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今月のArtist Interviewは10月24日㈰市民会館おおみや　大ホールにて開催する『Kids meet Jazz!』へご出演いただく、
アーヴィン・ホマ・アヤさん（ヴォーカル）、宇川彩子さん（タップダンス）、木幡光邦さん（トランペット）、ゴンザレス鈴
木さん（プロデューサー）です。約2年ぶりに開催されるこのコンサートは赤ちゃんから入場できる本格的ジャズコンサー
トです。『Kids meet Jazz!』の誕生のきっかけや見どころをお伺いしました。

Artist
Interview

Kids meet Jazz！
アーヴィン・ホマ・アヤ（ボーカル） ／ 写真右
サンフランシスコ生まれの英語～日本語のバイリンガル歌手。Jazztronik、須永辰緒など共演し、日
本のクラブジャズシーンの最重要シンガーとしても活躍する、Kids meet Jazz ！のボーカリスト。

宇川彩子（タップダンス） ／ 写真中央
日本を代表する女性タップダンサー。タップを音楽的に捉え、即興的にダンスをする“ジャズ・タップ
ダンス”の第一人者として活躍。ダンサーとしてだけでなく、タップダンス指導者としても活躍する。

木幡光邦（トランペット） ／ 写真左
山下洋輔、小曽根 真オーケストラのメンバーとして活躍中。矢沢永吉や、氷川きよし等のサポート
としても活躍する。主宰する923bigbandでも、精力的にLive活動をしているJAZZ界の重鎮。
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Kids meet Jazz！ 
～キッズ・ミート・ジャズ～コンサート

ジャズ界の超一流ミュージシャンが結集～
お子様のコンサートデビューはこれで決ま
り！のべ10万人の親子が体感した「夢と楽し
さを与えてくれる、子どもと感じる“はじめ
てのジャズ”」
※車イス席は開催館のみで販売

8月7日（土）10:00より発売開始 
※8月8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!

10月24日日　開演 14：00
市民会館おおみや　大ホール　3048-641-6131（9:00〜19:00）

大人2,200円　中学生以下1,000円（全席指定）
3歳以上有料。2歳以下膝上無料。但し席が必要な場合は有料。

友の会料金　1,800円
先行予約日　8月5日木・6日金　各日10:00より発売開始

トです。いつもは、英語で一緒に歌った
り、その場で踊ったり、お好きに楽しん
でいただいています。残念ながら、今は
まだ歌えませんが、手拍子などで、一緒
に楽しんでもらいたいですね。

アヤ——12月にプラザウエストでこの
シリーズのクラシック版「Kids meet 
Classic!」へ出演させていただいたとき
は、MCでついつい「一緒に歌ってくだ
さい！」って言いたくなっちゃいました。
でも、もう少しの我慢ですね。大好きなメンバーとまた一緒にステー
ジをつくることも楽しみにしています！私たちメンバー全員でステー
ジを盛り上げて、そのプラスのエネルギーを会場全体に波及させて、
皆さんと楽しい時間を過ごしたいです！

鈴木——今の子どもたちは、もしかしたらスマートフォンから流れる音
楽の世界しか、知らない可能性もありますよね。子どもの頃に生で音
楽を聴く体験って貴重で、大切なことだと思います。子どもって楽し
いことには敏感で、ジャズを聴いたことのない子どももぴょんぴょん
跳ねて喜ぶし、大人もそんな子どもたちの笑顔を見ていると、楽しい
し、その様子をステージから見ていると、僕たちも嬉しいし、皆がハッ
ピーになれる、良いことしかないコンサートです。

家族で楽しめるコンサートになりそうですね。
読者の皆さまへメッセージをお願いします。
木幡——特に子育て中の方、ずっと家に居
るより、会場に来ていただければ絶対、
楽しい！とお約束します。聴くというよ
り、体験して、ご家族で楽しい時間を過
ごしていただければ、嬉しいです！

アヤ——会場にいるみんなでコミュニケー
ションを取って、一緒にハッピーになっ
て欲しいコンサートです。今は声を出し
てみんなで歌えないけれど、その分、身
体で表現して、楽しいコンサートにしま
す！皆さん、一緒にハッピーになりましょう！！

宇川——間違えなく、ご家族で楽しめる本格的なジャズコンサートです。
ジャズの楽しさを体験しつつ、聴き終わって次の日以降の日常生活を
元気に笑顔で過ごせるような、そんなコンサートをお届けします。ご
家族皆でぜひ「kids meet Jazz」にお越しください！

