
（公財）さいたま市文化振興事業団
公式HP

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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今月のArtist Interviewは9月25日（土）プラザウエスト　さくらホールにて開催する『気軽にクラシックvol.41千住真理子 
クラシックライブ』へご出演いただくヴァイオリニスト、千住真理子さんです。千住さんの音楽に対する真摯な思いと 
それを聴いてくださるお客様への誠実な姿勢、そして、コンサートの聴きどころをお伺いすることができました。

Artist
Interview

ヴァイオリニスト

千住真理子
M A R I K O  S E N J U

2歳半よりヴァイオリンを始める。全日本学生音楽コンクール小学生の部全国1位。NHK交響楽団
と共演し12歳でデビュー。日本音楽コンクールに最年少15歳で優勝、レウカディア賞受賞。パガ
ニーニ国際コンクールに最年少で入賞。慶應義塾大学卒業後、指揮者故ジュゼッペ・シノーポリに
認められ、87年ロンドン、88年ローマデビュー。国内外での活躍はもちろん、文化大使派遣演奏
家としてブラジル、チリ、ウルグアイ等で演奏会を行う。また、チャリティーコンサート等、社会
活動にも関心を寄せている。
1993年文化庁「芸術作品賞」、1994年度村松賞、1995年モービル音楽賞奨励賞各賞受賞。
1999年2月 ニューヨーク･カーネギーホールのウェイル･リサイタルホールにて、ソロ･リサイタ
ルを開き、大成功を収める。
2002年秋 ストラディヴァリウス「デュランティ」との運命的な出会いを果たし、話題となる。
2015年 デビュー40周年を迎え、1月にイザイ無伴奏ソナタ全曲「心の叫び」、2月にはバッハ無伴
奏ソナタ＆パルティータ全曲「平和への祈り」をリリース、両作品ともレコード芸術誌の特選盤に選
ばれた。
2016年 300歳の愛器デュランティと共に奏でるアルバム「MARIKO plays MOZART」をリリース。
またプラハ交響楽団、ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団と各地で共演。
2017年 ブラームス没後120年記念「ドラマティック・ブラームス」をリリース、また全国でスーク
室内オーケストラとツアーを行い、好評を博した。
2020年はデビュー45周年を迎えた。2021年7月に最新ＣＤ「蛍の光～ピースフル・メロディ」をリ
リース。 
コンサート活動以外にも、講演会やラジオのパーソナリティを務めるなど、多岐に亘り活躍。
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昨年から続いているコロナ禍で、本誌のインタビューも 
まずは、この話題ばかりになってしまいます。しかし、アー
ティストの皆様へも何十年に一度しかお伺いできないお話
しです。
千住さんはコロナ禍をどのようにとらえ、その中で何をお
感じになっていらっしゃいますか？
　昨年2月から半年くらいは予定していたコンサートは次
から次へと中止や延期になりました。その時は家に閉籠
もり、音楽と向き合い、ひたすら練習をしました。そして、
次にあるかもしれないコンサートのために集中して準備を
重ねて、でも、直前になって中止の知らせが届き、もう二
度とステージに立てないのかな、と自問自答を繰り返し、
不安や絶望を抱くこともありました。音楽や文化・芸術っ
てかたちの無いもの、目に見えるものではないから、非常
時では本当に必要なものなのかと議論になったり、真っ先
に削られてしまったりで、私たちも辛い時間を過ごして来
ました。だから少しずつ状況が明るくなり、やっとステー
ジに戻れた時は、「ありがとうございます」と心から感謝し
ました。そして、お客様と過ごすこの幸せな時間が、いつ
までも終わらないで欲しいと思いました。音楽は人類が生
み出した最も美しい文化のひとつではないでしょうか。生
演奏の音は、耳から聴こえる音だけではなくて、空気の振
動が共鳴して身体中の五感へと響いて、感じていただけ
るものです。それはCDで聴く音とは違う、その会場でそ
の瞬間しか聴くことのできない一期一会の演奏です。音楽
や文化・芸術はお客様の見えない心を守るために、やはり、
必要なんだとかみしめて、今後も政府の方針を守りながら、
演奏活動を続けて行きたいと思っています。そして、一日
も早いコロナの収束を願わずにいられません。

9月25日プラザウエストは、どのようなコンサートに
なりそうですか？
　プラザウエストのさくらホールはお客様と心が通じ合い、
一体になれるような感じが心地良い、とても素晴らしい
ホールですね。人と人とが本音で話さなければ分かり合え
ないように、音楽も繕っていたら何も伝えられません。演
奏も同じで、嘘偽りのない音を出さなければ、お客様には
届かないと思います。「来て良かった、聴いて良かった」と
思ってくださるコンサートにしたいです。だから、私は全
身のバネや筋肉や神経を集中させて、嘘のない音を出しま
す。そして、そのとき自分が思っていること、感じている
こと、嬉しいことも、悲しいことも全部コンサートで表現
したい、そんな演奏をお客様に聴いていただきたいです
ね。そうするために、毎日一つひとつの部品を磨き上げる
ように、一曲一曲を丁寧に練習して、それを組み立てるの
は、９月25日のステージの上で、会場のお客様と一緒に

