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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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今月のArtist Interview は令和４年３月13日（日）プラザウエストで開催される
『お茶のみ落語　ホール編』へ出演いただく三遊亭鬼丸さんと三遊亭天どんさん
です。プラザウエスト和室にて開催しているお馴染み『お茶のみ落語』が三遊亭
一之輔さんをゲストに迎え、ホールで開催されます。

Artist
Interview

落語家

三遊亭鬼丸
S A N Y U T E I  O N I M A R U

落語家

三遊亭天どん
S A N Y U T E I  T E N D O N

三遊亭鬼丸（さんゆうてい　おにまる）
生年月日：1972年8月31日
血液型：A型
出身地：長野県上田市
平成９年	１月　三遊亭圓歌に入門し内弟子となる　前座名「歌ご」
	 ５月　上野鈴本演芸場で初高座
平成12年	６月　二つ目昇進「きん歌」に改名
	 ９月　地元上田にて600人集め「二つ目昇進披露興行」を行う
	 10月　内幸町ホールにて「名人会」をもじった「タロ人会」という独演会を開始
平成14年　　　若手落語家ユニット「大江戸台風族」結成
平成15年	２月　日本橋若手演芸大賞受賞
	 10月　北とぴあ若手落語選手権特別奨励賞受賞
平成16年	１月　大江戸台風族「JUGEM」で徳間ジャパンよりCDデビュー
	 ５月　浦和にて「浦和タロ人会」開始
	 ７月　「JUGEM」がフジテレビ「こちら葛飾区亀有前派出所」のエンディン

グテーマになる
平成17年	10月　信州上田観光大使に就任
平成18年	３月　第５回さがみはら若手落語家選手権優勝
平成21年	11月　NHK新人演芸大賞入選
平成22年	秋　　「三遊亭鬼丸」襲名にて真打ち昇進
平成29年	４月　彩の国シニア応援大使就任
	 ６月　芸歴20周年記念公演「鬼フェス」開催　大宮ソニックシティ大ホール

にて2500人満員
	 秋　　芸歴20周年記念ツアー１都６県15カ所　「鬼タビ」にて延べ4000人
令和２年	３月　彩の国落語大賞　受賞

三遊亭天どん（さんゆうてい　てんどん）
生年月日：1972年8月12日
血液型：O型
出身地：東京都東久留米市

平成９年　	 三遊亭圓丈に入門　前座名「天どん」
	 ９月　14日　初高座　池袋演芸場「からぬけ」
平成13年	５月　二ツ目昇進
平成19年　	 第17回「北とぴあ若手落語家競演会」北とぴあ大賞　受賞
平成25年	９月　下席（21日）より　真打昇進
平成26年	４月　平成25年度　国立演芸場花形演芸大賞　銀賞受賞
平成27年	５月　平成26年　にっかん飛切落語会　飛切落語大賞　奨励賞　受賞

【学歴】埼玉大学教育学部　卒業
【特技】タイ古式マッサージ（ユティカ認定）
【紋】三ツ組橘
【得意な噺】古典落語：粗忽長屋・妾馬など
　　　　　再編家族	・初めての確定申告など
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16ページにプレゼントのお知らせがあります!

お茶のみ落語
ホール編

お茶のみ落語のホール編は春風亭一之輔を
ゲストに招き開催します。

1月8日（土）10:00より発売開始 
※1月9日（日）9:00より窓口にて販売も可

令和
４年  3月13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）

2,500円（全席指定）　未就学児不可

友の会料金　2,000円　　先行予約日　1月5日水

©キッチンミノル

一之輔さんはプラザウエストのご出演は初めてですね。
天どん——一之輔さんとは二
人会をやっていますが、彼
には頭が下がりますよ。彼
は二ツ目のときは月に二席
覚えていましたから。人一
倍の努力をしていることも
感じますが、それ以上に、
本当に落語が好きなんだな
と思います。

鬼丸——一之輔さんは全国の
ホールをお客様でいっぱい
にします。人気も実力も同世代の噺家の中じゃ、群を抜いてい
ますよ。なかなか、あそこまで努力できないです。だから、並
の芸人じゃないよな、と思います。