『Kids meet Jazz!』誕生のきっかけを教えてください。
鈴木——この企画が生まれたのは2005年で、日本の子どもたちにも、
本物のジャズを届けたいなと思ったことがきっかけです。僕自身の子
が小学校の低学年で、色々なことに興味を持ち始めた頃だったと思い
ます。以前ニューオリンズのストリートで演奏されていたジャズの音
色に大人も子ども関係なく、立ち止まり、自由に楽しむ姿を見て、日
本の子どもたちにも、是非この素晴らしく自由な音楽を聴いて欲しい
と思いました。日本ではジャズっていうと、ライヴハウスで大人たち
がお酒を嗜みながら聴くイメージがありませんか？そうやってカテゴ
ライズされている音楽ではなくて、世代も人種も関係なく、ジャズは
世界中で誰もが楽しめる音楽のひとつだと思います。それに子育て中
のお母さんだけでなく、お父さんだって自ら楽しめる、おじいちゃん
だって孫と楽しめる！ジャズを家族で楽しんでいただきたくて、この
コンサートをつくりました。最近では、子育て中の新妻聖子さんがこ
の企画に賛同してくださり、アーティストたちも子育てしながらこの
ステージをつくっています。

宇川——私自身も子育てしながら、この企画の第1回目から出演させて
いただいています。子育て中のお母さんが一番疲れているじゃないで
すか。だから、このコンサートでリフレッシュして、元気になってい
ただきたいですね。お母さんが元気だと、家の中も明るくなると思い
ます。このコンサートは「キッズ・ミート」と言ってもジャズミュージ
シャンによる、ジャズコンサートなので、お母さんも本格的に楽しめ
ます。赤ちゃんがグズったら、座席から立ってあやしても良いし、音
楽に合わせてスイングしていると、最後は赤ちゃんもその心地良さに
眠ってしまう。そんな光景をステージから何度も見てきました。

木幡——僕も今、ちょうど子育て中なので、このコンサートへ子どもを
連れて来ようと思っています。しばらく公演がなかったから、ずっと
連れて来たいと思っていました。

アヤ——ずっと皆さんに会えなくて、淋しかった…コンサートが待ち遠
しいです。

長引くコロナ禍でアーティストとして
どのような思いで過ごされていらっしゃいましたか？
アヤ——昨年のコンサートは全て中止になり、どうしようもない状況下
をただ受け止めるしかなかったです。でも、私たちアーティストはス
テージでパフォーマンスがしたい！という思いが強くあり、それをリ
リースできないことが辛かったです。長い準備期間をいただけたか
ら、10月24日のコンサートはこのエネルギーを注いで会場に来てく
ださった、親子の皆様に直接届けたいです！

宇川——今まで普通にコンサートが出来た
ことが、こんなにも有難いことで、特別
なことで、それはとても幸せなことなん
だ、って気づくことができました。そし
て、コロナ禍で音楽やダンスを伝える
色々な手段があるっていうことにも気づ
きました。でも、私たちは子どもたちに
は、画面からではなくてステージから「直
接、生で伝えたい。」この思いが以前より
も強くなりました。ステージからキッズ
に向けて生の音を投げかけると、そのまま私たちに跳ね返って来るん
です。そのやり取りを何度も繰り返すと、音がどんどんピュアになっ
て行くようで、そのコミュニケーションが嬉しくて、これが『Kids 
meet Jazz!』の醍醐味なんだって感じます。それは、とても幸せなこ
とです。

木幡——まだ会場で一緒に歌うことができませんが、久しぶりに子ども
たちの笑顔に直接会えることが嬉しいです。僕たちの演奏を聴いてい
るときの笑顔が僕たちを元気にしてくれる。毎回ステージからその笑
顔をみることが、楽しみのひとつになっています。歌やダンス、演奏
を一緒に体感していただきたいですね。

コンサートの見どころをお聞かせください。
宇川——このコンサートは座って聴くだけではなくて、私たちとコミュ
ニケーションを取りながら展開して行く、参加型・体感型のコンサー
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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

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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和楽器カルテット
サイタマティック～城下町・岩槻公演～

