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今月のArtist Interviewは2022年2月19日（土）さいたま市文化センター　小ホールにて開催する『奥田弦ジャズコンサー
ト夢弦JAZZ　feat.武嶋聡』へご出演いただく、ジャズピアニストの奥田弦さんです。笑顔が印象的で質問にも丁寧に答
えていただきましたが、インタビュー当日はまだ、19歳でした。その豊かな才能の始まりと、ジャズのとの出会い、コンサー
トの聴きどころなどをお伺いしました。

Artist
Interview

ジャズピアニスト

奥田　弦
G E N  O K U D A

2001年生まれ。
3歳でおもちゃのピアノで遊び始め、5歳で作曲を始める。
楽譜の読み方は父親に教わり、ほぼ独習で演奏法を身につける。
2011年12月ポニーキャニオンより10歳で史上最年少 ピアニストとしてCDデビュー。
ジャズジャパンアワード2011 ニュースター部門を受賞。
東京ジャズ などの大型ジャズフェスにも多数出演。
2014年10月に2ndアルバム『BON APPETIT ！』リリース。
2015年11月に3rdアルバム『奥田弦とゆかいな 学校ジャズ・ピアノ』リリース。
2017年4月よりNHK Eテレ「ムジカ・ピッコリーノ」アポロン5号シリーズにピアノ
担当レオ役でレギュラー出演。
以降、コンサート出演、楽曲提供など多方面で活躍中。
◆受賞歴
　デビューアルバム『奥田弦』
　ジャズジャパンアワード2011ニュースター部門受賞
◆共演実績
　東京フィルハーモニー交響楽団
　第19回トーマスコンサート＠サントリーホール　大ホール
　奥田弦×東京フィル Jazzy Classic＠東京オペラシティ　コンサートホール
　東京交響楽団
　こども定期演奏会＠サントリーホール　大ホール　等、多数

Photo：Tetsuro Kameyama
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16ページにプレゼントのお知らせがあります!

奥田弦ジャズコンサート
夢弦ＪＡＺＺ　ｆｅａｔ.武嶋聡

ジャズピアニスト・奥田弦とサックス奏者・武嶋聡によ
るジャズコンサートを開催します。

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

令和
４年  2月19日土　開演 14：00
さいたま市文化センター　小ホール
問合せ さいたま市文化センター
3048-866-3171（9:00〜19:00）

4,000円（全席指定）　未就学児不可

友の会料金	 3,300円
先行予約日	 10月27日水
	 28日木・29日金
各日10：00より発売開始

奥田弦  ©オフィス・トゥー・ワン

武嶋聡

今回はサックスの武嶋聡さんと共演となりますが、
どのようなコンサートになりそうですか？
　武嶋さんの共演は2度目
になりますが、以前とは
違ったライヴをお届けしま
すので、2人のセッション
を聴いたことがある方も楽
しみにしてください。僕の
ピアノと武嶋さんのサック
スとが対話し、掛け合いと
融合、一度限りのセッショ
ン、これぞジャズの醍醐味
というところを味わってい
ただきたいですね。実は
僕、音楽の即興はできます
が、ＭＣはそんなに得意ではなくて、事前に準備して行こうかと、
思っています。でも武嶋さんと音楽の趣味が合うから、そこで会
話が弾んで楽しいステージをお届け出来るはずです。コロナ禍で、
なかなか生演奏が聴けない状況になってしまいましたね。ジャズ
コンサートはCDではお伝え出来ない、その日の会場内でしか味
わえないグルーヴ感を楽しめるジャンルのひとつではないでしょ
うか。お客様には久しぶりのライヴを楽しんでいただきたいです。

読者の皆さま、コンサートを楽しみにされているお客様へ一言、
メッセージお願いします。
　非常な事態が長引き、今でも大変な思いをされている方が沢山
いらっしゃると思います。このような状況下で会場に足を運んで
くださるお客様へ、ひと時でも楽しんでいただけたら、とても嬉
しいです。2022年2月19日（土）は『奥田弦ジャズコンサート夢
弦JAZZ　feat.武嶋聡』でお待ちしています！