やって行くことになります。これが嬉しくて、楽しくもあ
り、ドキドキする作業なんですよ。アットホームなプラザ
ウエストのステージからお客様と目が合うとそれも嬉しく
て、一音一音大切に演奏しようと、さらに集中します。プ
ラザウエストのホールでしか演奏できない、一期一会の演
奏を楽しみにしています。

ストラディヴァリウス「デュランティ」が響く素晴らしい 
コンサートに期待が膨らみますね。
最後に読者の皆様、コンサートを楽しみにしている皆様へ
メッセージをお願いします。
　ぜひ皆様に会場でお会いしたいです。この「デュラン
ティ」の生の音に包まれて、その空気を感じていただきた
いですね。そのために私は毎日細かく楽器のメンテナンス
をして、当日は最高のコンディションの「デュランティ」と
一緒にお客様をお迎えしたいと思います。プラザウエスト
のコンサートはお客様と一緒につくる、一生に一度しかな
いコンサートです。皆様のお越しをお待ちしています！

インタビューを終えて…
　千住さんにお話を伺ったときは、ご自身のコンサート直
後で「体力には自信があります！」と始終ハキハキと質問に
答えてくださいました。12歳でプロデビューし、第一線
で活躍し続けている千住さんには、温かいご家族に囲まれ
た様々なエピソードがあり、お互いを思いやりながら年を
重ねて来られたことがうかがえます。ご両親を失い「孝行
したいときには親はなし。本当ですよ。親はうるさいのが
当たり前。でも、限られた時間だから、沢山話しをしてい
ただきたいですね。」と最後に笑顔でポツリと語ってくださ
いました。

気軽にクラシック ｖｏｌ.４１
千住真理子クラシックライブ

第１線で活躍するヴァイオリニスト千住真理子に
よるリサイタルを開催します。

9月25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
友の会料金　3,000円

7月3日（土）10：00より発売開始 
※７月４日(日)９：００より窓口にて発売も可

16ページにプレゼントのお知らせがあります!

©Kiyotaka Saito (SCOPE)
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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。

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）

美園コミュニティセンター
3０４８-764-８810（９：００〜１7：０0）
※お支払いは現金のみ
　（7月1日（木）からはクレジットカードが利用できます。）

▼６月₁日（火）より窓口開設

東京フィル＆清塚信也の
「ブラボー！名曲アカデミー」

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

6月19日(土)10：00より発売開始
※6月20日(日)9：00より窓口にて発売も可

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　他

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 友の会料金　2,700円

6月19日（土）10：00より発売開始
※6月20日(日)9：00より窓口にて発売も可

東京大衆歌謡楽団
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第２回公演「ロンの花園」より

さいたま子どもミュージカル
第3回公演「ロビンソン・ロビンソン」

さいたま市を中心に活動する小学生～高校生までのミュージカル
劇団の２８名で感動をお届けします！

８月22日日　開演 ①12：00　②16：00
市民会館おおみや　大ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

前売1,700円　当日1,900円（全席指定）

7月1日（木）10：00より発売開始
※7月2日(金)9：00より窓口にて発売も可

「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（全席指定）　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も可

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
（140席）

048–653–8558

MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト

今年もあいつがやって来る。稲川淳二が語る「本当にあった怖い話」の数々。

９月５日日　怪宴 17：00
市民会館おおみや　大ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

前売5,800円　当日6,000円（全席指定）　未就学児不可

6月26日（土）10：00より発売開始
※6月27日(日)9：00より窓口にて発売も可

稲川淳二

友の会料金　2,500円
先行予約日　6月25日金10：00より発売開始

いわつき特選寄席
◇一緒に笑おう２０２１◇

テレビやラジオで活躍している落語家／立川談笑・三遊亭楽生と漫
才師／ナイツによる特選寄席を開催します。

９月11日土　開演 17：00
市民会館いわつき　ホール
3048-756-5151（9:00〜19:00）

3,000円（全席指定）　未就学児不可

6月26日（土）10：00より発売開始
※6月27日(日)9：00より窓口にて発売も可

三遊亭楽生立川談笑 ナイツ

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。 52021/7



子ども伝統芸能まつり
さいたま手話狂言

手話で演じる狂言に合わせて解説やワークショップをするので、誰でも楽しめます。また能舞台
の展示を１０月９日に行います。詳しくはＰ７へ。【演目】梟山伏、六地蔵【出演】日本ろう者劇団

