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世界観客動員数800万人超 和太鼓を
驚異のパフォーマンスで表現する、新
時代のNIPPONエンターテイメント 
NYオフ・ブロードウェイでは全公演
SOLD OUT、Newsweekが「 日 本
を売り込む『顔』になる！」と絶賛。 
2019年4月より東京常設劇場「万華響
-MANGEKYO-」上演開始。 2020年
9月、野外劇場を備える芸術村「TAO
の丘」オープン。 劇場公演はコロナ
ウイルスにより3班600公演キャンセ
ルとなるも、7月17日より再開させ、
新たな観劇方法で全国ツアー開催中。
2020年度で計274回の公演開催を実
現した。

Photo : Masanobu Miyagi

今月のArtist Interviewは10月31日（日）さいたま市民会館おおみや　大
ホールにて開催する『DRUM TAO 2021「光」』へご出演いただく和太鼓
演奏グループ『DRUM TAO』の中心的パフォーマーの江良拓哉さんです。
昨年の市民会館おおみやでの公演は中止となりましたが、今回の新作に
ご期待ください。インタビューでは、公演の見どころ、そしてコロナ禍
と向き合った『DRUM TAO』からのメッセージをいただきました。

Artist
Interview

DRUM TAO
パフォーマー

江良拓哉
T A K U Y A  E R A
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16ページにプレゼントのお知らせがあります!

ＤＲＵＭ ＴＡＯ ２０２１「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。

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

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　車イス席は開催館のみで販売

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

ジュンコさんデザインの衣装で
すね。コシノさんは衣装合わせ
のとき、いつも大分県のTAO
の里まで足を運んでくださり、

「ここはこうして欲しい、この
方が動きやすい」など僕たちの
意向をすぐさま汲んでいただ
き、反映してくださいます。ま
た、今までのTAOの衣装は黒
をベースに、どちらかというと
シックな印象があったかと思い
ますが、今回は『光』というイ
メージを膨らませ、明るい色彩
になっており、ステージを華やかに盛り立てていくと思います。メンバー
が「そのテーマだったら！」と、髪をカラフルに染めたりもしました。加
えて前作『祭響』では、お馴染みの楽曲と新曲が半々でしたが、『光』は新
曲ばかりです。メンバーそれぞれがファンの皆様と共に前へと進むため
制作した作品で、そのパフォーマンスは必見です！

気迫ある公演を期待してよろしいでしょうか⁉最後にファンの皆様
そして、読者の皆様へ一言お願いいたします。
　市民会館おおみやが今年度で閉館ということで、その最終章に携わる
公演です。新設・市民会館おおみやへのはなむけとなるべく「前へ！進
む！」こと、そのメッセージを届けたいですね。今回は『光』という作品
です。2020年は辛くて苦しい経験をしたからこそ、ある意味、TAOは
生まれ変わった気さえしています。その局面にあった僕たち自身が、皆
様の「光」になれたら嬉しいです。世界中で大変な事態となってしまい
ました。でも、ひと時、頭の中を空っぽにして、ただ、僕たち『DRUM 
TAO』のステージを楽しんでください。そして、また明日も頑張ろうと
皆様に元気と前へ進む勇気を持っていただけたら、本当に嬉しいです！
10月31日、市民会館おおみやでお会いしましょう!!

インタビューを終えて…
　インタビューにお応えいただいた、江良拓哉さんは、総勢30人を超え
る和太鼓エンターテイメント集団『DRUM TAO』の核的存在です。元々は
美容師だったそうです。ところが、仕事中のある時「人生とはなんぞや？」
と考えるようになり、子どもの頃に習っていた和太鼓、楽しかったな…と
振り返り、そして思い立って美容師を辞め、TAOの門を叩かれたそうです。
現在、ステージでセンターを務めるなどトップメンバーでありながら、舞
台演出補佐としても活躍していらっしゃり、そのオーラは圧巻でした。