ピアノとの出会いは3歳と伺っていますが、
初めて弾いた記憶はありますか？
　父が言うには3歳のとき、おもちゃの赤いピアノで『チュー
リップ』を指1本で弾いたらしいです。あまり覚えていないです
が、おもちゃから電子ピアノになって『ペールギュント』の『朝』や
ヴィヴァルディ『春』などのクラシック曲やテレビで流れる曲を聞
いて、ピアノで弾きながら歌っていたらしいです。覚えていない
です…でも、5歳くらいのとき、書店でジャズピアニストのCD
を見つけ「ビル・エヴァンス、買って」と、ねだって買ってもらい、
家のピアノの下にあったコンポにそのCDを入れた瞬間は覚えて
います！流れて来た『枯葉』は、テイク1とテイク2が収録されて
いました。同じ曲を同じ人が弾いても全く違う印象になる、じゃ
あ、他の人が弾いたら？自分が弾いたらどうなるんだろう??そ
れまでクラシックばかり弾いていましたが、このジャズとの出会
いは衝撃的でした。そこからずっと、ジャズのとりこになりまし
た。ピアノを始めた頃はクラシックしか弾いていませんでした
が、ビル・エヴァンスの旋律との出会いから、ジャズを弾いてみ
たくなりました。色々な曲を聞いて、僕ならばこうやって表現す
る。試行錯誤しながら、今のスタイルになって来ました。後に「ク
ラシックはよく出来た本の朗読で、ジャズは会話である」という
言葉に触れ、説得力あるな、と思いました。ジャズは他の楽器と
セッションして、僕がこう語りかけたら、彼はどんな答えをして
くれるかな？じゃあ、次はどんな風に返そうか？そう来たか！ま
るで、音楽で対話しているようで、これがジャズならでは、ですね。

10歳のとき最年少でCDデビューをしていらっしゃる奥田さんですが、
音楽以外に興味や趣味はありますか？
　最近の引きこもり生活で、ご多分に漏れず、掃除がマイブーム
でした。どこにも出掛けないから自室に居て、普段なら気にして
いなかった埃を掃除しまくりました。あとは、外国語が好きです。
会話が好きとは少し違って、ロシア語のキリル文字のかたちとか、
イタリア語の発音やマレー語の合理的な文法、エスペラント語の
語尾の統一感や…言い出したらキリがないですが、それぞれの特
徴の美しさに興味があって、ハマっています。読書も好きですし、
小学生のときは、元素記号がブームでしたね。でも学校の勉強が
特段好きだったわけではなくて、自分がコレどうなっているんだ
ろう？って思ったことを調べまくるのが好きなんです。

ピアノ漬けだけという訳ではなく、探求心が凄いですね。
ピアノニスト以外に将来やってみたい職業はありますか？
　子どものときにビル・エヴァンスのピアノに出会って、そこか
らジャズの世界が開けて行きました。ピアノを弾いていると、やっ
てみたいことが溢れて来るし、まだまだ今は発展途上です。一生
かかってもやり切れない気がするので、死ぬまで音楽は続けて行
けたら良いなと思います。何故ここまでジャズに魅かれるのかは
分かりませんが、「コレしかない！」って降りてきた（笑）！からで
すかね。でも、もちろん今でもクラシックも好きなので、コンサー
トでは、クラシックや色々なジャンルをジャズ風にアレンジして
演奏する予定です。
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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】 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。
※先行予約期間及び発売初日は、受付順に座席を配置するため、座席指定はできません。

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

※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。

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）

・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。

クリスマスコンサート
１１月６日（土）10：00より発売開始
※１１月７日（日）９：００より窓口・電話予約も可

12月11日土　開演 14：00
岩槻駅東口コミュニティセンター　ミニホール
3048-758-6500（9：00〜21：00）

700円（全席自由）　未就学児不可

2005年に音楽家の両親のもと、ウィーンで生まれる。現在16歳。6歳から毛利伯郎氏に師事している。2018年第18回泉の森ジュニア・
チェロ・コンクール中学生の部で金賞を、第19回モスクワ若い音楽家のためのコンクール「くるみ割り人形」弦楽器部門で銅賞を受賞す
るなど、数多くのコンクールで入賞、優勝を果たした。2019年3月に初のソロ・リサイタルを開催し、翌月には「鳥羽咲音の音楽活動
を応援する会」が発足した。同年10月にはサントリーホールで沼尻竜典指揮、日本フィルハーモニー交響楽団と「とっておきアフタヌー
ン」コンサートで共演し、チャイコフスキーの「ロココの主題による変奏曲」を演奏した。さらに11月には白寿ホールで「チェロ・コレク
ション」Ｖｏｌ.6 に出演。同月には、世界に挑む若い音楽家とアスリートに贈られる第2回「服部真二音楽賞」を受賞した。2020年11
月には山田和樹の指揮による横浜シンフォニエッタとハイドンのチェロ協奏曲第1番を共演した。2021年からは、Ｍｕｓｉｃ　Ｇｉ
ｖｉｎｇ代表としてクラシック音楽の普及活動も行っている。2020年4月から同年度の特待生として、桐朋学園大学音楽学部ソリスト・
ディプロマ・コースに在籍。また2021年度は同大学の「チェロアンサンブル・サイトウ」奨学生。同年4月から（公財）江副記念リクルー
ト財団第50回（2021年）奨学生および、9月より（公財） ロームミュージックファンデーション2021年度奨学生。
公式ホームページ： www.sakuratoba.com（2021年9月現在）

■プロフィール　鳥羽 咲音

＜鳥羽咲音からのメッセージ＞今回のプログラムでは私の大好きな
作曲家ベートーヴェンとプロコフィエフのソナタを演奏いたします。
ベートーヴェンの作品5の1は初期の作品ですが、史上初のピアノ
とチェロのために書かれたデュオの作品です。
プロコフィエフのソナタはスケールの大きな作品で、2018年に初
めてロシアを訪れたときの事を思い出します。