10月10日日　開演 14：00
さいたま市文化センター　小ホール
3048-866–4600（9:00〜17：00）

大人2,000円　中学生以下800円　※障がい者割引　大人1,700円　中学生以下600円
未就学児入場無料（全席指定）

７月３日（土）10：00より発売開始
※７月４日(日)９：００より窓口にて発売も可

友の会料金　大人1,700円　中学生以下600円
先行予約日　7月1日木・2日金各日10：00より発売開始

手話狂言

おすすめ公演情報
※公演の日時、内容は予告なく変更となる場合があります。※お問合せ時にチケットが完売している場合があることをご了承ください。

SaCLaアーツコンサート・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。

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

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

親子のためのクラシックコンサート
音楽の絵本–Ｂｒｅｅｚｙ–

10月３日日　開演 14：00
市民会館いわつき　ホール
3048-756-5151（9:00〜19:00）

大人1,700円　小学生以下1,200円（全席指定）　3歳以下膝上無料。但し席が必要な場合有料。

毎年恒例の公演「音楽の絵本」。今回は金管五重奏に加えパーカッ
ションでドールとナマケモノが参加する新編成「Ｂｒｅｅｚｙ」をお届け
します。

7月17日（土）10：00より発売開始
※7月18日(日)9：00より窓口にて発売も可

ⒸSUPERKIDS

クリス・ハート　全国ホールツアー2021
「ＬＯＶＥ ＩＳ ＭＵＳＩＣ」
J-POPを愛し、日本の真心を丁寧に歌い届けるシンガー、クリス・
ハートによるコンサートを開催します。

11月３日水・ 　開演 17：00
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

7,900円（全席指定）　未就学児膝上無料。但し席が必要な場合有料。

７月１７日（土）10：00より発売開始
※７月１８日(日)９：００より窓口にて発売も可

クリス・ハート
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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（P13参照）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

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）　未就学児不可 友の会料金　3,000円

錦織健

第3回フォルテピアノ・アカデミーSACLA～フォルテピアノに
どっぷり浸る3日間～小倉貴久子プロデュース

①7月17日土　11：00～12：00　②7月18日日　11：45～12：45
③7月18日日　13：40～14：40　④7月19日月　12：20～13：00
⑤7月19日月　17：00～18：20
プラザウエスト　多目的ホール、音楽スタジオ３・４
3048-858-9080（9:00〜21:00）

①・③2,000円　②・④1,000円　⑤入場無料　未就学児不可

発売中
様々な種類の打弦鍵盤楽器が勢ぞろい！レッスン、コンサート、ワークショップ、個人練習、体験コーナーも充実しています。【問合せ】メヌエッ
ト・デア・フリューゲル　ＴＥＬ：048－688－4921　Ｅメール　mdf-ks@piano.zaq.jp　ＵＲＬ　https://fortepianoacademy.jimdofree.com

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親子で
楽しめ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 14：00
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

初心者のためのトランペット講座成果発表会
オリパパとトランペットが吹き隊と
初心者のためのトランペット講座参
加者による成果発表会を行います。

【申込み方法】入場時申込み
【問合せ】オリパパとトランペットが
吹き隊　担当　川辺
TEL：090－9677－7383

７月10日土　12：30～
プラザイースト　ホール

定員 197人　当日先着順・無料

子ども伝統芸能まつり
さいたま市文化センター能舞台展示

普段なかなか見ることのできない能舞
台を公開し、つくりについて解説します。
見学する能舞台を使用した狂言公演を
１０月１０日に行います。詳しくはＰ６へ。
【申込み方法】当日、直接、会場へ
【問合せ】SaCLaインフォメーションセン
ター　TEL：048－866－4600

10月９日土　14：00～17：00
さいたま市文化センター　小ホール

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P13をご覧ください。

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。 72021/7



　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 日程 7月15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  参加希望日時（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

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 7月4日日・18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 7/4㈰
問合せ  〒330-0804 さいたま市大宮区堀の内町1-577-3 大宮工房館　☎ 048-645-3838

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・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

お茶のみ落語 日程 8月20日金 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区お茶を飲みながら気楽に楽しめる落語会を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 7/15㈭
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

５日間陶芸講座 日程 8月27日金・28日土・29日日・9月12日日・26日日 10:00～12:00（全5回）
会場 プラザイースト 緑　区未経験者でも参加可能な初心者向けの陶芸講座を開催します

費用  4,000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 8/6㈮
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
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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。

夏の子どもわくわくスクール！夏休み親子陶芸体験講座 日程 7月26日月・8月11日水 10:00～12:00（全2回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区小学生の親子を対象に陶芸作品を制作する講座を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  12組24人　　申込み  往復はがき・締切 7/5㈪
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