まず、はじめに想像する「和太鼓」は櫓の中にある夏の風物詩のよ
うなところがありますが、そのイメージを覆す『DRUM TAO』のス
テージ、一番の魅力はどのようなところですか？
　僕たちのステージは日本の伝統的な和太鼓や和楽器の楽曲にストー
リー性を持たせ、ダンスやアクロバティックな動き、そして、ときには
笑いのエッセンスを加えた総合的なエンターテインメントが最大の魅力
です。2021年は『光』という公演で、2019年からの世界中で起こった
パンデミック、そしてTAOも辛い経験をしてきた中で「それでも、前へ！
進む！」をテーマにした、決意表明の公演です。

2020年は『DRUM TAO』も困難に直面した年でしたね。
　まだまだ世界中で困難な状況が続いていることに、一日も早い収束を
願っています。まさか、こんなことになるとは思ってもいませんでした。
昨年、予定していた1,000公演のうち600公演が中止。そんな危機的状
況に追い打ちをかけるように、4月、本拠地・大分県竹田市で共同生活
を送る、僕たちメンバー内でクラスターが発生し、『DRUM　TAO』は
存続の危機となるまで追い詰められた、そんな気にさえなりました。そ
して、ファンの皆様、関係者の皆様へは大変なご迷惑をお掛けしまし
た。何故こんな辺境の地で発症したのか、信じ難く恐ろしい出来事でし
た。そこから日常生活は一転し、集まっての練習を止め、施設内の消毒
と清掃の徹底、食事は少人数、対面ではしない、など保健所の方からご
指導をいただきながら、これ以上のまん延防止に徹しました。何故こん
なことが起こってしまったのか、何が良くなかったのか、TAOのメン
バー各々が困惑し、辛い日々を過ごしていました。そんな中、全国のファ
ンの皆様から励ましのお手紙や温かいメッセージの色紙、当時希少だっ
たマスクや消毒液などをお送りいただき、これが先を見失いかけたメン
バーの心の支えになりました。僕らはやはりステージの上でしか生きる
場所がないから、苦しい状況を支えてくれたファンの皆様へ恩返しをす
る方法があるとしたら、公演の再開をするほか無いと思いました。ひた
すら消毒、掃除、食べて、眠って、個々で出来る努力を重ね…。7月に
名古屋で公演が再開できるかもしれない！となり、６月頃から新作『祭
響』という作品づくりに取り掛かりました。本決まりになった名古屋公
演は、最後ステージに立ってから５ケ月振りくらいで、オープニングの
幕が開いた瞬間の光景はいつもとは少し違ったけれど、忘れられない景
色になりましたね。満席ではなくて一席空けて、前後空けて座っている
マスク姿のお客様。コロナ禍の公演はこうなる。でも、嬉しかったですね。
涙顔のお客様もいらっしゃる。感極まったメンバーも居ました。やって
良かったと心の底から思った、印象深い公演になりました。そして、こ
の公演を皮切りに徐々にステージに戻ることができました。

ステージに再び戻ることが出来て、今何を思いますか？
　世界には僕たちよりも辛い思いをされた方が沢山いらっしゃいます。
自粛生活の間、それぞれが自分自身と向き合いながら、僕たちが出来る
ことは何だろうと考えました。僕たちが出来ること、それは結局のとこ
ろ、ステージから和太鼓で皆様へ向けパフォーマンスを届けることです。
そして、ファンの皆様に前を向いていただき、元気や勇気を持っていた
だくことだと思いました。それを実現させるために、活動拠点である大
分県竹田市、TAOの里にほど近い場所に、「TAOの丘」を計画通りオー
プンさせました。標高1,036ｍの絶景、阿蘇くじゅう国立公園の大パノ
ラマを背景とした野外劇場「天空の舞台」を一番の目玉とした、TAOの
新たな常設劇場です。この構想は5ヵ年計画で進んでいましたが、前に
進もうという気持ちで、スケジュールを変更することなく、2020年9
月にグランドオープンさせることができました。このことがきっかけで、
新しい楽器にも挑戦するメンバーもいて、「それでも、前へ！進む！」
TAOの今年のテーマへと繋がりました。…辛くて苦しい時に支えてく
れた、ファンの皆様への感謝の気持ちです。