チケットは岩槻駅東口 
コミュニティセンター 
のみで発売
048–758–6500

写真：御堂義乘
鳥羽泰子（ピアノ）鳥羽咲音（チェロ）
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フラメンコギター＆舞踊によるスペインの激しい情熱と名曲の数々
をお届けします。【出演】パティオ・アンダルース

【演奏予定曲】アルハンブラの思い出　禁じられた遊び　他

12月24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

１０月２３日（土）より発売開始
※１０月２４日（日）９：００より窓口にて販売も可

パティオ・アンダルース

SaCLaアーツ Friday One Coin Concert Ｖｏｌ.41
～懐かしのスペイン！名曲とフラメンコ舞踊～

三遊亭彩大独演会

さいたま市内在住の三遊亭彩大による落語会
を開催します。

12月18日土　開演 10：00
与野本町コミュニティセンター　
多目的ルーム（大）
3048-853-7232（9：00〜21：00）

100席　500円（全席自由）
未就学児不可

三遊亭彩大

チケットは与野本町 
コミュニティセンター
窓口のみで発売

１１月７日（日）１０：００より窓口にて発売開始

三浦一馬×松本和将　スパークリングデュオ

三浦一馬と松本和将の実力派デュオによる、
熱いライブをお楽しみください。

【演奏予定曲】ラ・クンパルシータ／ロドリゲス
（ピアソラ編）・オブリヴィオン／ピアソラ

令和
４年  １月23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）

4,000円（全席指定）　未就学児不可

松本和将三浦一馬

友の会料金　3,600円　先行予約日　10月
14日木・15日金各日10：00より発売開始

10月16日（土）10：00より発売開始 
※10月17日（日）9：00より窓口にて販売も可

この冬はしまじろうと一緒に特別な英語体験を！ノリノリで
楽しめるクリスマスソングやダンス、ゲームがいっぱいで
楽しく英語にふれられる参加型のステージショーです。

12月18日土
開演 ①12:15②14：45③17：15
市民会館おおみや　大ホール
3048–641–6131（9:00〜19：00）

会館特別価格3,480円（全席指定）
2歳以下膝上無料。但し、席が必要な場合有料。

10月14日（木）より発売開始 
※10月15日（金）9：00より窓口にて販売も可

ベネッセの英語コンサート
「RING！RING！CHRISTMAS　BELLS」

クリスマスコンサート

12月12日日　開演 13：30
高鼻コミュニティセンター　大会議室
3048-644-3360（9:00〜21：30）

50席　300円（全席自由）
３歳以下膝上無料

アカナ＊コメッツ

ラテン、クラッシック、Jazz、Pops、演歌な
どの曲をヴァイオリン、サックス、ピアノのア
レンジでお届けします。

高鼻コミュニティセンター
窓口・電話のみで発売
048-644-3360

11月13日（土）9：00より窓口・電話にて発売開始

家族でエンジョイ！
「ザッキー＆メグムンのＢｏｏＢｏｏサックス♪」
サックスがいっぱい！クラシックからポップスまで。０才から入場でき
る家族で楽しむサックスのコンサートです。

令和
４年  １月16日日　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1,000円　小学生以下500円（全席指定）　２歳以下膝上無料

11月6日（土）10：00より発売開始
※11月7日（日）9：00より窓口にて販売も可

ザッキー＆メグムン

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。 52021/11



和楽器カルテット　サイタマティックコンサート
～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。

サイタマティック

発売中

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

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。

DRUM TAO

発売中

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

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。

人気ヴァイオリニスト木嶋真優によるコンサートを開催します。

令和
４年  ２月12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

11月20日（土）10：00より発売開始 
※11月21日（日）9：00より窓口にて販売も可

木嶋真優 ©KINYA OTA（MILD）

友の会料金　3,000円
先行予約日　11月17日水10：00より発売開始

気軽にクラシックｖｏｌ.43
木嶋真優ヴァイオリン・リサイタル

空飛ぶクラシック
～Ｋｉｄｓ ｍｅｅｔ Classic！～

子どもと感じるはじめてのクラシック。ぜひ、お子さまと一緒に音楽
の楽しさを感じてください。【出演】アーヴィン・ホマ・アヤ（歌）、林
はるか（チェロ）、林そよか（ピアノ・編曲）、空飛ぶクラシック楽団

令和
４年  ２月26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　1,500円　中学生以下　1,000円
（全席指定）　2歳以下膝上無料

11月27日（土）10：00より発売開始 
※11月28日（日）9：00より窓口にて販売も可

プラザイーストミュージックサロン
～うたのたび～

令和
４年  １月30日日　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

1,000円（全席指定）　未就学児不可

11月13日（土）10：00より発売開始
※11月14日（日）9：00より窓口にて販売も可

埼玉県出身のバリトン歌手、原田勇雅による音楽旅行をお楽しみ下さい。（公演終了後、
原田さんとの交流会がございます。申込制。別途料金がかかります。詳しくはP9へ。）