キッズ学びの広場 広げよう創造力！プログラミング講座 日程 8月1日日 13:30～16:30（全1回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区小学校での必修化に向けて、親子でプログラミングを学びます

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学4～6年生とその保護者　　定員  10組20人　　申込み  往復はがき・締切 7/16㈮
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

キッズチャレンジ!! ～プログラミングをしてみよう～ 日程 8月2日月 ①10:30～12:00　②13:00～15:00（各全1回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区小学校の必須科目であるプログラミングの基礎を学びます

費用  500円　　対象  市内在住・在学の①小学1～3年生、②小学4～6年生　　定員  各6人　　申込み  往復はがき・締切 7/12㈪ 　　その他  参加希望時間（①・②）を明記
問合せ・送付先  〒337-0026 さいたま市見沼区染谷3-147-1 片柳コミュニティセンター　☎ 048-686-8666

キッズチャレンジ!! ～大宮二十景を描く～ 日程 8月2日月・3日火 10:00～12:00（全2回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区夏休みの宿題の絵画のお手伝いをします

費用  600円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  20人　　申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・ 7/1㈭～14㈬
問合せ  〒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

低学年子ども工作教室 日程 8月3日火 14:00～16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学1～3年生を対象にした工作教室を開催します

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 7/15㈭
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

子ども狂言体験教室 日程 8月4日水・5日木 13:30～15:30（全2回）
会場 氷川の杜文化館 大宮区小学生を対象とした狂言体験講座を開催します

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 7/10㈯
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　☎ 048-648-1177

子ども茶道体験教室 日程 8月4日水・5日木・6日金・7日土 9:30～11:30（全4回）
会場 氷川の杜文化館 大宮区小学生を対象とした茶道体験講座を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  16人　　申込み   往復はがき・締切 7/10㈯
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　☎ 048-648-1177

キッズチャレンジ!!陶芸で食器を作る 日程 8月4日水・18日水 10:00～12:00（全2回）
会場 大宮工房館 大宮区陶芸で使えるお皿を作ります

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　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 7/25㈰
問合せ  〒330-0804 さいたま市大宮区堀の内町1-577-3 大宮工房館　☎ 048-645-3838

キッズ学びの広場 広げよう描く力と創造力！絵画講座 日程 8月5日木・6日金 10:00～11:30（全2回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区夏休みの宿題である絵画作品を描きます

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学1～3年生　　定員  14人　　申込み   往復はがき・締切 7/16㈮
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

高学年子ども工作教室 日程 8月5日木 14:00～16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学4～6年生を対象にした工作教室を開催します

費用  1,000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 7/15㈭
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

夏休み子ども学びキャンパス 親子陶芸講座 日程 8月5日木・19日木 10:00～12:00（全2回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区夏休みに親子で陶芸を体験する講座を開催します

費用  800円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  7組14人　　申込み  往復はがき・締切 7/20㈫　　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

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
夏休み子ども学びキャンパス 絵画講座～葦ペンつくり体験付き～ 日程 8月6日金 10:00～12:00（全1回）

会場 宮原コミュニティセンター 北　区小学生の夏休みの宿題の手助けとなる絵画講座を開催します
費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 7/10㈯ 
問合せ・送付先  〒331-0811 さいたま市北区吉野町2-195-1 宮原コミュニティセンター　☎ 048-653-8558

夏休み子ども学びキャンパス 親子でチャレンジお菓子作り講座 日程 8月7日土 10:00～12:00（全1回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区夏休みに親子でお菓子作りを体験する講座を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  4組8人　　申込み  往復はがき・締切 7/20㈫　　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

キッズチャレンジ!!水彩画・大宮二十景を描く 日程 8月7日土 13:00～15:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区大宮二十景を描きます

費用  500円　　対象  大宮区内在学の小学生　　定員  20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 7/28㈬
問合せ  〒330-0804 さいたま市大宮区堀の内町1-577-3 大宮工房館　☎ 048-645-3838

低学年親子絵手紙教室 日程 8月7日土 14:00～16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学1～3年生と保護者を対象にした絵手紙教室を開催します

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  10組20人　　申込み  往復はがき・締切 7/15㈭
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

「夏のわくわくキッズスクール」小学生プログラミング講座 日程 ①8月7日土②8月14日土 10:00～12:00（各全1回）
会場 ふれあいプラザいわつき 岩槻区小学校の必須科目であるプログラミングの基礎を学びます

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  各15人　　申込み  往復はがき・締切 7/23㈮ 　　その他  参加希望日（①・②）を明記
問合せ・送付先  〒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