3月に開催される『お茶のみ落語　ホール編』に向け、会場
のプラザウエストでは入念に準備を進めているところですが、
現在、寄席は日常を取り戻していますか。
鬼丸——完全に元通りとはいきませんが、7割くらいは戻りまし
たかね。落語界は他の文化団体と違って、出演者は一人だから
密になりにくいし、比較的早く再開されたかと思います。クラ
ウドファンディングなんかもやってメディアにも取り上げてい
ただきました。それでも本当に大変なウイルスが蔓延していた
中、無理やり開催して、そこで何かあったときの責任の所在を
問うのも難しい状況でしたから、中止は仕方ないと諦めるしか
ありませんでした。寄席が開けないあの状況に再開はいつにな
るのか、心待ちにしてくださっていたお客様の気持ちが唯一の
救いでした。

さいたま市のお客様も『お茶のみ落語　ホール編』を心待ち
にしていらっしゃいます。皆様にメッセージをお願いします。
天どん——昨年は中止になってしまった『お茶のみ落語　ホール
編』ですが、今年は皆様にまた、笑っていただけそうです。ぜ
ひ会場に足を運んでいただきまして、楽しい時間をお過ごしく
ださい。お待ちしています。

鬼丸さんは『SaCLa』に度々ご登場いただいていますが、天
どんさんは初登場になりますね。新作落語を中心にご活躍さ
れていらっしゃいますが、創作はいつごろから始めたのですか。
天どん——埼玉大学で落研（落語研究会）に所属していました。そ
のころから新作を少しずつ書き貯めていて、卒業してからは新
作の会に足を運びつつ、落語家を目指そうか迷いに迷って‘96
年の4月に三遊亭圓丈師匠のところに入門させていただきまし
た。新作じゃ、圓丈師匠が光っていましたから。鬼丸さんは同
い年で仲良くしていますが、僕が少し後に入門しましたから、
先輩になります。いつも昼間からラジオに出演されて、元気な
人だなぁ、と思います。僕は古典落語もやらせていただいてい
ますが、新作との世界観の違いは感じますね。それぞれの良さ
はありますが、古典はフォーマットがあるから、まるでお釈迦
さまの掌で遊ばせていただいているような感覚です。もともと
噺の力や、筋も面白く完成されているから、きちんと稽古して
準備をすればそれなりの点数が取れます。とは言ってもその
先は、噺家の腕のみせどころですがね。それに比べて、自分で
創った新作は全て自分の責任になる。準備するのも自分、面白
くなるも滑るも自分。だから、その分やりがいはあります。今、
新作を150席くらい持っているから、がむしゃらに書かないで
もなんとかなるかもしれないけれど、それじゃ、芸がない。日
常のちょっとした出来事を噺に落とし込む作業が面白いから、
10年後も書き続けていたいです。創作に拘わりつつ、そうは
言っても古典だってきちんと修行してないと薄っぺらな芸にな
る。僕ら真打ちは、高座で滑っちゃいけない。だから新作にし
ても古典にしても繰り返し稽古します。油断しちゃいけないも
のです。

鬼丸——二ツ目のうちは、た
どたどしくてまだ経験も浅
いから、今日は滑った…と
悔やむことが、正直ありま
した。でも真打ちになった
ら、それじゃあ駄目です。
僕らの看板でお客様が足を
運んでくださって、喜んで
帰っていただく。絶対にそ
の期待は裏切っちゃいけま
せん。滑ったらお客様の時
間もお金も無駄になります。それはプロとしていけませんから、
戒めを受けることになります。キャリアを積めば通りいっぺん、
出来るようにはなります。でも、そこでもっと準備して完璧な
状態にすれば、もっと出来た、かもしれないという後悔は常に
あり、だからそんな席にしないよう入念に準備を重ね、稽古し
ます。高座に上がるまでそんな思いの連続です。僕はさいたま
市在住で、有難いことにご縁あって、毎年こちらの心地良い雰
囲気の和室やさくらホールで寄席をやらせていただいています。
ネタおろしする時なんかもここで出来たら、ほかでも挑んでみ
ようと、背中を押してくれるホールです。今回の「お茶のみ落
語　ホール編」は一之輔さんが来るので楽屋も楽しくなりそう
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。

デュオ・デ・ローズ
Ｎew Ｙｅａｒ Ｃｏｎｃｅｒｔ

新たな年の幕開けをピアノとチェロの演奏で
お楽しみください。

令和
4年  １月30日日　開演 13：30
東大宮コミュニティセンター　ホール
3048-667-5604（9:00〜17：00）

500円（全席自由）　未就学児不可

デュオ・デ・ローズ

狂言鑑賞会

解説付きの狂言鑑賞会を開催します。

令和
4年  ２月20日日　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間
3048–648–1177（9：00〜19：00）