昨年1月の公演は中止となってしまい2021年、やっと市民会館お
おみやで『DRUM TAO』の公演を観ることができる新作『光』です
が、その見どころを聞かせていただけますか。
　見どころですか？見どころだらけですよ！特に注目していただきたい
ところは、ずっと衣装のデザイン・制作をしていただいている、コシノ
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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）

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）

和楽器カルテット サイタマティック
～城下町・岩槻公演～

シアター オーケストラ トーキョー バレエ!バレエ!!バレエ!!!特別版
『くるみ割り人形とクララのクリスマス』

12月25日土　開演 15：00
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

Ｓ席4,000円 Ａ席3,500円 Ｂ席3,300円（全席指定）　未就学児不可

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

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

「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 先行予約日　８月20日金10：00より発売開始

熊川哲也主催・Ｋバレエカンパニーとバレエ専門オーケストラによる
バレエ音楽コンサートを開催します。

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　8月18日水～20日金各日10：00より発売開始

・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。
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スギテツ
親子で楽しむクリスマスコンサート

クラシックで笑顔を創るデュオ・スギテツがお届けする音楽の実験
室。おなじみのメロディと掛け合わせた、ユニークなクラシックの
名曲の数々など参加して楽しいステージをお届けします。

12月11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）

大人1,800円　中学生以下1,200円（全席指定）　２歳以下不可
スギテツ

９月１８日（土）10：00より発売開始
※９月１９日（日）９：００より窓口での発売も可

気軽にクラシックｖｏｌ.４２
森麻季ソプラノリサイタル

12月４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
先行予約日　９月８日水～10日金各日10：00より発売開始

9月11日（土）10：00より発売開始
※9月12日（日）9：00より窓口での発売も可

日本を代表するオペラ歌手、森麻季の透明感溢れる美声をお楽し
みください。

森麻季ⒸＹｕｊｉ Ｈｏｒｉ 山岸茂人©横井明彦

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

神田伯山

神田松鯉 神田阿久鯉

三遊亭兼好三遊亭遊雀

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

Gypsy Pot

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。 52021/9



        

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。

さだ丼～新自分風土記Ⅲ～
さだまさしコンサートツアー2021

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。

発売中

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）
車イス席はチケットポート303-6327-
3710（平日10：00〜18：00）へ。

8,800円（全席指定）　未就学児不可 さだまさし

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

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

爽秋の調べ

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ご応募ください（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》

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

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

発売中 車イス席のみ残席あり

プレミアクラシックｖｏｌ.１２
生演奏でおくる音楽影絵劇「１００万回生きたねこ」

第1部は小さな楽しいコンサート。第2部は名作「100万回生きたねこ」の舞台を生演
奏と「影絵劇団かしの樹」の美しい影絵劇でお送りします。【演奏】ドルチェ・ヴィータ

12月25日土　開演 14：30
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

大人2,000円　小学生以下1,500円（全席指定）
３歳以上有料。２歳以下不可

９月２５日（土）10：00より発売開始
※９月２６日（日）９：００より窓口での発売も可

影絵劇団かしの樹

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)

車イス席のみ残席あり
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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。

発売中

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。

クリス・ハート

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」

未就学児から楽しめるピアノと打楽器のコンサートです。８月
16日～公演に先駆けてプレ動画を配信中です。「イースト　
ラカトンパーン」で検索・「フィーリンのお家でラカトンパーン」

発売中

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。但
し席が必要な場合有料。

フィーリン

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”」

発売中

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）
2歳以下膝上無料。但し席が必要な場合は有料。
※車イス席は開催館のみで販売

松井咲子・淑徳与野ジョイントコンサート
発売中

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

ＡＫＢ48の元メンバーで現在はタレント・ピアニス
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
プソディー・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

友の会料金　1,700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。

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

完売御礼

親子のためのクラッシックコンサート
音楽の絵本－Ｂｒｅｅｚｙ－

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。

ⒸSUPERKIDS

発売中

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。

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.7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。 72021/9