「和楽器で埼玉愛」を掲げる和楽器カルテット サイタマティックのコ
ンサートを開催します。伝統・文化を重んじる岩槻にはぴったりの
魅力ある和楽器コンサートをお楽しみください。

11月３日水・ 　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

８月２１日（土）10：00より発売開始
※８月２２日(日)９：００より窓口にて発売も可

先行予約日　８月20日金10：00より発売開始

ＤＲＵＭ　ＴＡＯ２０２１
「光」
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

10月31日日　開演 16：30
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）　未就学児不可 友の会料金　6,400円
先行予約日　8月12日木・13日金各日10：00より発売開始

ＤＲＵＭ　ＴＡＯ

８月１４日（土）10：00より発売開始
※８月１５日(日)９：００より窓口にて発売も可

さだ丼～新自分風土記Ⅲ～
さだまさしコンサートツアー２０２１

10月１日金　開演 18：00
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

8,800円　車イス席8,800円（全席指定）　未就学児不可

セルフカバーアルバムを携えた2021年全国ツアーの開催が決定。
ドラマ・映画主題歌など数々の名曲を会場でお楽しみください。

さだまさし

7月30日（金）10：00より発売開始
※7月31日(土)9：00より窓口にて発売も可

松井咲子・淑徳与野
ジョイントコンサート

11月13日土　開演 13：30
さいたま市文化センター　小ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

2,000円（全席指定）　未就学児不可 友の会料金　1,700円
先行予約日　８月４日水～６日金各日10：00より発売開始

８月７日（土）10：00より発売開始
※８月８日(日)９：００より窓口にて発売も可

元ＡＫＢメンバーで現在はピアニスト・タレントの松井咲子と淑徳与
野高等学校吹奏楽部のジョイントコンサートを開催します。

【演奏予定曲】ラプソディ・イン・ブルー フライングゲット　他
※曲目は変更になる場合があります。

松井咲子
ⒸＡ１ムック／河野英喜

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。 52021/8



家族でエンジョイ！
ピアノ＆パーカッション「フィーリンのラカトンパーン♪」

０才から入場できる家族で楽しむピアノと打楽器のコンサートです。

11月６日土　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

大人1,000円　小学生以下500円（全席指定）　２歳以下膝上無料

８月２１日（土）10：00より発売開始
※８月２２日(日)９：００より窓口にて発売も可

講談師・神田伯山による襲名披露公演を開催します。
【出演予定】神田伯山　神田松鯉　神田阿久鯉　三遊亭遊雀　三遊亭兼好

10月17日日　開演 13：00
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

Ｓ席4,800円　Ａ席4,500円（全席指定）　未就学児不可※チケットはお一人様2枚まで購入可

8月27日(金)10：00より発売開始
※8月28日(土)9：00より窓口にて発売も可

神田松之丞改メ 六代目神田伯山襲名 真打披露公演

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

SaCLaアーツ Ｆｒｉｄａｙ Ｏｎｅ Ｃｏｉｎ Ｃｏｎｃｅｒｔ 
Ｖｏｌ.４０～音の世界旅行～

世界各国の様々な民族楽器を使って、各地の有名な楽曲やオリジ
ナル曲を演奏します。ひとときの音の世界旅行をお楽しみください。
【出演】Gypsy Pot

10月22日金　開演 14：00
さいたま市文化センター　小ホール
問合せSaCLaインフォメーションセンター
3048-866-4600（9:00〜17:00）

500円（全席指定）　未就学児不可

８月２８日(土)10：00より発売開始
※８月２９日(日)９：００より窓口にて発売も可

GypsyPot

神田伯山

神田松鯉 神田阿久鯉

三遊亭兼好三遊亭遊雀
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邦楽鑑賞会

邦楽鑑賞会を開催します。
8月25日（水）（必着）までに、往復はがき（1人1通
のみ）に、住所、氏名（ふりがな）、電話番号を記入し、
〒330－0803　さいたま市大宮区高鼻町2－262－1 
氷川の杜文化館までお申し込みください（抽選）

受付中

９月11日土　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間
3048-648-1177（9:00〜19:00）

500円（全席指定）　未就学児不可
筝デュオ《ふたりごと》

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。

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

東京大衆歌謡楽団

発売中

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

東京フィル＆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。

発売中

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

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

気軽にクラシック
Ｖｏｌ.４１千住真理子クラシックライブ

第一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

発売中

千住真理子ⒸKiyotaka Saito (SCOPE)