キッズチャレンジ!! ～お仕事探検～① 日程 8月14日土 14:00～試合終了まで（全1回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区武蔵一の宮 氷川神社など大宮区内の施設職員の仕事を見学します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学4～6年生　　定員  10人
申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・ 7/15㈭～31㈯　　その他  NACK5スタジアムにてサッカー観戦を含む
問合せ  〒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

子ども日本舞踊体験教室 日程 8月17日火・18日水・20日金・21日土・22日日 10:00～11:00（全5回）
会場 氷川の杜文化館 大宮区小学生を対象とした日本舞踊体験講座を開催します

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 7/10㈯　　その他  22日・13:00～（予定）　発表会
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　☎ 048-648-1177

夏の子どもわくわくスクール！子ども書道講座 日程 8月17日火 10:00～12:00（全1回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区小学生を対象に書道の基礎を学ぶ講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  15人　　申込み  往復はがき・締切 7/19㈪
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

学生ボランティア事業～お話し会と手遊び～ 日程 8月19日木 10:00～11:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区「大宮WAこうどの会」専門学校生と市民活動団体の方に学びます

費用  無料　　対象  市内在住・在勤の乳児とその保護者　　定員  10組20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 8/16㈪
問合せ  〒330-0804 さいたま市大宮区堀の内町1-577-3 大宮工房館　☎ 048-645-3838

キッズチャレンジ!! ～お仕事探検～② 日程 8月21日土 9:40～12:00（予定）（全1回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区大宮区内にある職場の清水園・専門学校職員の仕事を見学します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学4～6年生　　定員  10人
申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・ 7/15㈭～31㈯　　その他  清水園、埼玉ベルエポック製菓調理専門学校、埼玉福祉保育医療専門学校を見学
問合せ  〒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
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　技能・資格・教養
色彩検定講座～2級対策～ 日程 8月21日～10月30日（10月16日を除く、毎週土曜日） 9:30～11:30（全10回）

会場 下落合コミュニティセンター 中央区色彩検定２級の対策講座を開催します
費用  4,800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 7/23㈮
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

低学年ビスケットプログラミング教室 日程 8月21日土 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学1～3年生を対象にしたプログラム言語ビスケットを使った教室を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小学1～3年生　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 7/15㈭
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

高学年ビスケットプログラミング教室 日程 8月21日土 13:30～15:30（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学4～6年生を対象にしたプログラム言語ビスケットを使った教室を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小学4～6年生　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 7/15㈭
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

夏休み子ども学びキャンパス 子ども絵画講座 日程 8月21日土 10:00～12:00（全1回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区夏休みの思い出を描く絵画講座を開催します

費用  200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 7/31㈯　　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

夏の子どもわくわくスクール！親子で料理講座 日程 ①8月21日土②8月22日日 10:00～12:30（各全1回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区パン作り初心者のための基本のシンプルピザを作ります

費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  各3組6人　　申込み  往復はがき・締切 7/26㈪　　その他  参加希望日（①・②）を明記
問合せ・送付先  〒336-0967 さいたま市緑区美園4-19-1 美園コミュニティセンター　☎ 048-764-8810

子ども絵画教室 日程 ①8月21日土②8月22日日 14:00～16:00（各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区小学生を対象に、絵を描く講座を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の①小学1・2年生（保護者同伴）②小学3～6年生　　定員  各15人　　申込み  往復はがき・締切 7/30㈮　　その他  参加希望日（①・②）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

夏休み親子料理教室 日程 8月22日日 10:00～13:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学4年～中学1年生と保護者を対象にした親子料理教室を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小学4～中学1年生とその保護者　　定員  6組12人　　申込み  往復はがき・締切 7/15㈭
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

夏休み子ども学びキャンパス講座～茶道講座～ 日程 8月22日日 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、茶道の基本を学ぶ講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 7/24㈯
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

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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URL　https://lin.ee/euusFoK

@975qwyoo

※当アカウントのトークルーム内でお客様の個人情報を求めたり、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の確認や、取得する
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

さいたま市在住、東京家政大学栄養学科卒業
日々の食生活を通じて健康を維持することが大切だと考え、家庭料理などの料理教室に携わっています。
主にマクロビオティックや雑穀、ハーブ、飾り巻き寿司、食育を学びました。現在は「埼玉県地域デビュー楽しみ隊」
の一員として、地域の方々と一緒に料理を作り、笑顔で「美味しいね」と言い合える、新しい仲間を作る活動に関
わっています。また、さいたま市ラウンドコーディネーター、公益社団法人さいたま観光国際協会に参加してい
ます。自宅ではガーデニングや野菜とハーブ作りを楽しんでいます。