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
示会などを開催します。
【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
9：00～17：00（予定）
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

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。
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Stage report

　さいたま市民会館いわつきは、かつて岩槻城があった跡地の岩槻城址公園内にある。自然に囲まれ、春には600
本の桜が咲き誇り、県内有数の桜の名所となっていて、今回の『SaCLaアーツコンサート・夏　和太鼓・批魅鼓公演
2021』は、合歓の木の花が咲く6月27日（日）に開催された。コロナ対策をとりながらの公演だが、老若男女のお客
様がお見えになった。
　空高く響けとばかりに始まった、和太鼓・批魅鼓は、個性豊かな若い女性を中心とし、数々の賞に輝いているグルー
プだ。若き7人のプレーヤーが撃ち放つ和太鼓の音色は清々しく力強く、無駄のない動きで、太鼓と同化している。
一糸乱れぬ音の響きは、グループの絆を感じる。
　第一部は、脈打つ風景から始まり4曲、ダイナミックであり、しなやかで、見せる・聴かせる・胸を躍らせる！空い
ている隣の席も、膝の上のパンフレットも、立てかけた傘も、太鼓の響きに躍っているようで、太鼓の音がDNAの
中から目覚めてくる、このエネルギーが疫病からも解放される気分になった。
　休憩15分、隣のオシャレなマスクをした初老の紳士にお話を伺うことができた。
　「退職して健康のため歩くのも良いが、それだけでは物足りない。だから、コロナ対策をしてバスや、電車の乗り継ぎ、
文化に浸っている」そして、この時期、孫たちに会えないのでLINEで写真とコメントを送り皆んなに喜ばれているそ
うだ。「太鼓は単純な音だけど感動です」それから「文化は好きです」とお話される。そして、オシャレなマスクの紳士
に「文化は素直に楽しんで誰かに繋いで行くもの。」教わりました。和太鼓もそうだ！ドドーンという響きが、お客様
の想いを表しているようだ。
　後半の第二部、心弾ませ聴き入った。平太鼓の繊細な響きから、肩から掛けた桶太鼓のダイナミックな動きで次々
と場面が展開して行く。最後の曲が終わると鳴り止まぬ拍手でアンコールに続いた。城下町・いわつきでの和太鼓・批
魅鼓の終演に再び割れんばかりの拍手が起こる。「文化の響きを絶やすものか！」　と会場全体からも、その意気込み
を感じた。

SaCLa サポーターズ
佐々木るい子

SaCLaアーツコンサート・夏
和太鼓・批魅鼓公演2021
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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。

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
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

四季の電動ろくろ講座 日程 9月11日土・18日土・10月2日土 9:30～11:30（全3回）
会場 大宮工房館 大宮区季節に合せた器を電動ろくろを使って作陶します

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/）・締切 9/5㈰
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

茶道入門講座 日程 10月1日金・8日金・15日金・22日金 10:00～12:00（全4回）
会場 恭慶館 浦和区初心者向けの茶道講座を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 9/10㈮
問合せ・送付先  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-262-1 氷川の杜文化館内恭慶館「○教室又は講座」係　☎ 048-835-7450

能入門講座 日程 10月7日木・14日木・21日木・28日木・11月4日木 14:00～16:00（全5回）
会場 氷川の杜文化館 大宮区能についての一般的な知識、実技等を学ぶ初心者向けの講座です

費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  15人　　申込み   往復はがき・締切 9/13㈪
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

活動団体によるボランティア講座／水引工芸をつくる 日程 9月22日水 10:00～12:00（全1回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区「水引工芸結美の会」さんから水引の小物を習います

費用  500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  10人　　申込み  受付中・電話又はさいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 9/15㈬
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

６館協働カメラマンデビュー講座 日程 9月26日日・10月3日日・10日日 10:00～12:00（全3回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区写真講座で撮った写真を出展し、各コミセンで写真展を開催します

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 9/12㈰
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

