取っていただけたら嬉しいです。

雄次郎——僕たちは、「懐メロ」と言われる楽曲に対して憧れ、そ
して敬意を払って演奏しています。ぜひ、さいたま市の皆様に
もあの時代に育まれていた名曲を録音ではなく、生の演奏でお
楽しみいただきたいですね。古典落語が永い間語り継がれてき
たように、クラシック音楽が世界中で演奏され続けているよう
に、「昭和歌謡」も生で演奏する、そして聴いていただくことで
楽曲も新陳代謝して行くと思うのです。会場のお客様と一緒に
コンサートを創って行く、そして令和の世でもしっかりと「昭
和歌謡」が息づいて行くコンサートにしたいですね。

最後に読者の皆様に一言ずつメッセージをお願いします。
雄次郎——一昨年まではプログラムに会場のお客様と一緒に歌え
る曲がありましたが、こんな世の中、今は心で歌っていただき、
声援の代わりに手拍子や拍手をたくさんいただき、一緒にコン
サートを楽しんでいただけますと嬉しいです。

龍三郎——大変な状況が続いていますが、感染症対策をしっかり
して、コンサートは開催されます。コロナ禍で塞ぎ込んでいらっ
しゃるようでしたら、ぜひ、会場に足を運んでいただいて元気
になっていただきたいです。

圭四郎——コロナ禍でライヴの本数が減ってしまい、プラザイー
ストでのコンサートはさいたま市のお客様とお会いできる貴重
な時間です。僕もたくさん練習をして、ライヴに臨みますので、
楽しみにしていてください。

孝太郎——時代は「With コロナ」と言われてしまっています。感
染症を極端に恐れるのではなく、気を付けながらコンサートに
来ていただき、楽しい時間を過ごしていただきたいです。人と
人とがつながっている優しい時間を過ごしていただくことに
よって、免疫力を上げ、元気に乗り切って行きましょう。『東
京大衆歌謡楽団コンサート』でお待ちしています！

昨年のプラザイーストでのコンサートも大変ご好評いただきました。
「懐メロ」と言われる「昭和歌謡」を昭和終盤から平成に生まれた
4人で演奏されていますが、その魅力はどのようなところですか。
孝太郎——僕たちが生まれ育った富山県では、藤山一郎さん、東
海林太郎さん、霧島昇さんの歌を聴くことがありませんでし
た。映像で観ることもなかったので、初めて「懐メロ」と言われ
る「昭和歌謡」を聴いたのは流行歌手の若かりし頃の歌声で、新
ジャンルの音楽でした。関東の方は1968年頃からテレビ東京
で放送された『なつかしの歌声』という番組を観る機会があった
から、晩年の藤山一郎さんらのイメージをよくご存知かと思い
ます。でも僕たちには、「懐メロ」の全てが初めての経験で、と
ても新鮮に映り、その楽曲の世界観に次第に惹かれて行きまし
た。だから僕たちには、懐かしのメロディーという感覚ではな
かったですね。
雄次郎——人と人とが優しくつながっていた時代の歌だと兄はよ
く言いますが、心のやりとりが人間臭く描かれているところが、
演奏していても、聴いていても面白い思うところです。