2,000円（全席指定）　未就学児不可

ギター奏者榎本大介による癒しの音色で、至福のひと時をお過ご
しください。

令和
4年  ２月13日日　開演 14：00
市民会館おおみや　小ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

500円（全席指定）　未就学児不可

ワンコインコンサートinおおみや
～ギターの響きに包まれて～
12月18日（土）10：00より発売開始
※12月19日（日）9：00より窓口にて販売も可

12月19日（日）10：00より窓口にて発売開始 令和4年１月１５日（土）１０：００より窓口にて発売開始

チケットは東大宮 
コミュニティセンター
窓口のみで販売

チケットは氷川の
杜文化館窓口のみ
で販売

©Masanobu Miyagi

撮影：政川慎治

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※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。

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）
宮原コミュニティセンター
3０4８-６５３-８５５８（９：００〜１7：０0）

プラザイースト
3０4８-８７５-９９３３（9:00〜21:00）

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）

片柳コミュニティセンター
3０4８-６８６-８６６６（９：００〜１7：０0）
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12〜13ページをご覧く
ださい。

※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。

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）

インターネットでご購入できる公演は
こちらのロゴが目印ですOK！

※発売日翌日から購入可

OK！
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ウエストで楽しめる名作オペラ
「カルメン」

12月25日（土）10：00より発売開始
※12月26日（日）9：00より窓口にて販売も可

子どもから大人まで、ワクワク胸躍るオペラの傑作、名作オペラ「カ
ルメン」をお楽しみください。

令和
4年  ３月４日金　開演 18：00
プラザウエスト　さくらホール
3048-858-9080（9:00〜21:00）

大人2,000円　小学生以下1,000円（全席指定）　未就学児不可

ケロポンズ・ファミリーコンサート 12月25日（土）10：00より発売開始
※12月26日（日）9：00より窓口にて販売も可

保育園や幼稚園で大人気の体操曲『エビカニクス』でお馴染みの
ケロポンズが市民会館いわつきにやって来ますよ！！
歌や体操など、魅力いっぱいのファミリーコンサートです。

令和
4年  ３月12日土　昼の部 13：00〜　夜の部 16：00〜
市民会館いわつき　ホール
3048-756-5151（9:00〜19:00）

大人2,000円　小学生以下500円（全席指定）
３歳以下膝上無料。但し、席が必要な場合は有料。

SaCLaアーツ Friday One Coin Concert Vol.42
～ピアノでオーケストラ！季節を愉しむ4手の響き～

令和
4年  ２月25日金　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）

500円（全席指定）　未就学児不可

「花のワルツ」「ボレロ」など、オーケストラ名曲の数々をピアノ1台、
YNPianoDuoの夫婦連弾でお届けします。

１２月２５日（土）１０：００より発売開始
※１２月２６日（日）９：００より窓口にて販売も可

岩槻映画祭（第6回）

岩槻映画祭実行委員会との協働により、映画
祭を開催します。

令和
4年  ２月12日土・13日日
開演 各9：50
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）　どなたでも

１２月１９日（日）10：00より発売開始�
※電話にて予約も可

チケットは市民会館
いわつきのみで販売

ものまねエンターテイメント　コロッケコンサート
「勝手にやってすみません」４０th Anniversary

公演当日、笑いすぎによる、シワの増加、ストレス解消、寿命
延長、ダイエット効果等が出てしまっても責任は持てませーん！
でも、見終わった後は、幸せ一杯になっているでしょう

12月23日（木）10：00より発売開始�
※12月24日（金）9：00より窓口にて販売も可

令和
4年  ３月26日土
1部 開演13：30　2部 開演17：30
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

6,000円（全席指定）　5歳以上有料、
4歳以下膝上無料

コロッケ

OK！

OK！

OK！

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。 52022/1



プロのアーティストが公募により集まった子どもたちと打楽器バン
ドのコンサートを行います。

令和
4年  ３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）

1,500円（全席自由）　3歳以下膝上無料

さいたま子どもスーパーカッション
第１０回定期演奏会

令和4年1月15日（土）10：00より発売開始
※1月16日（日）9：00より窓口にて販売も可

友の会料金　1,000円

Ｒ
レ イ ボ ッ ク

ａｉＢｏＣ Ｈ
ホ ー ル

ａｌｌ オープニング記念コンサート
新日本フィルハーモニー交響楽団

R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC Ｈ

ホ ー ル
ａｌｌ（市民会館おおみや）のオープニング記念コンサート。指揮に

久石譲を迎えた新日本フィルハーモニー交響楽団による名曲を新たなホール
でお楽しみください。【演奏予定曲】久石譲　DA・ MA・SHI・絵／久石譲　
Spirited Away「千と千尋の神隠し」組曲／ベルリオーズ　幻想交響曲op.14
令和
4年  ４月３日日　開演 15：00
RaiBoC Ｈａｌｌ（市民会館おおみや）　大ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