木彫りで作る仏頭講座 日程 10月7日～12月23日（毎週木曜日） 14:00～16:00（全12回）
会場 プラザウエスト 桜　区木彫りの仏頭を作る講座を開催します

費用  5,000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 9/15㈬
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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　文化・芸術・趣味

　子ども・子育て・親子の時間
活動団体によるボランティア講座／キッズヒップホップダンスを体験する 日程 9月12日日 14:00～15:00（全1回）

会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区「KIDS HIPHOP DANCE」さんからダンスを習います
費用  無料　　対象  市内在住・在学の小中学生　　定員  20人
申込み  受付中・電話又はさいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 9/10㈮　　その他  持ち物：タオル・飲み物・マスク着用・運動できる服装
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

お茶のみ落語 日程 10月15日金 10:00～（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区お茶をのみながら気軽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 9/15㈬
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

６館協働カメラマンデビュー講座 日程 10月17日日・24日日・31日日 10:00～12:00（全3回）
会場 浦和コミュニティセンター 浦和区地元の魅力を発見す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  8人　　申込み  往復はがき・締切 9/17㈮
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

岩槻伝統工芸 人形作成講座 日程 10月30日土・31日日 14:00～16:00（全2回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区岩槻の伝統工芸である木目込み人形を作成する講座を開催します

費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤・在学（中学生を除く、15歳以上）の方　　定員  20人　　申込み  電話・9/11㈯ 10:00～
問合せ・受付  〒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

木目込み人形講座 日程 12月1日水・8日水 13:30～16:00（全2回）
会場 市民会館いわつき 岩槻区岩槻の伝統工芸品木目込み人形で来年の干支の寅を制作します

費用  2,200円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  20人　　申込み  来館又は電話・9/28㈫ 10:00～
問合せ・受付  〒339-0052 さいたま市岩槻区太田3-1-1 市民会館いわつき　☎ 048-756-5151

　スポーツ・健康づくり
活動団体によるボランティア講座／ストレッチ＆ステップを体験する 日程 9月6日月 9:00～12:00（全1回）

会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区「シュガー」さんからストレッチ＆ステップを習います
費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  20人　　申込み  受付中・電話又はさいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 9/4㈯
その他  持ち物：飲み物、タオル、動きやすい服装、マスクを着用
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

ハワイアンフラで心も体もリフレッシュ！ 日程 10月4日～11月1日（毎週月曜日） 10:00～12:00（全5回）
会場 宮原コミュニティセンター 北　区フラダンスを通して心身ともに健康を目指す講座を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 9/11㈯ 
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

初めてのゆったりフラダンス 日程 10月7日木・14日木・21日木 10:00～11:00（全3回）
会場 プラザイースト 緑　区年齢を問わず楽しめる初心者向けのフラダンス教室を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  25人　　申込み  往復はがき・締切 9/17㈮
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

心も体もリフレッシュ～シニア向け運動講座～ 日程 10月19日火 10:00～12:00（全1回）
会場 西部文化センター 西　区シニアの方を対象とした、軽運動講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在勤の50歳以上の方　　定員  15人　　申込み  往復はがき・締切 9/25㈯　　その他  付添い者1人同伴可
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
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　技能・資格・教養
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㈰から市外の方も電話申し込み可能　※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

IT講座～スマホで動画作成してLINEで送ろう～ 日程 10月14日木・21日木 13:00～16:00（全2回）
会場 プラザウエスト 桜　区無料のアプリで作成した動画をLINEで家族や友人に送ります

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学でスマートフォンを使用の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 9/15㈬
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

認知症サポーター養成講座 日程 10月16日土 10:00～11:30（全1回）
会場 コミュニティセンターいわつき 岩槻区認知症への正しい知識と理解のため認知症について学びましょう

費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  20人　　申込み  電話・9/11㈯ 10:00～
問合せ・受付  〒339-0057 さいたま市岩槻区本町1-10-7 コミュニティセンターいわつき　☎ 048-758-1980

おはなし会 日程 9月16日木 11:00～11:30（全1回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区美園図書館と共催で絵本の読み聞かせや手あそびなどを行います