前回のコンサートは昨年の９月で、
緊急事態宣言が解除されたばかりでしたね。
龍三郎——緊急事態宣言中は一つの楽曲に対して、追及したり深
く考えたりする時間を持つことはできました。
圭四郎——ライヴができる機会が減ってしまった分、以前よりも
緊張感を持ってステージに立っていますね。
孝太郎——緊急事態宣言中3ヶ月間、コンサートはできませんで
した。毎月必ず浅草の喫茶店の２階でコンサートを開催してい
ましたが、それも開催は見合わせました。宣言が明けてからは、
政府の感染対策に関するガイドラインに従って、お客様の入場
制限をする代わりに開催回数を増やすなど、できるだけ多くの
お客様にご覧いただけるようにしています。幸い僕たちは自前
のホールを持っていたり、出演者やスタッフが少人数であった
りで、ライヴは今年に入って今のところ月6回程度の活動はで
きています。
雄次郎——昨年のプラザイーストのコンサートは緊急事態宣言が
明けて最初のコンサートでした。1回目の緊急事態宣言を受け
コンサートを中止にした記憶は遠のいていますが、今も第4波
になってしまい「With コロナ」と言われるこの状況で、これか
ら先はどのようにライヴを開催して行くか、４人で話し合って
います。
　お客様がコンサートに行くことをご家族に止められて外出しづ
らいでしょうし、こちらからも来てくださいと積極的に言えな
い状況ではありますね。でも音楽が好きな方が実演を聴けない
ことで、運動不足で免疫力が下がり、ご病気が進行してしまっ
たり、気が滅入ってしまったりと心配な声も耳にします。

コンサートや文化芸術活動が制限されているなかでも
さいたま市で開催される『東京大衆歌謡楽団』のコンサートを
楽しみにしていただいているお客様がたくさんいらっしゃいます。
今回のコンサートの聴きどころを教えてください。
孝太郎——僕たちのコンサートは、お客様のお父様やお母様がい
つもそばで仕事をしながら、家事をしながら歌っていた歌で、

東京大衆歌謡楽団コンサート

昭和初期の歌謡曲を歌い続ける「東京大衆歌
謡楽団」によるコンサートです。

【演奏予定曲】
東京ラプソディ　誰か故郷を想わざる
旅の夜風　青い山脈　他

９月25日土　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

６月１９日(土)10：00より発売開始

東京大衆歌謡楽団
友の会料金　2,700円



東京フィルハーモニー＆清塚信也の
「ブラボー！名曲アカデミー」

東京フィルハーモニー交響楽団と清塚信也による解説付きクラシックコン
サートを開催します。
【演奏予定曲】ピアノ協奏曲／グリーグ　交響曲第9番「新世界より」第2
楽章／ドヴォルザーク　ラプソディ・イン・ブルー／ガーシュウィン　ほか

6月19日(土)10：00より発売開始

10月24日日　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 友の会料金　Ｓ席3,800円　Ａ席3,300円　Ｂ席3,000円
先行予約日　6月16日水～18日金各日10：00より発売開始

東京フィルハーモニー交響楽団
（Ⓒ上野隆文）

円光寺雅彦（Ⓒ三浦興一）

清塚信也

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。

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）

「宮原ワンコイン落語寄席」

地元宮原出身の落語家、春風亭笑好による落語会を開催します。
当館のリフレッシュオープン記念事業です。ぜひ気軽に落語をお楽
しみください。

８月１日日　開演 14：00
宮原コミュニティセンター　多目的ホール
3048-653-8558（9：00〜17：00）

500円（全席自由）　未就学児不可

６月３０日(水)9：00より発売開始
※7月1日(木)11：00より電話にて予約受付可

春風亭笑好

チケットは宮原コミュ
ニティセンターのみで
発売（150席）
048–653–8558

美園コミュニティセンター
3０４８-764-８810（９：００〜１7：０0）

▼６月₁日（火）より窓口開設

4 2021/6



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）

しまじろうコンサート

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。 ６月５日土

開演 9：30/12：30/15：30/18：30
６月６日日
開演 10：30/13：30/16：30
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