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。

発売中

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 友の会料金　2,500円

三遊亭楽生立川談笑 ナイツ

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！

第２回公演「ロンの花園」より

発売中

８月22日日　開演 ①12時②16時
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）

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。

稲川淳二

発売中

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

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実施するの
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P.8へ」【演目】梟山伏、六地蔵【出演】日本ろう者劇団

発売中

10月10日日　開演 14：00
さいたま市文化センター　小ホール
SaCLaインフォメーションセンター
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（全席指定）　未就学児入場無料 友の会料金　大人1,700円　　　　　　中学生以下600円

手話狂言

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。 72021/8



落語ワークショップ　君も今日から座布団１枚！
発表会＆講師落語会

５日間で落語を学んだ小学生落語
家たちが稽古の成果を発表します。
第２部では講師を務めた真打によ
る落語会を開催します。

【出演】三遊亭鳳志・三遊亭萬橘・
三遊亭好の助

【問合せ】
SaCLaインフォメーションセンター
TEL：048－866－4600

８月８日日　13：30～15：30
さいたま市文化センター　多目的ホール

定員 80人　当日先着順・入場無料

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。

美園コミセンまつり　展示の部
美園コミュニティセンターを日頃か
ら利用している団体による作品展
示会を開催します。

【問合せ】
美園コミュニティセンター
TEL：048－764－8810

９月25日土・26日日
9：00～21：00（予定）
※26日(日)は16：00まで
美園コミュニティセンター　エントランスホール

観覧自由・入場無料

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P.7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・入場無料
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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」⑥「上から目線」にならない挨拶の仕方
よく知らない人との会話は大抵、敬語でするものですが、自分よりも相手が年少だと分かった途端に馴れ馴れしい言葉づかいに

なる場面に遭遇したことはありませんか。当人にしてみれば相手を軽んじる気持ちはなく、親しみをこめて砕けた言葉を用いるのか
もしれませんが、こうした変化を快く思わない人は意外と多いのです。
自分と相手との距離感を年齢や地位などの上下関係で測る傾向は、先ず挨拶に表れます。「おはようございます」は誰に対しても

使えるオールマイティーの丁寧な挨拶ですが、「おはよう」と無意識に使い分けていないでしょうか。例えば、社長や上司に対しては
「おはようございます」、同僚や部下・後輩には「おはよう」という具合です。
上位者が丁寧すぎる話し方だと冷たい印象になる恐れもありますが、挨拶に関してはその心配はありません。若い上司がパート

タイム勤務の年長者に「おはようございます」と挨拶するだけで、「パートのおばちゃん」扱いしない、人生の先輩を敬う姿勢を示せま
す。一方、自分の子供くらいの年齢でも上司であるからには、「おはようございます」と挨拶するのがビジネスパーソンとしてのマナー
です。
「ありがとう」と「ありがとうございます」にも同じことが言えます。「ありがとう」だと、何となく「上から目線」に感じるのは思い
過ごしでしょうか。「ございます」「ございました」を付けたほうが、ニュアンス的に感謝の気持ちはより伝わる気がします。
日頃から誰に対しても一定の敬意を払う配慮は、特にビジネスの現場では欠かせません。相手が派遣社員だから、アルバイトだ

からとぞんざいな言葉づかいをすれば、言われた方は見下されたような気分になるはずです。それでは信頼関係は築けず、いざとい
うときに理解や協力を得るのは難しくなるでしょう。
SNSなどで「マウントを取る」という表現が流行っているようで、自身の優位性をアピールするための行動を指すそうです。動物

界では相手を威圧・支配することに役立つらしいのですが、人間関係ではどうなのでしょう。私の周囲を見回すと、茶道や華道の師
匠は弟子にも「おはようございます」「ありがとうございます」と常に丁重です。
優位に立とうと躍起にならない、余裕のある様子は上品で素敵だなぁと感じます。師匠を見習って、自宅マンションの子供たち

に「おはようございます」と声をかけると笑顔で挨拶を返され、そこには和やかな空気が流れて平和です。

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）



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
活動サークルによるボランティア講座 日程 8月17日火・9月7日火・21日火 13:30～15:30（全3回）

会場 大宮工房館 大宮区木版画を体験します
費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  6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 8/11㈬
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

学生ボランティア事業 日程 8月19日木 10:00～11:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区専門学校生と市民活動団体の方にお話し会と手遊びをします