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

3/4公演ウエストで楽しむ名作オペラ「カルメン」をもっと楽しむための動画学習会 日程 10月1日金・11月14日日・12月25日土・令和
４年1月29日土

　　　　※開催時間は当選者にお知らせ（全4回）
会場 プラザウエスト 桜　区名作オペラ『カルメン』についてキャストが動画で楽しくレクチャーします

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小中学生（保護者同意に限る）　　定員  30人　　申込み  往復はがき・締切 9/15㈬
その他  1/29㈯は10:00～12:00プラザウエスト・さくらホールにて講習　パソコン・スマートフォン等で指定アドレスにアクセス可能な方
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

ママ＆ベビーヨガ講座 日程 10月3日日・10日日 10:00～12:00（全2回）
会場 七里コミュニティセンター 見沼区ベビーマッサージをしながら親子で、一緒に出来る癒しヨガ

費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤の保護者と3ケ月～9ケ月の乳児　　定員  10組20人　　申込み  往復はがき・締切 9/15㈬ 
問合せ・送付先  〒337-0014 さいたま市見沼区大谷1210 七里コミュニティセンター　☎ 048-687-3688

親子ウクレレ教室 日程 10月17日日 ①11:00～12:00 ②13:30～14:30（各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区親子で楽しくウクレレの弾き方を学びます

費用  1組1,500円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者①小学1・2年生②小学3～6年生　　定員  各15組30人
申込み  往復はがき・締切 9/24㈮　　その他  参加希望時間（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

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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イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

お問合せ　048-866-4600（SaCLaインフォメーションセンター）

LINEで友だちになろう！
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エ ッ セ イ

Essay

「正解のない世の中だからこそ」
～子育て編～

　せっかくの夏休み、コロナ禍で遠くに出かけられないというご家庭も多
かったのでは。先行き不透明な時代と言われて久しいのですが、コロナ禍を
はじめとしてこれからも「正解」がみえない状況は続くでしょう。そんな時代
に生きる子供たちにはどのような力を付けていけばよいのでしょうか。
　新型コロナウイルスのように相手が未知のものであった場合は人類の英知
により解決の道筋は少しずつではありますが見えてきます。しかし、技術の
進歩によってこれまで正解であったものが正解でなくなってくる。価値観の
多様化によって人によって正解が違ってくる。という場面ではどうすればよ
いでしょうか。そんな時に必要な力はできるだけ多くの人が納得する答えを
探し出す力だと思うのです。
　学級会ではよく学級集会で何をするかを決めています。そこで決められた
ことはサッカーであっても椅子取りゲームであってもどちらでもよく、正解はありません。しかし子供たちはより多くの
仲間が楽しく遊ぶために知恵を出し合います。サッカーが苦手な子の為に特別なルールを決めたり、今回できなかった
ことを次のお楽しみ会で行う決定をしたりとどちらに決まっても皆が納得できるように話し合っていきます。子供たちに
とって大切なのはお楽しみ会で何をやるかより皆で楽しく実施できるかどうかなのです。正解のないことを互いが納得す
るように話し合うことは先行き不透明な時代にこそ求められているのではないでしょうか。
　相手を納得させるためには、感情的にならずに説得力のある説明をする必要があります。スマホの使い方や宿題の仕方
など話し合う場面は各家庭の日常生活にも多くあります。納得のいくルールを話し合って決めればそのルールは押し付け
られたものとはなりません。コロナ禍収束後に行くことのできなかった家族旅行の行き先を親子で話し合ってみませんか。
先ずは楽しいことから！ワクワクしながら子供の力を付けることができますよ。

30年程前に筆者が担任したクラスの学級集会表彰式

■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。

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



（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
9月の休館日…13日・27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
9月の休館日…13日・27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
9月の休館日…6日・13日・27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
9月の休館日…8日・22日9月の休館日…6日・13日・21日・27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
9月の休館日…6日・13日・21日・27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
9月の休館日…21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 9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/8/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