発売中

SaCLaアーツコンサート・夏
和太鼓・批魅鼓公演2021

令和3年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。

批魅鼓

発売中

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 友の会料金　700円

発売中 ※車椅子席のみ残席あり

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。

さいたま市出前講座
東京２０２０オリンピック・パラリンピックを楽しもう！！

市にやってくる聖火リレーや大会
の情報や1964年の映像上映をし
ます。

【申込み方法】
入場時申込み

【問合せ】
高鼻コミュニティセンター
TEL：048－644－3360

６月26日土　開演 10：00
高鼻コミュニティセンター
大会議室

定員 40人　当日先着順・無料

“本”感謝祭
宮原図書館との共催による映写会
と本の読み聞かせを開催します。

【申込み方法】
入場時申込み

【問合せ】
宮原図書館
TEL：048－662－5401

７月28日水　開演 13：00
宮原コミュニティセンター
多目的ホール

定員 100人　当日先着順・無料

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。

発売中

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）
小学生以上　未就学児不可 友の会料金　3,000円

錦織健

能楽の音～第十章～

日本の古典芸能能楽の『音』に着目した体験型鑑賞会です。
今回は、埼玉にゆかりのある人物が登場する能の曲目を動画や写真をふまえて紹介します。
またその能のみどころについて、謡、舞、囃子の実演を行います。

発売中

６月20日日　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間

一般2,000円　高校生以下無料
（全席自由）　未就学児不可

【お申込み・お問合わせ】
住所、氏名、電話番号、人数を下記へ
能楽の音実行委員会
TEL：０８０－３１７４－４４３７
ＦＡＸ：０４８－７０８－１８２０
メール nougakunone@yahoo.co.jp

【お申込期間】講座開催日まで
【その他】
必ず靴下等を着用してください。

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。 52021/6



　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.38』（令和3年2月26日 土曜日 開催）
をYouTube『動画 De Culture』に投稿しました。ぜひチャンネル登録をお願いします。
　出演の細川侑乃さん、大坪純平さんは本誌令和２年５月号で表紙を飾り、同コンサートは６月２６日に開催予定でした。チケッ
トも完売していましたが、コロナ禍で中止を余儀なくされたコンサートです。それから８ヶ月後に延期、客席を半分にしての開
催となりました。公演当日は動画収録にもご協力いただき、コンサート終了後、ホッとした表情のお二人にコメントをいただく
ことができました。

YouTube 地域プロジェクト　動画 De Culture
SaCLa アーツ One Coin Concert Vol.38

～ギターで巡る！世界旅行～

【プログラム】
セビリアの理髪師序曲／ロッシーニ
デュエット・ホ長調／Ａ・フォルケンハーゲン
OBLIVION／Ａ・ピアソラ　他

6 2021/6

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
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



1985年生まれ。広島県出身。
15歳よりエレキギターを、16歳よりクラシックギターを始める。
エリザベト音楽大学卒業。これまでにギターを故長野文憲，徳武正和，佐藤紀雄の各氏に師事。
第３４回日本ギターコンクール最高位の他、第４５回クラシカルギターコンクール、第1回イーストエンド国際ギターコンクール、第２回パン・パシフィック現
代音楽コンクールソロ部門、第26回日本重奏ギターコンクール等でそれぞれ上位入賞。
新しい音楽を軸にクラシックギターからエレキギター、自作曲など様々なフィールドでの活動を行う”変弦自在のギタリスト。2011年より三浦一馬タンゴ5重
奏へエレキギタリストとして参加し、ツアーやレコーディングなどに多数参加。同氏主宰タンゴオーケストラ東京グランドソロイスツメンバー。
2019年３月にニューヨークで開催されたJUMP「日米新しい音楽の展望シリーズ」に招聘され日本とアメリカの作曲家の新作リサイタルを行い好評を博す。
2020年299レーベルより自身で数多く初演してきた作曲家久留智之のギター作品全集ORGANIC MOTIONS ～久留智之ギター作品集～（NIKU-9027）をリ
リース。
アポヤン道ギターフェスティバルアートディレクター。