■執筆者プロフィール
料理教室講師　星野 弘子（ほしの ひろこ）

～レシピ編～「旬の野菜を楽しもう！」
　空を見上げると梅雨のどんよりじめじめした天候から青い空、くっきりと浮かぶ白い雲、夏
空へと変わり、季節は夏へと向かっています。
　一年以上続いている自粛生活、在宅での生活時間が増えている方もいらっしゃるかと思いま
す。そんな中、家庭菜園を始めた方も多いと聞きます。野菜や果物を栽培、収穫し、料理に使い、
家族皆でいただく、こんな時間の過ごし方は、会話も増え楽しい時間になりますね。
　今回は太陽の光を浴びて育った夏野菜を使用した料理をご紹介いたします。
　何と言っても旬の野菜は新鮮で味も濃く、水分やカリウム、ビタミン類を豊富に含んでいます。
　夏バテや熱中症予防、利尿作用にも効果的に働きます。様々な野菜とタンパク質を一度に摂
取できるスープです。
　是非ご家族で作って、ステイホームの時間を楽しんでいただければ幸いです。

・玉ねぎ 150g
・にんじん  100g
・セロリ 80g
・赤パプリカ 1/2個
・オクラ 1パック

・トウモロコシ 50g ～
・ミニトマト 12個
・鶏もも肉  200g
・ウインナーソーセージ 10g
・トマト缶 1缶

・水 2カップ
・オリーブオイル 大さじ3
・にんにく 1かけ
・小麦粉 大さじ1～2
・パセリ 適量

・塩こしょう
・ケイジャンスパイス 大さじ1～2
・パプリカ 大さじ1
・コンソメ 1.5個

【材料】

【作り方】
① 玉ねぎ、にんじん、セロリ、赤パプリカは1cm角に切る。オクラは塩で板ずりにしてから1.5cm程に輪切り、ウインナーソーセージ
は2cmの輪切りにする。にんにくは荒みじん切りにする。鶏もも肉は3cm程の角切りにする。

② ①の鶏もも肉には塩こしょうをして、ウインナーソーセージと共にオリーブオイル大さじ1/2で炒め、取り出す。
③ 別のフライパンにオリーブオイル、にんにくを入れ、火をつけ香りが出たら、玉ねぎ、セロリ、にんじんを入れ、5分程炒め、ケイジャ
ンスパイス、赤パプリカを炒め、小麦粉を加え炒める。

④ トマト缶と水を加え、温まったらコンソメを入れて煮込む。最後にオクラ、ミニトマトを加え、沸騰して5分程煮て、塩こしょうで調
味する。器に入れパセリを散らす。

※常温のバターにきざみパセリを混ぜ合わせ、お好みのパンをトーストしてこのバターを塗っていただくと、彩りよくなります。
　また、炭酸水やサイダーにミントなどのハーブやレモンを添えると、よりスッキリした風味が楽しめます。

●夏野菜のケイジャンスープ

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



（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧
文化施設

西与野コミュニティホール
3・6０４８⊖８５４⊖８５８４
〒338⊖0005　さいたま市中央区桜丘2⊖6⊖28

上峰コミュニティホール
3・6０４８⊖８５２⊖０１２１
〒338⊖0014　さいたま市中央区上峰2⊖3⊖5

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

下落合コミュニティセンター
3０４８⊖８３４⊖０５７０　6０４８⊖８３４⊖０５８０
〒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

浦和コミュニティセンター
3０４８⊖８８７⊖６５６５　6０４８⊖８８７⊖７０９０
〒330⊖0055　さいたま市浦和区東高砂町11⊖1
コムナーレ10F

片柳コミュニティセンター
3０４８⊖６８6⊖８６６６　6０４８⊖６８６⊖２９９９
〒337⊖0026　さいたま市見沼区染谷3⊖147⊖1

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

コミュニティ施設

東大宮コミュニティセンター
3０４８⊖６６７⊖５６０４　6０４８⊖６５４⊖５５９４
〒337⊖0051　さいたま市見沼区東大宮4⊖31⊖1

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
7月の休館日…12日・26日

3０４８⊖８７５⊖９９３３　6０４８⊖８７５⊖９９６０
プラザイースト
〒336⊖0932　さいたま市緑区中尾1440⊖8
7月の休館日…12日・26日

大宮工房館
3０４８⊖６４５⊖３８３８　6０４８⊖６４５⊖３８８１
〒330⊖0804　さいたま市大宮区堀の内町1⊖577⊖3

高鼻コミュニティセンター
3０４８⊖６４４⊖３３６０　6０４８⊖６４４⊖３３６１
〒330⊖0803　さいたま市大宮区高鼻町2⊖292⊖1

西部文化センター
3０４８⊖６２５⊖３８５１　6０４８⊖６２５⊖２８８１
〒331⊖0052　さいたま市西区三橋6⊖642⊖4

南浦和コミュニティセンター
3・6０４８⊖８８６⊖５８５６
〒336⊖0016　さいたま市南区大谷場2⊖6⊖25

コミュニティセンターいわつき
3０４８⊖７５８⊖１９８０　6０４８⊖７５８⊖１９８５
〒339⊖0057　さいたま市岩槻区本町1⊖10⊖7

岩槻駅東口コミュニティセンター
3０４８⊖７５８⊖６５００　6０４８⊖７５８⊖６５２１
〒339⊖0057　さいたま市岩槻区本町3⊖1⊖1

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
7月の休館日…5日・12日・19日・26日

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

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
7月の休館日…14日・28日7月の休館日…5日・12日・20日・26日