費用  無料　　対象  市内在住・在園の3歳以下の乳幼児と保護者の方　　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

活動サークルによるボランティア講座 日程 8月20日金 15:00～17:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区水彩画を体験します

費用  無料　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  5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 8/15㈰
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

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

活動サークルによるボランティア講座 日程 8月30日月 10:00～12:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区押し花を体験します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  15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 8/22㈰
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

はじめての静物画講座（水彩） 日程 9月4日土・11日土・18日土・25日土 10:00～12:00（全4回）
会場 プラザウエスト 桜　区初心者を対象にした水彩画の描き方を学ぶ講座を開催します

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 8/14㈯
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

重陽の茶会 日程 9月5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　　対象  小学生以上の方　　定員  40人　　申込み  電話・8/18㈬ 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9-30-5 恭慶館　☎ 048-835-7450

落語ワークショップ　君も今日から座布団１枚！
発表会＆講師落語会

５日間で落語を学んだ小学生落語
家たちが稽古の成果を発表します。
第２部では講師を務めた真打によ
る落語会を開催します。

【出演】三遊亭鳳志・三遊亭萬橘・
三遊亭好の助

【問合せ】
SaCLaインフォメーションセンター
TEL：048－866－4600

８月８日日　13：30～15：30
さいたま市文化センター　多目的ホール

定員 80人　当日先着順・入場無料

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。

美園コミセンまつり　展示の部
美園コミュニティセンターを日頃か
ら利用している団体による作品展
示会を開催します。

【問合せ】
美園コミュニティセンター
TEL：048－764－8810

９月25日土・26日日
9：00～21：00（予定）
※26日(日)は16：00まで
美園コミュニティセンター　エントランスホール

観覧自由・入場無料

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P.7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・入場無料

8 2021/8

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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　文化・芸術・趣味

　子ども・子育て・親子の時間
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 氷川神社とNACK5スタジアム大宮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  受付中・さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 7/31㈯　　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

おはなし会 日程 8月19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

こわ～いおはなし会 日程 8月19日木 ①14:00～14:20 ②14:30～14:50
　　 ③15:10～15:30 ④15:40～16:00（各全1回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区美園図書館と共催で絵本の読み聞かせや紙芝居などを行います

費用  無料　　対象  小学生　　定員  各7人　　申込み 東浦和図書館（☎875-9977）へ電話にて受付・8/5㈭ 9:00～
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

フリー陶芸講座 日程 9月15日水・10月20日水 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、作陶できます

費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　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 9/8㈫
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

アロマテラピー講座 日程 9月18日土 14:00～16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区オリジナルアロマを手作りする講座を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 8/14㈯
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

初心者のためのジャズピアノ講座 日程 9月26日～11月28日（10月3日・31日を除く、毎週日曜日）
　　 14:00～15:30（全8回）
会場 プラザウエスト 桜　区

ピアノ経験者を対象に、プロのジャズピアニストによるジャズ
ピアノ講座を開催します
費用  10,000円　　対象  市内在住・在勤・在学のピアノ経験者　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 8/14㈯
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

　暮らしと社会
女性のためのヘルシー料理講座～夏バテ解消編～ 日程 9月12日日 10:00～12:00（全1回）

会場 東大宮コミュニティセンター 見沼区夏に溜まった疲れをヘルシー料理で解消しよう
費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の18歳以上の女性　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 8/15㈰ 
問合せ・送付先  〒337-0051 さいたま市見沼区東大宮4-31-1 東大宮コミュニティセンター　☎ 048-667-5604

　スポーツ・健康づくり
健康で長寿に！座式気功講座 日程 9月3日金・10日金・17日金・24日金・10月1日金

　　 14:00～15:30（全5回）
会場 宮原コミュニティセンター 北　区

車椅子の方でも参加でき、病気になっても元気に生きるための
座ってできる気功体操講座を開催します
費用  500円　　対象  市内在住・在勤の18歳以上の方　　定員  30人　　申込み  往復はがき・締切 8/15㈰ 
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
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　技能・資格・教養
そろばん検定取得講座 日程 9月10日～10月29日（毎週金曜日） 10:00～12:00（全8回）

会場 浦和コミュニティセンター 浦和区大人の方を対象に、そろばんの基礎から検定対策までを学ぶ講座を開催します
費用  4,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 8/13㈮
問合せ・送付先  〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町11-1（コムナーレ10F） 浦和コミュニティセンター　☎ 048-887-6565