埼玉県出身。
3歳からピアノ、12歳からギターを始める。
高校卒業と同時にスペイン・バルセロナへ渡り、ルティエール芸術音楽学校にて4年間学ぶ。在学中にバルセロナギターフェスティバルに学生代表として参加。
2007年にはカタルーニャ青年音楽祭コンクールのギター部門で1位に選ばれ、世界遺産であるカタルーニャ音楽堂で演奏した。
これまでにギターを長谷川照夫氏、フェルナンド・ロドリゲス、アルナルドゥル・アルナルソンに師事。
帰国後は埼玉、東京を中心にレッスンを行う傍ら、様々なジャンルでのコンサートやイベントを企画。「さいたまギター・ウクレレサークル」主宰。
さいたま市では浦和ギターアンサンブル・ウクレレサークルの指導を積極的に行っている。

【プロフィール】

【プロフィール】

今日は無事、コンサートができて嬉しかったです。とは言え2回目の緊急事態宣言を受け、コンサー
トを満席にして開催することに難しい判断を強いられていますよね。この1年は僕も勿論コンサー
トの予定がなくなりました。でもこれは、学生の時以来の正式に休めるチャンスと思い、家に籠もっ
て自分のことに集中して勉強とか研究とか作曲とかもできたし、一旦立ち止まってこの先どうす
るかの答えを探し、再始動する時間になったと思います。今まであまり重要視していなかったオ
ンラインレッスンもやってみたら、それなりに便利でそれなりの良さにも気づきました。僕にとっ
てはそんなに悪い時間ではありませんでした。でも、ライヴでモチベーションを保っていたミュー
ジシャンや芸術家にとってはツライ時期だったと思います。8月にはラジオの仕事が再開しました
が、一瞬「あれ？どうやって人と合わせるんだっけ？あ、そうだ、そうだ！」と実際に生で感じる緊

張感や臨場感が嬉しくなりました。そんな時間を経て、今日は文化センターで演奏しました。コロナ禍の自粛期間で勉強できた
からこそのコンサートだったので、昨年6月の時点では今日のような演奏にはならなかったと思います。このコンサートは動画
でも配信されるということで、皆さまに視聴していただいて、次回はぜひ、会場でお会いしたいです！

ちょうど一年前のインタビューでしたね。私たちが表紙の5月号が発行になった頃、緊急
事態宣言で公共施設が閉まり、コンサートの延期やウクレレ教室のレッスンもお休みにな
り一瞬、戸惑いました。でも、これは何かのチャンス！と思い直し、以前からやりたかっ
たヨガインストラクターの資格を取得しました。それから、今しかできないことって何だ
ろうとか、大事なことって何だろうとか、考える時間になりました。今にフォーカスをあ
てるとツライ出来事ですが、長い歴史の中では疫病や戦争や色々なことがあって「今」があ

り、ほんの少しのことなのでしょうね。このあとだって、どうなるか予想外の出来事があるかも知れない。だから、生きている
間は与えられた時間を大切にしようと思いました。今日のコンサートは、久しぶりにお客様とお会いでき、会場でコミュニケー
ションが取れて本当に嬉しかったです。動画も収録してくださったと言うことで私も配信を楽しみにしています。

大坪 純平

細川侑乃

72021/6

♪ 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



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
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 9:30～11:30（全4回）

会場 大宮工房館 大宮区
　　※10日㈯は13:30～15:30 高鼻コミュニティセンターにて開催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  〒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

四季の電動ろくろ講座 日程 6月9日水・16日水・30日水 10:00～12:00（全3回）
会場 大宮工房館 大宮区季節に合わせた器を電動ろくろを使って作陶する陶芸講座です

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  8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 6/2㈬
問合せ・受付  〒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

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

活動サークルによるボランティア講座 日程 6月14日月 13:00～15:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区フラワーアレンジメントの体験です

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  8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 6/9㈬
問合せ・受付  〒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

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

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

活動サークルによるボランティア講座 日程 6月29日日　①10:00～12:00 ②13:30～15:30（各全1回）
会場 大宮工房館 大宮区ハーバリウム体験講座です。ボールペンとボトルを作ります