Ｓ席6,000円　Ａ席5,500円　Ｂ席5,000円（全席指定）　未就学児不可

令和4年1月15日（土）10：00より発売開始
※1月16日（日）9：00より窓口にて販売も可

友の会料金　Ｓ席5,700円　Ａ席5,200円　Ｂ席4,700円
先行予約日　令和4年1月12日水～14日金各日10：00より発売開始

新日本フィルハーモニー交響楽団
ⓒRikimaru_Hotta

久石譲
©Omar Cruz

Ｒ
レ イ ボ ッ ク

ａｉＢｏＣ Ｈ
ホ ー ル

ａｌｌ オープニング記念コンサート
小山実稚恵ピアノリサイタル

R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC Ｈ

ホ ー ル
ａｌｌ（市民会館おおみや）のオープニングを記念し、小山実稚恵

によるピアノリサイタルを開催します。
【演奏予定曲】ピアノ・ソナタ 第31番 変イ長調 作品110（ベートーヴェン）、
ポロネーズ 第6番 変イ長調 作品53「英雄」（ショパン）　など
令和
4年  ４月９日土　開演 15：00
RaiBoC Ｈａｌｌ（市民会館おおみや）　大ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

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

令和4年1月22日（土）10：00より発売開始
※1月23日（日）9：00より窓口にて販売も可

友の会料金　S席3,700円　A席3,200円　B席2,700円
先行予約日　令和4年1月19日水～21日金10：00より発売開始

小山実稚恵
ⓒND CHOW

令和4年4月1日開館

令和4年4月1日開館

市民会館おおみや閉館事業
ありがとうコンサート

令和
4年  ３月13日日　開演 14：00
市民会館おおみや　小ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

500円（全席指定）　未就学児不可

令和4年１月１５日（土）１０：００より発売開始
※１月１６日（日）９：００より窓口にて販売も可

現在の市民会館おおみやを長年ご愛顧いただきました感謝の気持
ちを込めて、和楽器カルテット「サイタマティック」による箏・尺八・
三味線のハーモニーをお届けします。

サイタマティック

OK！

OK！

OK！

OK！
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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。

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

ザッキー＆メグムン

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

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。

友の会料金　3,300円

発売中

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

奥田弦©オフィス・トゥー・ワン 武嶋聡

OK！

劇団Liebe
「音楽劇オルゴール」

プラザイーストで立ち上げ、活動を行ってい
る劇団Liebe（リーベ）による完全オリジナル
新作音楽劇を行います。

令和
4年  ２月12日土・13日日
開演 各14：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

1,500円（全席自由）　未就学児不可

発売中

友の会料金　1,000円

OK！
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～

三遊亭円楽、瀧川鯉斗、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
SaCLaインフォメーションセンター
3048-866–4600（9:00〜17：00）

S席3,000円　Ａ席2,500円
（全席指定）　未就学児不可

三遊亭円楽 瀧川鯉斗

太神楽　翁家勝丸

友の会料金　Ｓ席2,500円� Ａ席2,000円

発売中

OK！

プラザイーストミュージックサロン
～うたのたび～

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P8へ。）

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

発売中

原田勇雅（バリトン） 齋藤亜都沙(ピアノ)

OK！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

車イス席のみ残席あり

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

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

木嶋真優 ©KINYA OTA（MILD）

発売中

友の会料金　3,000円

OK！

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。

OK！ OK！
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プラザウエスト　ロビーコンサート
「旅するアコーディオニスト」田ノ
岡三郎によるロビーコンサートを
開催します。気軽にお立寄りくだ
さい。
【出演】田ノ岡三郎
【問合せ】プラザウエスト
TEL：０４８－８５８－９０８０