スマホで作ろう！「簡単ショートムービー作成講座」 日程 9月11日土 14:00～16:30（全1回）
会場 市民活動サポートセンター 浦和区市民活動団体PRのために活用できる、動画撮影・編集のコツが学べる講座を開催します

費用  無料　　対象  NPO・市民活動をしている方・市民活動を始めようと考えている方　　定員  15人　　申込み  電話・8/2㈪ 10:00～
その他  8月3日㈫から窓口・メールでの受付も可能　Ｅsupportcenter@saitama-culture.jp　持ち物:スマートフォン又はタブレット・三脚（お持ちの方）
問合せ・受付  〒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　☎ 048-813-6400

パソコン講座①初心者のためのEXCEL 日程 9月15日水・16日木・17日金 13:30～16:30（全3回）
会場 プラザウエスト 桜　区初心者を対象にしたEXCEL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 8/14㈯
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

望遠鏡で星を見てみよう 日程 9月23日木・ 18:00～20:00（全1回）
会場 埼玉スタジアム2○○2 緑　区星空観察を開催します

費用  100円　　対象  どなたでも　※小学生以下は18歳以上の保護者同伴　　定員  20人　　申込み  来館・8/14㈯ 10:00～
その他  8月15日㈰から電話申し込み可能　※会場に現地集合解散　※雨天時は美園コミュニティセンターにて座学へ内容変更
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

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  受付中・さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 7/31㈯　　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

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

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

大宮アルディージャ　チアダンス講座 日程 9月25日土 10:00～12:00（全1回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区チアダンス講座を開催します。レッスン後、試合、ご招待します

費用  300円　　対象  市内在住・在学の小学1～3年生　　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/）・ 締切 9/11㈯　　その他  レッスン後、親子で、試合観戦
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

地元の農園で収穫体験 日程 10月23日土 9:00～12:00（全1回）
会場 美園農園 緑　区近隣の農園で芋掘り体験と焼き芋を行います

費用  1組1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその家族　　定員  8家族32人（1家族4人まで可能）　　申込み  往復はがき・締切 9/22㈬
その他  参加する家族全員の氏名（小学生は学年も）を記入　※会場に現地集合解散　※雨天時は10月24日㈰に順延
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

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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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～

七里コミュニティセンター「かんたんソーイング講座」（5月22日㈯・29日㈯開催）
レポート：SaCLaサポーターズ　浅野 尚代

　今回「かんたんソーイング講座・手ぬぐいでエコバッグ等
を作り、和裁の基本を学ぶ」講座に参加いたしました。コ
ロナ禍でおうち時間が増えた昨今、とはいえ「手縫い」「和
裁」とは遠のいていました。教室内は密を避けるため一人
一卓の広々としたスペース。最初に講師の片山先生から和
裁の歴史、手ぬぐいの特徴などを興味深く伺いました。そ
れからエコバッグ＝あずま袋作りへ。「あずま袋は手ぬぐい1枚で布を切らず、2ヶ所の直線縫いのみで出来上がります」
と先生。私は・・・えっ？裁断しなくていいの？と驚きました。先生が前もってご用意くださった手作りの指ぬきとお針セッ
トを頂き、先ずは先生のデモンストレーション。綺麗にそろった縫い目と無駄のない所作に感激。そして用意された色柄
様々な手ぬぐいを自分の好みで選び、いよいよ「あずま袋」作り。チクチクチクチク・・・みんな真剣そのもの。先生が「み
なさん、呼吸していますかぁ？」と・・・（笑）そして完成へ！ 1枚の手ぬぐいが今やエコバッグに変身！！！「かわいい」「ス
テキ！」と受講者たちの歓声が！！
　翌週はバッグインバッグ作りです。今回も手ぬぐい1枚で裁断せず運針のみで完成です。ボタン付けの作業もあり、新
たな練習もさせていただきました。今回もチクチクチクチク・・・・・全集中です。ゴチャゴチャになりがちなバッグの中
がすっきり片付く機能抜群のバッグインバッグが出来上がりました。2回の講座を通して、忘れかけていた手縫いという
技を学び、また日本古来の和裁の良さを再確認することが出来た体験でした。手縫いしているせいか、その1枚の布に愛
情がいっぱい詰まってしまいました。その後、あずま袋を何枚も作り、友人にプレゼントしてとても喜ばれました。片山
先生、とても楽しくご指導いただき、ありがとうございました。