費用  1,200円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  各10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 6/20㈰　　その他  参加希望時間（①・②）を明記
問合せ・受付  〒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
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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
普通救命講習Ⅰ 日程 6月20日日 10:00～12:00（全1回）

会場 ふれあいプラザいわつき 岩槻区さいたま市消防局との共催で心肺蘇生法等を学びます
費用 無料　　対象  市内在住・在勤・在学（中学生以上）の方　　定員  20人
申込み  電話・5/20㈭・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）
問合せ  〒339-0005 さいたま市岩槻区東岩槻6-6 ふれあいプラザいわつき　☎ 048-756-6000

簡単料理講座①～夏野菜をおいしく～ 日程 7月4日日 10:00～13:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区家庭で簡単に作れる料理を学ぶ講座を開催します

費用  3,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈫
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
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

～笑う門には福来る～みんなで笑いヨガ 日程 6月26日土・7月3日土・10日土・17日土 14:00～15:00（全4回）
会場 南浦和コミュニティセンター 南　区笑いヨガの基本を学ぶ初心者対象の講座です

費用  2,000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・6/7㈪～（9:00～17:00）
問合せ・受付  〒336-0016 さいたま市南区大谷場2-6-25 南浦和コミュニティセンター　☎ 048-886-5856

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  受付中・来館又は電話
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

オリジナル食器を作ろう！食卓を彩る陶芸講座 日程 7月10日土・24日土 10:00～12:00（全2回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区普段使いに最適な食器を陶芸で作成する講座を開催します

費用  2,300円　　対象  市内在住・在勤・在学（中学生を除く）の15歳以上の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 6/16㈬
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

おいしい紅茶の入れ方講座 日程 7月16日金 10:00～11:30（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区おいしい紅茶の入れ方を学ぶ講座を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈫
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

ベーゼンドルファークラブ 日程 7月24日土 9:00～21:00（各1時間）
会場 プラザイースト 緑　区世界三大ピアノと称される「ベーゼンドルファー」をホールにて演奏いただけます

費用  3,500円　　対象  小学生以上のピアノ経験者　　定員  12人　　申込み  電話・抽選 6/26㈯10:00～7/4㈰21:00
その他  当選者へは7月11日㈰までに電話等で通知
問合せ・受付  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎ 048-875-9933

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
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

おはなし会 日程 6月17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  必ずマスク着用で参加　10:45から2階、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

子ども陶芸教室 日程 7月24日土　①9:45～10:30　②11:00～11:45
        7月25日日　③9:45～10:30　④11:00～11：45（各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区小学生を対象に、陶芸作品をひとつ作成します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の①③小学1～3年生（保護者送迎）、②④小学4～6年生　　定員  各20人　　申込み  往復はがき・締切 7/2㈮　　その他  参加希望時間（①～④）を明記
問合せ・送付先  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎ 048-875-9933

親子あ～と倶楽部～バルーンアート教室～ 日程 7月25日日 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区4歳～小学2年生を対象に親子でバルーンアート作品を作る講座を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の4歳～小学2年生とその保護者　　定員  10組20人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈫
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

子ども華道体験教室 日程 7月25日日　①午前の部:10:00～11:30 ②午後の部:13:30～15:00（各全1回）
会場 恭慶館 浦和区小学生を対象とした華道体験教室を開催します

費用  1,300円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  各10人　　申込み  往復はがき・締切 6/25㈮　　その他  参加希望時間（①・②）を明記
問合せ・送付先  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-262-1 氷川の杜文化館内恭慶館「○教室又は講座」係　☎ 048-835-7450

高学年子ども陶芸教室 日程 7月28日水 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学4～6年生を対象にした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  16人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈫
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

子ども茶道体験教室 日程 7月28日水・29日木・30日金・31日土 10:00～12:00（全4回）
会場 恭慶館 浦和区小学生を対象とした茶道体験教室を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 6/25㈮
問合せ・送付先  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-262-1 氷川の杜文化館内恭慶館「○教室又は講座」係　☎ 048-835-7450