【演奏予定曲目】・さくらさくら（日本古謡）・帰れソレントへ（クルティス）・「冬の旅」
より菩提樹（シューベルト）　他　※曲目は変更になる場合がございます。

原田勇雅（バリトン） 齋藤亜都沙(ピアノ)

三遊亭円楽、滝川鯉斗、翁家勝丸による寄席公演を開催します。
令和
４年  ２月６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）

S席3,000円　Ａ席2,500円（全席指定）　未就学児不可 友の会料金　S席2,500円　Ａ席2,000円
先行予約日　11月25日木・26日金各日10：00より発売開始

お昼の爆笑寄席ファイナル
～さいたま市民会館おおみや閉館記念～

１１月２７日（土）１０：００より発売開始
※１１月２８日（日）９：００より窓口にて販売も可

三遊亭円楽 滝川鯉斗太神楽　翁家勝丸
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カリブ海が思い浮かぶ
スティールパンコンサート

12月５日日　開演 14：00
美園コミュニティセンター
多目的ホール
3048-764-8810（9:00〜21:00）

500円（全席自由）　3歳以下膝上無料

チケットは美園コミュニ
ティセンターのみで発売
048–764–8810

カリブ海に浮かぶトリニダード・トバゴからやっ
てきたスティールパン。２０世紀最大の楽器発
明と呼ばれる、ドラム缶が素材と思えないこ
の楽器の魅力的な音色と音楽をお届けします。

発売中

出口雅生

Ｐｅｌｅ

スギテツ
親子で楽しむクリスマスコンサート

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

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。

発売中

プラザイースト新春寄席
林家彦いち、古今亭菊之丞　二人会

プラザイースト恒例の新春寄席を開催します。

令和
４年  １月16日日　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

3,000円（全席指定）　未就学児不可 友の会料金　2,700円

古今亭菊之丞林家彦いち

発売中

気軽にクラシックｖｏｌ.42
森麻季ソプラノリサイタル

日本を代表するオペラ歌手、森麻季さんの透
明感溢れる美声をお楽しみください。

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

森麻季ⒸＹｕｊｉ Ｈｏｒｉ 山岸茂人©横井明彦

友の会料金　3,000円

発売中 車イス席のみ残席あり

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

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

発売中 残席わずか

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。
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」

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

発売中 残席わずか

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。【出演】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

影絵劇団かしの樹

発売中 車イス席のみ残席あり

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』

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。

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 友の会料金 Ｓ席3,800円

Ａ席3,300円 Ｂ席3,000円

発売中 残席 A席・B席のみ

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。 72021/11



シネマパラダイス『おまえうまそうだな』
人気絵本作家・宮西達也の大ヒット作

「ティラノサウルス」シリーズのアニ
メ映画化作品を上映します。

【申込み方法】10月29日（金）（必着）
までに、往復はがき（1家族1通）に住
所、氏名（ふりがな）、電話番号、参
加希望人数を記入し、〒336－0932
緑区中尾1440－8へ（抽選）。

【問合せ】プラザイースト
TEL：048－875－9933

11月28日日　開演 10：00
プラザイースト　ホール

定員 197人　申込み制・無料

岩槻Ｊａｚｚ Ｄａｙ ２０２１
岩槻Ｊａｚｚとの協働により、ジャズ・
ライブ公演を開催します。

【申込み方法】自由席：当日、直接、
会場へ。※指定席（無料）のご予
約は12月10日(金)10：00より窓口
にて受付（先着順）。

【問合せ】
市民会館いわつき
TEL：048-756-5151

12月19日日　開演 12：55
市民会館いわつき　ホール

定員 500人※一部指定席あり
自由席：当日先着順
※指定席：申込制
無料

２０２１七里コミセンまつり
七里コミュニティセンター利用団
体による作品展示（体験コーナー）
と舞台発表会。

【申込み方法】当日、直接、会場へ。
【問合せ】
七里コミュニティセンター
TEL：048－687－3688

11月20日土・21日日
10:00～16:00(予定）
七里コミュニティセンター　全館

観覧自由・無料（体験コーナーの
み一部有料）

宮原コミセン展示まつり２０２１
当館ご利用のサークル等による日
頃の活動の成果を展示します。ま
た、ロビーにて地元生産者様によ
る農作物直売も行います。（11月
26、27日各11：00～。なくなり
次第終了）

【申込み方法】当日、直接、会場へ。
【問合せ】
宮原コミュニティセンター
TEL：048－653－8558

11月25日木　12：00～16：30
11月26日金～28日日　10：00～16：30
11月29日月　10：00～15：00
宮原コミュニティセンター　多目的ホール