「七里コミュニティセンター」
（所在地：見沼区大字大谷1210　Ｔ048－687－3688 / Ｆ048－687－3705）

■「かんたんソーイング講座」を教えてくださった先生
片山 真理 先生

　会場の七里コミュニティセンターは、文化・芸術・レクリエーション等の活動の場として地域コミュニ
ティの拠点となる施設。集会室のほか、多目的ホールやアトリエ・工作室、調理室があり、同じ建物内
には七里図書館も併設されている。また書斎や陶芸用の窯といった特殊な設備も備わり、様々なジャン
ルの活動や催しに対応できる機能が整っている。令和2年度に中規模修繕を終え、より過ごしやすい環
境となった。JR「大宮駅東口」下車、国際興業バス7番乗り場「大谷県営住宅・東部リサイクルセンター」
行き、「大谷」停留所下車徒歩5分。

　平成27年より、ななさと手芸同好会のほか、七里コミュニティセンターにてサークル活動の講師と
して活躍中。サークルのメンバーは手編み・キルト・和裁・刺繍など、各々自由に作品づくりを楽しみな
がら活動している。「自分で作り日常づかいをすると、自分に『イイね！』がつけられる♪自分自身を褒
めてあげられることが手づくりの良いところだと思います」と講座中にお話されていました。
（公財）日本手芸普及協会　手編み准師範

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）



（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧
文化施設

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
8月の休館日…12日・23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
8月の休館日…23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
8月の休館日…2日・16日・23日・30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
8月の休館日…12日・25日8月の休館日…2日・10日・16日・23日・30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…2日・10日・16日・23日・30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…16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

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

※西与野コミュニティホールは、施設の中規模修繕に
伴い、令和3年8月1日(日)から令和4年3月31日(木)
まで休館(予定)となります。
　休館中は与野本町コミュニティセンターにて臨時窓
口を開設しています。

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

※日進公園コミュニティセンターは、施設の中規模修
繕に伴い、令和3年8月1日(日)から令和4年3月31
日(木)まで休館(予定)となります。
　休館中は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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ホール

イベントカレンダー 8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/7/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

1㊐ 宮原ワンコイン落語寄席
宮原
コミュニティセンター
多目的ホール

14：00 500円（全席指定） 宮原コミュニティセンター
048-653-8558

15㊐ 第６回太極拳愛好連合会
演武会

プラザイースト
ホール 13:30 予約3,000円

当日3,500円

全日本太極拳連盟　事務局
担当  鈴木良之
Ｅy-s-4919512@dk.pdx.ne.jp
070-5556-8332

22㊐ 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」

市民会館おおみや
大ホール

①12:00
②16:00

前売1,700円
当日1,900円

さいたま子どもミュージカル
担当  大木
Ｅskm.2016yume@gmail.com

28圡 第29回彩の国・埼玉ピアノコンクール
課題曲説明会

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
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

８月７圡
▼

８月₁₅㊐
ぐるりパネル展（夏シーズン）
～みなさんの活動を
ひろーく広報しましょう～

与野本町
コミュニティセンター
南側展示ロビー

9:00▶17:00 入場自由・無料 与野本町コミュニティセンター
048-853ー7232

８月₁₄圡
▼

８月₁₅㊐
地球市民学習 展示発表
～SDGsの視点による～

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 入場自由・無料
世界に目を向けよう
～今、私たちにできること～
担当  金子玲子
080-9420-0221