夏休み子ども学びキャンパス講座～お楽しみ工作講座～ 日程 7月30日金 10:00～12:00（全1回）
会場 西部文化センター 西　区小学生を対象に、楽しみながら制作する講座を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 6/26㈯　　その他  保護者同伴可
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

低学年子ども陶芸教室 日程 7月30日金 14:00～16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学1～3年生を対象にした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  16人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈫
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

低学年親子木工教室 日程 7月31日土 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学1～3年生を対象にした木工教室を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学1～3年生とその保護者　　定員  6組12人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈫
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②～LINEを活用しよう！～ 日程 7月29日木・8月5日木 13:00～16:00（全2回）

会場 プラザウエスト 桜　区IT講座を通じて受講者の生きがいづくり、社会参加、仲間づくりができる講座を開催します
費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈫
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

高学年親子木工教室 日程 7月31日土 13:30～16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学4～6年生を対象にした木工教室を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の小学4～6年生とその保護者　　定員  6組12人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈫
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

新型コロナウイルスの影響により、中止や延期をする場合があります。詳しくは、事業団ホームページ（http://www.saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。
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エ ッ セ イ

Essay

「バスに乗り遅れてもいいんです」
～子育て編～

　「先生は『子供が不安に思った時には思い切り抱きしめよう』とおっしゃいましたが、
私が読んだ本には『男の子は3歳になったら抱いたりしてはいけない。』と書いてあり
ました。どちらが正しいんですか？」
私が幼稚園長をしていた時に保護者からこんな質問を受けました。
　その本を私は読んだことが無いので詳しいことは分かりませんが、多分自立を促す
という意味で書いてあるのだろうと思います。しかし、子供の成長のスピードはそれ
ぞれ違いますし、はっきりと区切れるものではありません。「抱きしめる」は愛情を示
す一番分かりやすく自然な方法です。それは大人になっても同じでしょう。私は「子
供が何歳になっても抱きしめてあげてくださいね。」とその保護者には伝えました。
　このところ「小学校入学までに〇年生までの学習を」など、バスに乗り遅れるな的な
話を聞くことが多くなりました。今からやっておかないと間に合わないというのです。何に間に合わないのかよく分かり
ませんが、小学校入学前に1年生の内容を学んでしまった子が小学生となって授業を意欲的に受けるでしょうか。初めは
知っていることがどんどん出てくるので得意になるでしょう。しかし、意欲は徐々に薄れ、先生の話を聞かなくなってし
まいます。知っていることばかりが続く授業に興味は湧きようがありません。
　社会に出るためには計算や読み書きは絶対に必要です。しかし、そのようなことができただけでは社会では通用しませ
ん。「意欲」や「くじけずに頑張る力」がセットとなって初めて社会で生きる力になるのです。学校での学びはそのセットで
行っています。意欲や頑張ろうという気持ちを削ぐようなことは避けたいものです。
　バスに慌てて乗ってしまうと行き先を間違えてしまうことにもなりかねません。今の子供の姿をじっくり見て、行き先
を間違えないようにバスに乗せましょう。でも、バスに乗せずに一緒に歩いていくというのもいいかもしれませんね。

■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）
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。
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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
6月の休館日…14日・28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
6月の休館日…14日・28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
6月の休館日…7日・14日・21日・28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
6月の休館日…9日・23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
6月の休館日…7日・14日・21日・28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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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
6月の休館日…21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
6月の休館日…7日・14日・21日・28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

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※6月1日㈫より、チケット取扱い開始
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ホール

イベントカレンダー 6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/5/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