令和
4年  １月17日月　開演 12：00
プラザウエスト　１階アトリウム

当日先着順・無料

岩槻Ｊａｚｚ ２０２１
岩槻Jazzとの協働により、ジャズ・
ライブを開催します。
【申込み方法】自由席：当日、直接、
会場へ。※指定席（無料）のご予
約は電話又は窓口にて（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

ビッグバンドジャズコンサート
埼玉県ビッグバンド連盟と協働し、
定期的に入場無料のジャズコン
サートを開催します。
【申込み方法】当日先着順
【問合せ】さいたま市文化センター
TEL：０４８－８６６－３１７１

令和
4年  １月15日土　開演 14：00
さいたま市文化センター　小ホール

定員�340人　未就学児不可
当日先着順・無料

地域のまつり写真展示
伝統文化継承事業　地域の神輿貸
してください！プロジェクトの一環
として鈴木自治会のまつり写真の
展示を行います。
【問合せ】
宮原コミュニティセンター
TEL：048－653－8558

令和
4年  １月16日日～29日土
9：00〜20：00
宮原コミュニティセンター　ラウンジ

観覧自由・無料

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.7
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）。
【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

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】日進公民館来館・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 中

（先着順）。【演奏】Sound　Bright　岩崎
まさみ(ソプラノ)・中里吉伽(ハープ)・ 岡村
加寿子（フルート）【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

初笑い寄席
せいぶん寄席で楽しもう

地元の噺家である「埼玉落語会」
をお招きし、寄席を開催します。
【問合せ】
西部文化センター
TEL：048－625－3851

令和
4年  １月22日土　開演 14：00
西部文化センター　多目的ホール

定員�100人　未就学児不可
当日先着順・無料　申込み不要

プレミアクラシックｖｏｌ.１３ 村治佳織ギターリサイタル
～Guitar is wonderful！～

国内外で活躍するギタリスト村治佳織がプレミア
クラシックに登場します！
クラシックギターの魅力を存分にご堪能ください。
【演奏予定曲】アルハンブラの思い出・イエスタ
デイ・禁じられた遊びから「愛のロマンス」　他

令和
4年  ２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）

4,000円（全席指定）　未就学児不可

村治佳織
©Ayako Yamamoto

発売中

友の会料金　3,800円

OK！
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

空飛ぶクラシック

発売中

OK！

イベント・無料公演
※会場等、お問合せにつきましてはP12〜13をご覧ください。

8 2022/1



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

Essay

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！」
　頰に当たる風が冷たく感じる季節となりました。本格的な冬の到来、
慌ただしい年末年始、食生活においては少し偏った時期でもあります。
飲食の機会が増え、睡眠や運動など疎かになりがちです。体調管理に気
をつけて健康な身体を維持していきたいものです。
　今回は旨味成分豊富なアサリと冬が旬で鍋などに出番が多い緑黄色野
菜の春菊を使ったレシピをご紹介いたします。クラムチャウダーと春菊
のサラダです。
　クラムチャウダーとは小さめの具材がたっぷり入り、ややとろみのあ
るクリームスープやトマトベースの煮込み料理です。アメリカの東海岸
では名物料理として知られています。アサリはカルシウムやカリウム、亜鉛などミネラルが豊富です。旨味成分のタウリン
には、肝機能の促進やアルコール障害の改善、血液をサラサラにする効果もあります。また今回は牛乳を使用し、鉄分やカ
ルシウムの吸収が助けられ、相乗効果も発揮します。
　春菊は緑黄色野菜の中でも、抗酸化作用が高く、体内でビタミンＡに変わるβ-カロチンは皮膚や粘膜の健康を保ちビタ
ミンCやカルシウム、鉄分、そして葉酸も含まれています。春菊独特の香りは免疫力を高めたり、胃腸の調子を整え、咳を
鎮める効果があります。
　まだまだ寒い日々が続きますが、体の芯から温まるスープで、ほっとしたひとときをお過ごしください。