宮原コミュニティセンター
3０４８⊖６５３⊖８５５８　6０４８⊖６５３⊖８５４１
〒331⊖0811　さいたま市北区吉野町2⊖195⊖1

七里コミュニティセンター
3０４８⊖６８７⊖３６８８　6０４８⊖６８７⊖３７０５
〒337⊖0014　さいたま市見沼区大字大谷1210

与野本町コミュニティセンター
3０４８⊖８５３⊖７２３２　6０４８⊖８５７⊖１０９６
〒338⊖0003　さいたま市中央区本町東3⊖5⊖43

伝統文化施設

3０４８⊖８３５⊖７４５０　6０４８⊖８３５⊖７４５３
〒330⊖0061　さいたま市浦和区常盤9⊖30⊖5
7月の休館日…5日・12日・19日・26日

恭慶館
3０４８⊖６４８⊖１１７７　6０４８⊖６４８⊖１３１１
〒330⊖0803　さいたま市大宮区高鼻町2⊖262⊖1
7月の休館日…19日

氷川の杜文化館 盆栽四季の家
3０４８⊖664⊖1636
〒331︲0805　さいたま市北区盆栽町267︲1

日進公園コミュニティセンター
3・6０４８⊖６６４⊖４０７８
〒331⊖0823　さいたま市北区日進町1⊖312⊖2

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

美園コミュニティセンター
3０４８⊖764–8810　6０48⊖764⊖9310
〒336-0967　さいたま市緑区美園4-19-1

※6月1日㈫より、チケット取扱い開始
※お支払いは現金のみ（7月1日㈭からはクレジット

カードが利用できます。）

※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 7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/6/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

3圡 第8回関口愛バレエスタジオ発表会 プラザイースト
ホール 16:30 入場自由・無料 担当  関口愛

090-9955-0942

4日 コンチェルトピッコロ　ピアノ発表会 プラザイースト
映像シアター 13:30 入場自由・無料 担当  松本

048-875-4652

10圡

初心者のためのトランペット講座
成果発表会

プラザイースト
ホール 12:30 入場自由・無料

オリパパとトランペットが吹き隊
担当  川辺

090-9677-7383

気軽にクラシックvol.40
錦織健リサイタル

プラザウエスト
さくらホール 14:00 3,500円（全席指定） プラザウエスト

048-858-9080

11日 第27回スタジオるるーぐコンサート プラザイースト
ホール 10:00 入場自由・無料 担当  岩田忠

048-296-4030

17圡

～世界の海から音楽を～
サマーコンサート

浦和
コミュニティセンター
多目的ホール

10:00 入場無料
音楽を楽しむ会
担当  山田

090-3570-1684

第3回フォルテピアノ・アカデミー
SACLA
小倉貴久子７台の鍵盤楽器による
オープニングコンサート

プラザウエスト
多目的ホール 11:00 2,000円

（当日券のみ販売）

メヌエット・デア・フリューゲル
048-688-4921　
Ｅmdf-ks@piano.zaq.jp
Ｈhttps://fortepianoacademy.
jimdofree.com

18日
第3回フォルテピアノ・アカデミー
SACLA
桐山建志 古典派ヴァイオリン作品の魅力

プラザウエスト
多目的ホール 13:40 2,000円

（当日券のみ販売）

メヌエット・デア・フリューゲル
048-688-4921　
Ｅmdf-ks@piano.zaq.jp
Ｈhttps://fortepianoacademy.
jimdofree.com

19⺼

第3回フォルテピアノ・アカデミー
SACLA
かげはら史帆 スペシャルトーク

プラザウエスト
多目的ホール 12:20 1,000円

（当日券のみ販売）

メヌエット・デア・フリューゲル
048-688-4921　
Ｅmdf-ks@piano.zaq.jp
Ｈhttps://fortepianoacademy.
jimdofree.com

第3回フォルテピアノ・アカデミー
SACLA
受講生コンサート

プラザウエスト
多目的ホール 17:00 入場無料

メヌエット・デア・フリューゲル
048-688-4921　
Ｅmdf-ks@piano.zaq.jp
Ｈhttps://fortepianoacademy.
jimdofree.com