5土

しまじろうコンサート さいたま市文化センター
大ホール

9:30
12:30
15:30
18:30

会館特別価格　3,480円
(全席指定）

しまじろうコンサート
お客さま窓口
0120-988-883

ピアノ＆エレクトーン＆ヴィオリラ＆
ケンハモ＆ヴォーカル　
ミニコンサート

プラザイースト
ホール 10:30 入場自由・無料 担当 多

タ
筥
ハコ
弘子

090-6176-9233

6日

第87回民謡民舞大会 プラザイースト
ホール 10:00 入場自由・無料 担当  柿堺一二三

048-881-0478

しまじろうコンサート さいたま市文化センター
大ホール

10:30
13:30
16:30

会館特別価格　3,480円
（全席指定）

しまじろうコンサート
お客さま窓口
0120-988-883

アンサンブル・エール
サマーコンサート

プラザイースト
ホール 18:45 入場自由・無料 担当 首

ス
藤
ドウ

048-878-7872

ミュージックパーリーVol.3 さいたま市文化センター
多目的ホール 14:30 無料 音の香り音楽教室

090-1403-7349

9水 琴勝流大正琴・文化箏まつり さいたま市文化センター
小ホール 13:00 無料 琴勝流大正琴・文化箏

048-823-0033

20日
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～
※車椅子席のみ残席あり

プラザイースト
ホール 14:00 500円（全席指定） プラザイースト

048-875-9933

27日

SaCLaアーツコンサート・夏
和太鼓・批魅鼓公演2021

市民会館いわつき
ホール 15:00 1,000円（全席指定） 市民会館いわつき

048-756-5151

バレエ発表会 プラザイースト
ホール 17:30 入場自由・無料 担当  石田えり

080-3507-9006

14 2021/6

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

６月４金
▼

６月６日
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
4日は11:00から
6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

６月９水
▼

６月13日
新日美さきたま支部展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
9日は13:00から
13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

６月29火
▼

７月４日
第13回
ウオック絵画展

氷川の杜文化館
展示場

10:00▶17:00
4日は15:00まで         入場自由・無料

WOC(ウオック)絵画サークル
担当  牧田範男
090-1208-1065

※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

市民活動紹介事業／季節による交流イベント vol.１

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。

七夕飾りで市民活動を広く社会にＰＲするパネル展を開催します。

 6月18日㈮　各回1時間程度
 ①13:00～　②14:15～　③15:30～
 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）、
相談内容をご連絡ください。※さいたま市市民活動サポートセンターで配
布している申込書をご利用ください。さポットホームページからもダウン
ロードできます。（http://www.saitamacity-support.jp/）

 6月20日㈰～7月10日㈯
 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・10団体
費用  無料

 準備日程：6月19日㈯　9:00～15:00（随時）
 片付日程：7月11日㈰　9:00～17:00（随時）

申込方法 　来館・電話・FAX
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
申込期間  6月4日㈮～6月11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

申込方法 　5月25日㈫10:00から電話にて受付
 5月26日㈬から来館での受付も可能（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
 TEL：048-813-6400　　FAX：048-887-0161
申込期間  5月25日㈫～6月12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。

 6月3日㈭・10日㈭・17日㈭・24日㈭
 ①15:00～　②16:00～　③17:00～　④18:00～
 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

開催日時・
会場

152021/6

その他

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、浦和駅東口の浦
和ＰＡＲＣＯのコムナーレ９階にある、非営利で公益的な市
民の自主的な活動を応援するための、市民と行政がいっしょ
に運営する施設です。
　市民活動を応援するさまざまな機能があり、市民活動のた
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



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
⬆

プレゼント当選発表 情報誌SaCLa３月号の「アンサンブルTONE　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、戸井田宣太郎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『東京大衆歌
謡楽団』のサイン色紙を6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
⑤6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「東京大衆歌謡楽団』のサ
イン色紙」プレゼント係までご応募ください【締切:６月15日（火）必
着】。当選者は「情報誌SaCLa」9月号にて発表いたします。

（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

16 2021/6
LINEで
友だちになろう！

※パソコンからも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株式会社の使い方ガイド
（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、当事業団ホームページより情報
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！