5日 MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト

市民会館おおみや
大ホール 17:00

前売5,800円
当日6,000円
（全席指定）

KMミュージック
045-201-9999
（月・水・金11:00～13:00）

11土 美園音楽祭2021 プラザイースト
ホール 11:30 入場自由・無料

銀座山野楽器ヤマノミュージッ
クサロン浦和美園
担当  内田聡
048-812-1356

20月 秋のはじまりコンサート
～ピアノ・ソプラノ・テノール～

浦和
コミュニティセンター
多目的ホール

10:00 事前申込み制・無料
文化世界交流会
担当  山田
090-3570-1684
Ｅseikoyamada62@hotmail.com

24金 まちづくりヒマワリ会コンサート さいたま市文化センター
多目的ホール 14:00 当日先着順・無料

まちづくりヒマワリ会
担当  村松
090-1764-8210

25土

第59回　埼玉県各流邦楽舞踊三曲公演 さいたま市文化センター
小ホール 12:30 無料

埼玉県邦楽舞踊協会
担当  神田都美井
048-641-0518

東京大衆歌謡楽団コンサート
※車イス席のみ残席あり

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

気軽にクラシックvol.41
千住真理子クラシックライブ
※車イス席のみ残席あり

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

26日 あんさんぶるおとまつコンサート
2021

プラザイースト
映像シアター 15:30 1,000円 担当  大野晶弘

090-9370-6919
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

９月４土
▼

９月12日
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～

プラザイースト
エントランス 9:00▶17:00 入場自由・無料 プラザイースト

048-875-9933

９月５日
▼

９月６月
星野文昭絵画展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

12:00▶18:00 入場自由・無料
えん罪被害者を救い、
人権を守る連絡会
担当  皆川学
080-5548-9852

９月８水
▼

９月12日
第21回女性支部写真展

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
8日は13:00から
12日は16:00まで

入場自由・無料
全日本写真連盟埼玉県女性支部
担当  田村真由美
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）

９月18土
▼

９月26日
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～

馬宮
コミュニティセンター
1Fロビー

9:00▶17:00 入場自由・無料 馬宮コミュニティセンター
048-625-8821

９月19日
▼

９月23木
常盤フォトクラブ作品展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

13:00▶17:00 入場自由・無料
常盤フォトクラブ
担当  渡辺俊夫
048-886-8853

９月19日
▼

９月26日
第16回緑区内公民館
絵画グループ合同展覧会

プラザイースト
展示室

10:00▶17:00
19日は11:00から
26日は15:00まで

入場自由・無料
緑区内公民館絵画グループ合同
展覧会実行委員会
担当  渡邊
048-886-2753

９月22水
▼

９月28火
写真展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00

22日は13:00から
28日は15:00まで

入場自由・無料
埼玉読売写真クラブ大宮支部会
担当  浜野
090-6022-6456

９月25土
▼

９月29水
第11回デジタル支部写真展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

13:00▶17:00 入場自由・無料
全日本写真連盟デジタル支部
担当  大沢紘一
048-722-4430

※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P13をご覧ください。展示



申込み・お問合せ さいたま市市民活動サポートセンター
 Ｈhttp://www.saitamacity-support.jp/
 〒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

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

 9月2日㈭・9日㈭・16日㈭・30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
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

 9月17日㈮　各回1時間程度
 ①13:00～　②14:15～　③15:30～
 市民活動団体・各1団体
 9月3日㈮～10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

フードドライブ開設窓口
フードドライブとは、家庭で余っている食品を集め、福祉施設等に寄付する活動で、個人でできる市民活動のひとつです

 市民の皆様から食品をお預かりし、「特
定非営利法人フードバンク埼玉」を通
じて地域の福祉施設等に寄付します。

 どなたでも
 来館

 •賞味期限が明記され、２か月以上あるもの
 •常温保存が可能なもの（生鮮食品、冷凍食品は除く）
 •未開封であるもの
 •破損で中身が出ていないもの
 受付専用BOXあり