観覧自由・無料

クリスマスファミリーコンサート
～ソプラノ、ハープ&フルートのひととき～

人生のステージで輝く皆さま一人一人
へ、音楽でエールを送るコンサート。

【申込み方法】１１月１５日(月)から
日進公民館へ来館・電話・FAX又
はさいたま市生涯学習システム
WEB申込（https://gakushu.city.
saitama.jp/）にて受付（先着順）。

【演奏】Sound　Bright
【問合せ】さいたま市立日進公民館
TEL：048－663－6611

12月19日日
開場 13：00　開演 13：30
西部文化センター　多目的ホール

定員 100人　未就学児入場可
申込み制・無料

第８回さいたま伝統芸能普及フェスティバル
さいたま市指定の文化財を中心に
伝統文化を紹介します。「伝統芸
能体験教室」（P.16掲載）参加者
の発表会があります。

【申込み方法】当日、直接、会場へ。
【問合せ】
プラザイースト
TEL：048－875－9933

11月21日日　開演 13：00
プラザイースト　ホール

定員 197人　当日先着順・無料

花展
さいたま市いけばな芸術協会によ
る華道作品展示会を開催します。
必ず靴下等を着用してください。

【申込み方法】当日、直接、会場へ。
【問合せ】
恭慶館
TEL：０４８－８３５－７４５０

12月３日金～５日日
10：00～17：00
※5日は15：00まで
　（入場は終了30分前まで）
恭慶館

観覧自由・無料

西部文化センターまつり＆バリアフリーフェスティバル
ホールにて舞台発表会、ロビーに
てバリアフリーフェスティバルを同
日開催いたします。

【申込み方法】当日、直接、会場へ。
【問合せ】
西部文化センター
TEL：048－625－3851

11月28日日
西部文化センター
ロビー　11：00～
多目的ホール　14：00～（入場は13：00～）

定員 200人　観覧自由・無料

音楽とパフォーマンスのコラボ企画
ミニコンサート

ヴァイオリンと一人芝居のコラボ
コンサートをお楽しみください。

【出演】ヴァイオリンと人の聲
【申込み方法】11月13日（土）10：
00より電話にて受付（先着順）

【問合せ】
コミュニティセンターいわつき
TEL：048－758－1980

12月18日土　開演 14：00
コミュニティセンターいわつき　研修室

定員 80人　申込み制・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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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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プラザイーストミュージックサロン交流会
プラザイースト「ミュージックサロ
ン～うたのたび～」コンサート（Ｐ.6
掲載）に出演の原田勇雅さんとの
交流会を行います。

【申込み方法】コンサートのチケッ
トご購入の際に一緒にご購入下さ
い。（後日購入も可能です）

【問合せ】
プラザイースト
TEL：048－875－9933

令和
4年 １月30日日 開演 15：30
プラザイースト　多目的ルーム

定員 30人　申込み制・500円

子ども邦楽体験
小学生を対象としたお囃子の体験と
鑑賞会を開催します。

【申込み方法】12月2日（木）（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）、学年（在
学の方は学校名も）、電話番号を記入
し、〒330－0803　大宮区高鼻町2
－262－1 氷川の杜文化館へ（抽選）。

【問合せ】氷川の杜文化館
TEL：０４８－６４８－１１７７

12月26日日
14：00～16：00
氷川の杜文化館　伝承の間

市内在住・在学の小学生　25人
申込み制・無料

92021/11

～ 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

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」⑦
気持ちを伝える「心配」と「案じる」の使い分け

「これまで経験したことのない」という惹句に驚かないほどの災害列島・日本では、自分事でなくても被災報道は気
になるものでしょう。先日も広島の大雨による土砂災害を知り、以前勤務していた会社の広島支店の友人に思わず
LINEで安否確認をしました。勤務地も住まいも市中心部なので、大丈夫とは思いつつ「被害がないか案じています」
と尋ねたところ、無事だと分かり安堵したものです。
このように「どうなんだろう」と思案している状況では、「案じる」を用いると心情が的確に伝わります。同義語とし
て「心配しています」も浮かびますが、被災状況が不明な段階での「心配」は、やや大げさな印象を与える文言です。広
辞苑によると、「案ずる（案じる）」には「心配する」の他に「考える、気づかう」という意味があります。一方、「心配」に
は「こころづかい」という軽めの意味も載っていますが、「心にかけて思いわずらう、気がかり、憂う、不安に思う」と
「案ずる」よりも深刻な文言が並びます。
被災した当事者がピリピリしている状態では、部外者に「心配だ、大丈夫か」と騒ぎ立てられたくない気持ちになる
という話を聞いたことがあります。また、目上の人が心配するのは良くても、目下の者から心配されるのは素直に受
け入れにくい場合もあるようです。ビジネスシーンでは、「苦を労わる」意味の「ご苦労様です」も部下や後輩が上司や
先輩に対して使うのは不適切と見なされます（「お疲れ様です」が推奨されています）。労わる行為は上位者から下位者
へ、という考え方が根底にあるのかもしれません。そう考えると「案じる」は上下関係が透けて見えない、使い勝手の
良い言葉だといえるでしょう。　
とはいえ、「心配」でも「案じる」でも言葉をかけてくれた相手に対して無視や反発をするのは大人げない。複雑な感
情があったとしても、感謝の気持ちは示したいものです。そのとき、「気にかけてくれて、ありがとう」「お気にかけ
てくださいまして、ありがとうございます」のように、「気にかける」を用いるのはいかがでしょうか。
かなり前の話ですが、被災された仕事関係者の事務所に二回、お見舞いの品を送ったところ、二回目の礼状に「い
つもお気にかけていただき、恐縮しております。すっかり落ち着きましたので、どうぞご休心ください」とありました。
「もう贈り物は不要ですよ」という意味です。謝意と辞退を丁寧に伝えようとする、心に残る一文でした。