28水 “本”感謝祭
宮原
コミュニティセンター
多目的ホール

14:00 先着順・無料 宮原図書館
048-662-5401

31圡 アイ音楽教室　夏の発表会2021 プラザイースト
ホール 13:00 入場自由・無料 アイ音楽教室

048-874-0147
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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。

 7月16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/）

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  7月2日㈮～7月9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。

 7月1日㈭・8日㈭・15日㈭・29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

152021/7

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

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

７月２金
▼

７月７水
紙一枚で折る連鶴の世界

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶16:00 入場自由・無料
連鶴の会
担当  木村敏博

090-4837-1592

７月９金
▼

７月13火
デジタルスクール支部　写真展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶17:00
9日は13:00から
13日は16:00まで

入場自由・無料
デジタルスクール支部
担当  吉田義一

090-9394-2796

７月22木
▼

７月27火
フォトなごみ作品展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:30▶16:30 入場自由・無料
フォトなごみ
担当  宇藤千年

090-6957-4339

※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

その他

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

新しい市民会館おおみや（R
レ イ ボ ッ ク

aiBoC H
ホ ー ル

all） 令和４年４月１日開館予定のお知らせ

　市民会館おおみやは、令和４年４月１日に、大宮駅東口大門町２丁目中地区第一種

市街地再開発事業で整備される複合ビルに移転し、新しく開館する予定です。

開館時期●令和４年４月１日（予定）

開館時間●９時～22時

休 館 日●12/29～１/３、保守点検日（時期未定）

住　　所●さいたま市大宮区大門町２－118（４階～９階）

アクセス●大宮駅東口から約160m（徒歩２分）

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
TEL:048-641-6131　FAX:048-641-6133

お問い合わせ

大宮駅東口大門町２丁目中地区市街地再開発組合提供



アコースティックギター（フォークギター）ワークショップ＆発表会
講師にギタリストの榎本大介氏を迎え、アコースティックギターを楽しく学ぶ初心者向けワークショップです。

チ ャ レ ン ジ

Challenge

募 集
参 加 者

 11月20日㈯　開演14:00
 さいたま市民会館おおみや　小ホール
 8月19日~11月18日（9月23日、10月21日を除く）毎週木曜日
 第1部　19:00~19:50　第2部　20:00~20:50（各全12回）
 さいたま市民会館おおみや　小ホール
 市内在住・在勤・在学（中学生以上）の方・22人程度
 ※応募者多数の場合は抽選となります。
参加費  20,000円　楽器は各自ご用意ください。

 【説明会】7月29日㈭　19:00~
 さいたま市民会館おおみや小ホール

応募方法 　往復はがき（１人１通）に住所（在勤の場合は勤務地も）、
氏名（ふりがな）、年齢（在学の場合は学校名と学年も）、
電話番号を記入の上、下記までご応募ください。

申込み先 　〒330-0844　さいたま市大宮区下町3-47-8
 さいたま市民会館おおみや
 「アコースティックギターワーク
 ショップ&発表会参加者募集」係
締切日  7月20日㈫必着
お問合せ 　市民会館おおみや
 TEL:048-641-6131

落語ワークショップ「君も今日から座布団１枚！」
日本の伝統芸能「落語」をプロの噺家から５日間で学び、最後に１席の落語をみなさんの前で披露します。

募 集
参 加 者

 8月8日㈰　13:30～15:30
 さいたま市文化センター　多目的ホール
 7月23日㈮・24日㈯・8月4日㈬・5日㈭・7日㈯
 9:30～11:30（全5回）
 さいたま市文化センター　多目的ホール
対象・定員  市内在住・在学の小学３～６年生・15人
参加費  1,500円
その他  浴衣、足袋または白い靴下（発表会当日）

応募方法 　往復はがき（１人１通）に住所、氏名（ふりがな）、学年（在学の場合
は学校名も）、電話番号を記入の上、下記までご応募ください。

申込み先 　〒330ｰ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　 落語ワークショップ」係
締切日 　7月9日㈮必着
お問合せ 　SaCLaインフォメーションセンター　TEL:048-866-4600

開催日時・
会場

開催日時・
会場

練習日時・
会場

その他

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SaCLa４月号の「三遊亭鬼丸　サイン色紙」プレゼントの当選者は入船豊昭様、住友礼子
様、松沼聡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『気楽にクラシック
vol.41千住真理子クラシックライブ』（9月
25日㈯・14時開演　会場:プラザウエスト　
さくらホール）に出演される千住真理子さん
のサイン色紙を抽選で4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⑤7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

「千住真理子　サイン色紙」プレゼント係までご応募くださ
い【締切:7月15日（木）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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練習日時・
会場

対象・定員

LINEで
友だちになろう！