内容

対象・定員

その他持ち込み方法

寄付できる
食品の条件

チ ャ レ ン ジ

Challenge
東大宮地域５館連携事業「伝統と自然の写真展」
大宮区・見沼区の神社や寺院、田園風景、公園、祭りなどの写真作品を募集し、応募作品を大宮区・見沼区の各コミュニティセ
ンターにて巡回展示します

募 集
参 加 者

 11月1日㈪～11月20日㈯
 　東大宮コミュニティセンター（見沼区東大宮4-31-1）
 12月1日㈬～12月20日㈪
 　大宮工房館（大宮区堀の内町1-577-3）
 令和4年1月4日㈫～1月20日㈭
 　高鼻コミュニティセンター（大宮区高鼻町2-292-1）
 令和4年2月1日㈫～2月20日㈰
 　七里コミュニティセンター（見沼区大谷1210）
 令和4年3月1日㈫～3月20日㈰
 　片柳コミュニティセンター（見沼区染谷3-147-1）
対象・定員  市内在住・在勤・在学の方・各館20作品（先着順）
参加費  無料

応募方法 　開催会場５館にて配布中の応募用紙に記入し、ご応募ください。
申込み・お問い合わせ

　 東大宮コミュニティセンター　
 　TEL:667-5604　FAX:654-5594
 大宮工房館　
 　TEL:645-3838　FAX:645-3881
 高鼻コミュニティセンター　
 　TEL:644-3360　FAX:644-3361
 七里コミュニティセンター
 　TEL:687-3688　FAX:687-3705
 片柳コミュニティセンター　
 　TEL:686-8666　FAX:686-2999
応募期間 　9月1日㈬~10月15日㈮

開催日時・
会場
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チ ャ レ ン ジ

Challenge

さいたま☆キッズダンスフェスタ２０２１

劇団Liebe（リーベ）公演 音楽劇「オルゴール」

小・中学生のキッズダンサーによる発表を行います

プラザイーストで旗揚げした劇団Liebe（リーベ）による完全オリジナル新作公演 音楽劇「オルゴール」に参加していただける
方を募集します。

募

募

集

集

参

参

加

加

者

者

 12月11日㈯　開演13:30
 市民会館おおみや　大ホール
 市内在住の小・中学生で構成されたダンスチーム
 15組（１組２人以上）

参加費  １人800円

開催日時・会場  2月12日㈯・13日㈰　プラザイースト
 11月7日（日）~公演日までの土日の10:00~17:00（全25回）
 プラザイースト  フィットネスルーム他

対象・定員  小学５年生～中学生　若干名、大人（高校生以上）20人程度
参加費  大人15,000円、大学生以下10,000円
その他  10月30日㈯に演出家他によるオーディションを行います。

応募方法 　各市民会館・市文化センター・コミュニティセンターなどで
配布中の申込書に記入し、お申込みください。

申込み先 　〒330-0844　さいたま市大宮区下町3-47-8
 「キッズダンスフェスタ参加者募集」係

締切日 　9月24日㈮必着
お問合せ 　さいたま市民会館おおみや　TEL:048-641-6131

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
話番号を記入し、ご応募ください。

申込み先 　〒336-0932　さいたま市緑区中尾1440-8
 プラザイースト「劇団Liebe公演」参加者募集 係

締切日 　9月30日㈭必着
お問合せ 　プラザイースト　TEL：048-875-9933

開催日時・
会場

対象・定員

練習日時・
会場

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SaCLa６月号の「東京大衆歌謡楽団　サイン色紙」プレゼントの当選者は荒川恵美様・門井
英明様・鷹取友美様・辻好子様・戸田かおる様・原田勝子様に決定いたしました。たくさんのご応募
ありがとうございました。

今月号の表紙を飾る『DRUM TAO2021
「光」』（10月31日(日)16時30分・会場:
市民会館おおみや大ホール）に出演され
るDRUM TAO（江良拓哉さん）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
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⑤9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「DRUM TAO
サイン色紙」プレゼント係までご応募ください【締切:9月15日
（水）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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友だちになろう！