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）



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
いわつき茶会 日程 11月3日水・ 10:00～（全1回）

会場 市民会館いわつき 岩槻区岩槻茶道会の協力による茶会をお楽しみください
費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学（小学生以上）の方　　定員  80人　　申込み  来館・当日先着順・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

水彩画講座 日程 11月10日水・11日木・17日水・18日木 13:30～16:00（全4回）
会場 プラザイースト 緑　区未経験者でも参加できる初心者向けの水彩画講座を開催します

費用  4,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 10/20㈬
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

クリアで透き通った音色を奏でるスティールパン体験会 日程 11月14日日・21日日・28日日・12月5日日 10:30～12:00（全4回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区スティールパンに触って、たたいて、魅力を体験し、最終日にはコンサートに参加する講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在勤・在学の小学生以上の方　　定員  15人　　申込み  来館又は電話・受付中
その他  ※12月5日㈰は体験会終了後、14:00から講師とコンサートに参加予定
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

木目込み人形講座 日程 11月20日土・27日土 13:30～16:30（全2回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区干支にちなんだ木目込み人形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  20人　　申込み  往復はがき・締切 11/10㈬
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

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・受付中
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

レジンフラワー講座 日程 12月5日日・12日日 14:00～16:00（全2回）
会場 ふれあいプラザいわつき 岩槻区レジンの基礎を学びます

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 11/19㈮
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

キャンドルアート講座 日程 12月7日火 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区簡単なキャンドルアート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・在勤・在学の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 11/15㈪
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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鉛筆デッサン講座 日程 12月7日～22日（毎週火・水曜日） 13:30～16:00（全6回）
会場 プラザイースト 緑　区鉛筆を使ってデッサンの基礎を学びます

費用  2,000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 11/16㈫
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

冬のステンドグラス 日程 12月8日水 10:00～12:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区ステンドグラスの基本を学び、壁掛けを作ります

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　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 11/24㈬
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

お茶のみ落語 日程 12月17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 11/15㈪
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

　暮らしと社会
地域の食材を使った地産地消料理講座 日程 11月14日日 10:30～13:00（全1回）

会場 プラザイースト 緑　区地域の食材を使ってご家庭でも出来る本格的な料理を作ります
費用  1,800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 10/22㈮
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

　スポーツ・健康づくり
健康体操講座 日程 11月22日月・29日月・12月6日月・13日月 10:00～11:30（全4回）

会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区スポーツ吹矢を体験する講座を開催します
費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　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 11/8㈪　　その他  持ち物：飲み物・タオル・マスク着用でお願いします
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

～マスク疲れを癒す～6館協働ZOOMでフェイシャルヨガ講座 日程 11月27日土 10:30～11:30（全1回）
会場 ご自宅等コロナ対策等によるマスク疲れを癒すフェイシャルヨガをZOOMで開催します

費用  500円　　対象  市内在住又は在勤・在学で、ご自宅等でZOOMの利用が可能な方　　定員  32人　　申込み  往復はがき・締切 11/15㈪
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

　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 日程 11月18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・10:45～2階、第1・2集会室で受付　　その他  必ずマスクを着用で参加
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

キッズダンス講座 日程 11月27日土・12月4日土・11日土・19日日
　     15:00～16:00（全4回） ※19日は10:00～12:00
会場 南浦和コミュニティセンター 南　区小学生対象の初心者向けダンス講座で最終日は浦和コミセンで発表会となります

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  20人　　申込み  来館又は電話・11/8㈪ 9:00～17:00
問合せ・送付先  〒336-0015 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

親子講座～一緒に一つの作品をつくろう～ 日程 12月4日土 9:00～12:00（全1回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区親子で木の実等を使ったクリスマスツリーをつつくります

費用  3,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  5組10人　　申込み  往復はがき・締切 11/12㈮
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

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。

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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　技能・資格・教養
IT講座④～仕事に役立つEXCELピボットテーブル講座～ 日程 11月26日金・12月3日金 13:00～16:00（全2回）

会場 プラザウエスト 桜　区日頃からEXCELを使っている方を対象にした（EXCELピボットテーブルを学ぶ）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  20人　　申込み  往復はがき・締切 11/15㈪
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