８月₂₁圡
▼

８月₂₉㊐
ぐるりパネル展（夏シーズン）
～みなさんの活動を
ひろーく広報しましょう～

七里
コミュニティセンター
ロビー

9:00▶17:00 入場自由・無料 七里コミュニティセンター
048-687-3688

８月₂₀㊎
▼

８月₂₁圡
地球市民学習
SDGs“きょういく”の多様性など

プラザイースト
エントランスホール 10:00▶17:00 入場自由・無料

世界に目を向けよう
～今、私たちにできること～
担当  金子玲子
080-9420-0221

※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

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



法律相談
弁護士による市民活動についての無料相談を行います

 8月5日㈭・19日㈭・26日㈭
 ①15:00～　②16:00～　③17:00～　④18:00～

  市民活動団体・各1団体
  当日、来館にて受付（先着順）

開催日時

チ ャ レ ン ジ

Challenge

「第２１回さいたま市民音楽祭」出演団体募集
市内で活動している音楽団体（吹奏楽・オーケストラ・器楽アンサンブルなど）の参加を募集します。

募 集
参 加 者

 10月31日㈰　9:40開演
 さいたま市文化センター　大・小ホール
 10月上旬頃に出演団体に向けての説明会を予定してお

ります。
 市内で活動している音楽団体（吹奏楽・オーケストラ・

器楽アンサンブルなど）で必ず運営委員を選出できる団
体

 大ホール：１団体につき5,000円
 小ホール：１団体につき2,000円
 出演団体については、実行委員会にて選考のうえ、申込

多数の場合は、抽選により決定します。

応募方法 　市役所文化振興課、各区役所情報公開コーナー、市内公民館、図書
館、さいたま市文化センター、コミュニティセンターなどで配布し
ている出演者募集要項をご確認のうえ、要項に添付されている調査
票をご提出ください。

申込み先 　〒336-0024　さいたま市南区根岸1-7-1
 さいたま市民音楽祭実行委員会事務局
 （公益財団法人さいたま市文化振興事業団）
 ※郵送・ＦＡＸ可
締切日 　8月11日㈬必着
お問合せ 　さいたま市民音楽祭実行委員会
 （公益財団法人さいたま市文化振興事業団）
 TEL:048-866-3467　FAX:048-837-2572

開催日時・
会場

練習日時・
会場

対象

参加費

その他

初歩からはじめる動画編集講座（オンライン）
市民活動団体PRに活用できる、無料動画編集初歩セミナーです

動画配信の編集やビデオとパソコンの使い方を自宅で手軽に視聴し、市民活動団体のPRをしてみましょう。
セミナーは、さいたま市市民活動サポートセンターホームページ「さポット」の「動画 De Saposen」から無料配信します。

URL　http://www.saitamacity-support.jp/

申込み・お問合せ
　　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
　　TEL：048-813-6400　　FAX：048-887-0161

対象・定員

申込方法

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についての無料相談を行います

 8月20日㈮　各回1時間程度
 ①13:00～　②14:15～　③15:30～
 市民活動団体・各1団体
 8月6日㈮～8月13日㈮

 来館・電話・FAX
 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/）

開催日時

対象・定員

申込期間
申込方法
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イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information



参加無料

◆
◆

◆

チ ャ レ ン ジ

Challenge
ぐるりパネル展（夏シーズン） ～みなさんの活動をひろーく広報しましょう～
個人・団体・サークルの活動状況、地域のイベント広報・参加者募集をパネル展示し、コミュニティ施設を巡回展示します

募 集
参 加 者

 10月 2日㈯　～ふれあいプラザいわつき
 10月16日㈯　～片柳コミュニティセンター
 11月 6日㈯　～市民活動サポートセンター
 11月20日㈯　～美園コミュニティセンター
 活動をPRしたい個人・団体・サークル
 20団体（先着順・定員になり次第締切）
参加費  無料

応募方法 　各コミュニティ施設で、展示申込書をお受け取りになり、
応募期間内に各コミュニティ施設窓口へご応募ください。

 ※秋シーズン以降のパネル展も予定しております。
申込み先 　各コミュニティ施設
締切日 　9月15日㈬必着
お問合せ 　各コミュニティ施設
 （連絡先は、Ｐ13に掲載してあります。）

開催日時・
会場

対象・定員

編集・発行
さ   Ｔ
（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SaCLa５月号の「宮川彬良さん、中村繪里子さん、ＪＫimさん　サイン色紙」プレゼント
の当選者は門井英明様、西山和宏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。

  teem  sdiK『る飾を紙表の号月今
jazz!』に出演されるアーヴィン・ホマ・ア
ヤさん、宇川彩子さん、木幡光邦さん、
プロデューサーのゴンザレス鈴木さんの
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

法
方
募
応

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

さいたま市文化振興事業団「Kids　
meet jazz　サイン色紙」プレゼント係までご応募ください
【締切:8月16日（月）必着】。当選者の発表は、『SaCLa11月号』
にて発表いたします。発送をもってかえさせていただきます。

16 2021/8
LINE で
友だちになろう！