パソコン講座②～初心者のためのWORD～ 日程 12月8日水・9日木・10日金 13:30～16:30（全3回）
会場 プラザウエスト 桜　区初心者の方を対象にしたWORD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  20人　　申込み  往復はがき・締切 11/15㈪
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

　子ども・子育て・親子の時間
親子ケーキ作り教室 日程 12月18日土 10:00～12:00（全1回）

会場 プラザウエスト 桜　区親子を対象にしたケーキ作り教室を開催します
費用  2,500円　　対象  市内在住・在学の小学4年生～中学2年生とその保護者　　定員  6組12人　　申込み  往復はがき・締切 11/15㈪
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

子ども百人一首体験教室 日程 12月19日日 10:00～12:00（全1回）
会場 恭慶館 浦和区小学生を対象に百人一首体験教室を開催します

費用  無料　　対象 市内在住・在学の小学生　　定員  14人　　申込み 往復はがき・締切 11/26㈮
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

キッズチャレンジ!!親子絵手紙風年賀状づくり講座 日程 12月19日日 10:00～12:00（全1回）
会場 七里コミュニティセンター 見沼区親子で、絵手紙風年賀状づくりを体験してみよう

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生と保護者　　定員  5組10人　　申込み  往復はがき・締切 12/10㈮
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

キッズ学びの広場　冬休み書初め講座 日程 12月25日土 10:00～11:30（全1回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区地元高校書道部を講師に迎え小学生対象の書初め講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 11/26㈮
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
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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

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（市民活動支援施設を含む）

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
11月の休館日…8日・22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
11月の休館日…8日・22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
11月の休館日…1日・8日・15日・22日・29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
11月の休館日…10日・24日11月の休館日…1日・8日・15日・22日・29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
11月の休館日…1日・8日・15日・22日・29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
11月の休館日…15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 11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/10/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

4木 読書バリアフリーに向けた
図書館サービス研修

さいたま市文化センター
小ホール 10:00 無料 埼玉県立久喜図書館

0480-21-2659

6土

フィーリンのラカトンパーン プラザイースト
ホール 14:00

大人1,000円
小学生以下500円
（全席指定）

プラザイースト
048-875-9933

第７回中学生・高校生
アンサンブルコンテスト

プラザウエスト
さくらホール 10:30 入場自由・無料 一般社団法人吹奏楽教育協会事務局

090-3098-9212

リベラル・アンサンブル・オーケストラ
第13回演奏会

さいたま市文化センター
大ホール 18:00 S席1,500円

A席1,000円（全席指定）
リベラル・アンサンブル・オーケストラ
担当  小島
070-3296-8624

7日 第７回中学生・高校生
アンサンブルコンテスト

プラザウエスト
さくらホール 10:30 入場自由・無料 一般社団法人吹奏楽教育協会事務局

090-3098-9212

13土
松井咲子・淑徳与野
ジョイントコンサート

さいたま市文化センター
小ホール 13:30 2,000円（全席指定） さいたま市文化センター

048-866-3171

アイ音楽教室　秋の発表会 プラザイースト
映像シアター 13:00 入場自由・無料 アイ音楽教室

048-874-0147

21日
Shining Hearts’ Party19 さいたま市文化センター

大ホール 14:00 無料
NPO法人 子育て応援隊むぎぐみ
担当  島村　　　　　　　　
090-8487-0364

第8回さいたま伝統芸能
普及フェスティバル

プラザイースト
ホール 13:00 入場自由・無料 プラザイースト

048-875-9933

23火 コスモスカイオーケストラ
第9回定期演奏会　東京公演

さいたま市文化センター
大ホール 17:30 無料

コスモスカイオーケストラ
担当  袴田
090-3542-5569

28日 シネマパラダイス
「おまえうまそうだな」

プラザイースト
ホール 10:00 事前申込制 プラザイースト

048-875-9933
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

10月30土
▼

11月14日
大宮工房館まつり・活動サークルの作品
展示と体験会・前期

大宮工房館
全館 10:00▶16:00 入場自由・無料

（体験会は有料）
大宮工房館
048-645-3838

11月1月
▼

11月20土
東大宮地域５館連携事業

「伝統と自然の写真展」
東大宮コミュニティセンター
ロビー 9:00▶17:00 入場自由・無料 東大宮コミュニティセンター

048-667-5604

11月４木
▼

11月７日
熊谷組悠友会北関東支部
文化祭

氷川の杜文化館
展示場

10:00▶17:00
4日は13:00から
7日は15:00まで      

入場自由・無料
熊谷組悠友会北関東支部
担当  大田
0480-22-9738

11月７日
▼

11月13土
人間の活動を写す

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
7日は11:00から
13日は15:00まで

入場自由・無料
退職会員互助制度写真クラブ
担当  草刈
048-665-3201

11月14日
▼

11月21日
第47回東浦和美術展 プラザイースト

第１・２展示室
10:00▶17:00
21日は16:00まで 入場自由・無料 東浦和美術クラブ事務部

048-885-3423

11月16月
▼

11月30木
地域児童作品展 大宮工房館

３Fロビー 10:00▶16:00 入場自由・無料 大宮工房館
048-645-3839

11月20土
▼

12月５日
大宮工房館まつり・活動サークルの作品
展示と体験会・後期

大宮工房館
全館 10:00▶16:00 入場自由・無料

（体験会は有料）
大宮工房館
048-645-3838

11月22月
▼

11月27土
厚年浦和写真クラブ作品展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶17:00
22日は12:00から
27日は15:00まで

入場自由・無料
厚年浦和写真クラブ
担当  岸野　　
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）

11月25木
▼

11月29月
宮原コミセン展示まつり2021

宮原
コミュニティセンター
多目的ホール

10:00▶16:30
25日は12:00から
29日は15:00まで

入場自由・無料 宮原コミュニティセンター
048-653-8558

※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

さ ット 座ポ 講 ＮＰＯや市民活動を行っている方、または始めようと考えている方が参加できる無料の講座です

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
開催日時  11月4日㈭・11日㈭・18日㈭・25日㈭　①15:00～　②16:00～　③17:00～　④18:00～
対象・定員  市民活動団体・各1団体　申込方法  当日、来館にて受付（先着順）

クリスマス飾り de 活動紹介パネル展
クリスマス飾りで市民活動を広く社会にPRするパネル展に参加する団体を募集します
開催日時  12月5日㈰～25日㈯　準備：12月4日㈯　9:00～15:00　片付：12月26日㈰　9:00～17:00
対象・定員  市民活動団体・各10団体　申込方法  11月9日㈫10:00から電話・メールにて受付（先着順）

会計相談
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
開催日時  11月19日㈮　各回1時間程度　①13:00～　②14:15～　③15:30～　対象・定員  市民活動団体・各1団体
申込期間  11月5日㈮～12日㈮　申込方法  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。【申込書】さいたま市市民活動サポートセンターにて配布、さポットホームページからダウンロード

パソコンではじめるZoom講座
自分のパソコンを使って、オンライン会議ツールZoomの使い方が学べる講座を開催します
開催日時  11月7日㈰・14日㈰　14:00～16:30（全2回）　定員  15人　申込方法  電話・メールにて受付中（先着順）
その他  持ち物：パソコン（Windows10、Wi-Fi及びカメラ内蔵、日頃使用するメールが受信可能）・筆記用具
※詳しくは当センターまでお問い合わせください

絵が描けなくても大丈夫！ グラフィックレコーディング講座
会議や対話を絵や図などのグラフィックで見える化して記録するグラフィックレコーディングが学べる講座を開催します
開催日時  11月27日㈯・28日㈰　14:00～16:30（全２回）　定員  15人　申込方法  電話・メールにて受付中（先着順）
その他  持ち物：筆記用具

みんなの気持ちがグッと高まるミーティングの基本講座
ミーティングの基本や、オンラインでも活用できるミーティングのコツを事例から学べる講座を開催します
開催日時  12月4日㈯　14:00～16:30（全１回）　定員  15人　申込方法  電話・メールにて受付中（先着順）
その他  持ち物：筆記用具

フードドライブ窓口
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
内容  市民の皆様から食品をお預かりし、「特定非営利活動法人
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。
対象・定員  どなたでも　持ち込み方法  来館
その他  受付の専用BOXでお預かりします

寄付できる食品の条件  •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
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チ ャ レ ン ジ

Challenge

伝統芸能体験教室
「お囃子（おはやし）」を体験し、伝統芸能普及フェスティバル内で発表をします

募 集
参 加 者

開催日時・会場  11月21日㈰　13:00～16:00　プラザイースト　ホール
 11月14日㈰　13:00~15:00・20日㈯　10:00~11:00
 21日㈰　11:00～16:00（全3回）
 プラザイースト フィットネスルーム・ホール

対象・定員  小学2年生以上の方　10人
参加費  小・中学生500円、高校生以上1,000円

応募方法 　氏名・年齢・電話番号をメールにて送信いただくか、電話又
は窓口にてお申し込み下さい。

申込み先 Ｅ pla-e@saitama-culture.jp
 「伝統芸能体験教室　参加希望」まで

締切日 　10月29日（金）必着
お問合せ 　プラザイースト　TEL：048-875-9933

練習日時・
会場

URL　https://lin.ee/euusFoK

@975qwyoo

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SaCLa８月号の「Kids meet Jazz ！サイン色紙」プレゼントの当選者は戸井田　宣太郎 
様・門井　英明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『奥田弦ジャズコン
サート　夢弦JAZZ　feat.武嶋聡』（2月
19日(土)14時・会場:さいたま市文化セン
ター 小ホール）に出演される奥田 弦さん
のサインを抽選で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⑤11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「奥田
　弦サイン」プレゼント係までご応募ください【締切:11月15
日（月）必着】。当選者は、SaCLa2月号にて発表いたします。
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友だちになろう！

SNS も CHECK！
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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！