・アサリ 殻つき500ｇ
（または缶詰）

・じゃがいも 150ｇ
・玉ねぎ 150ｇ

・にんじん 100ｇ
・セロリ 50ｇ
・ベーコン 4枚
・バター 20ｇ

・小麦粉 大2
・水 300ｃｃ
・コンソメ 1個
・白ワイン 100ｃｃ

・牛乳 300ｃｃ
・パセリ（きざみ） 適量

・春菊 1袋（150ｇ程）
・にんじん 50ｇ（千切り）

・ベーコン 3枚
・食パン（8枚切り） 1枚

・オリーブオイル 大3
・塩コショウ 少々

・レモン汁 大1

【材料】

【材料】

【作り方】

【作り方】

①アサリは砂出しをし、殻をこすり合わせ洗う。玉ねぎとじゃがいも、にんじん、セロリ、ベーコンは各々角切りにする。じゃがいもは
水にさらした後、水気を切っておく。

②鍋にアサリ、白ワインを入れ、中火にかけフタをして蒸し煮に、殻から身をはずし煮汁を残しておく。
③フライパンにバターを入れ、溶けたらベーコンを加えて炒め、玉ねぎ、にんじん、セロリを炒め、玉ねぎがすき通ってきたら、じゃが

いもを加えて炒める。
④小麦粉を振り入れ、全体に馴染ませ、弱火で2、3分炒める。水、コンソメ、②で残した煮汁を加え、中火で10分程煮る。
⑤アサリ、牛乳を加え、10～15分程煮込む。
⑥塩コショウ少々で調味し、器に注ぎ、きざんだパセリを散らす。

①ベーコンは3ｃｍ幅に切り、食パンは1.5ｃｍの角切りにする。
②フライパンにオリーブオイルを熱しベーコンを炒め、脂がでたら食パンを加え、きつね色に炒める。
③春菊の葉を取り、茎は斜めうす切りにして、水洗いをし、水気を切る。にんじんは千切りにする。
④ボールに春菊とにんじん、ベーコン、パンを入れ、塩コショウ、レモン汁で調味する。

●具たくさんのクラムチャウダー

●春菊のサラダ



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
日本画講座 日程 令和

４年1月12日水～2月16日水　14:00～16:00（全6回）
会場 プラザイースト 緑　区初心者を対象とした日本画講座を開催します

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 12/22㈬
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

フリー陶芸　５ 日程 令和
４年1月15日土・29日土　13:00～15:00（全2回）

会場 大宮工房館 大宮区土に触れる楽しさを感じる講座です
費用  1,000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 1/7㈮
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 令和
４年2月18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 1/14㈮
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

フラワーアレンジメント講座 日程 令和
４年2月27日日　10:00～12:00（全1回）

会場 プラザウエスト 桜　区フラワーアレンジメントの講座を開催します
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 1/14㈮
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

四季の電動ろくろ講座　春 日程 令和
４年2月24日木・3月3日木・17日木　13:00～15:00（全3回）

会場 大宮工房館 大宮区季節にあわせた器を電動ろくろを使って作陶する講座です
費用  1,500円　　 対象  市内在住・在勤・在学の陶芸経験のある方　　 定員  8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 2/5㈯
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

　暮らしと社会
普通救命講習Ⅲ 日程 令和

４年1月26日水　10:00～12:00（全1回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区小児・乳児に対する心肺蘇生法、AEDの取り扱いなどを行います

費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学の中学生以上の方　　定員  15人　　申込み  電話・12/27㈪ 9:00～
その他  問い合わせ・申込みは、市消防局救急課☎︎833-7921（土・日・祝を除く、9:00～17:15）、市HPから電子申請による申込みも可能（いずれも先着順）
※受付時に検温等を行うため9:40までに集合・マスク着用必須。
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
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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。

　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 日程 令和

４年1月20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  7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  マスクを着用必須
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

わくわくサッカー体験 浦和東高等学校とのサッカー交流会 日程 令和
４年1月22日土 ①13:30～14:30 ②15:00～16:30（各全1回）

会場 美園コミュニティセンター 緑　区サッカー部の高校生がアシスタントコーチとして練習やミニゲームを行います
費用  1組200円　　対象  ①市内在住・在学の小学1・2年生とその保護者②市内在住・在学の小学3・4年生とその保護者　　定員  各15組30人
申込み  往復はがき・締切 12/22㈬　　その他  参加希望時間（①・②）・学年を明記
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

親子すくすくタイム「創造性を育む色遊びと粘土アート」 日程 令和
４年1月26日水・2月2日水・9日水 10:00～11:30（全3回）

会場 西部文化センター 西　区色遊びや粘土で作品作りをして、お子さんの創造性を育みます
費用  1,200円　　対象  2歳以上の未就園の子どもと保護者　　定員  6組　　申込み さいたま市生涯学習情報システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・1/4㈫～16㈰
問合せ  〒331-0823 さいたま市北区日進町2-1195-2 さいたま市立日進公民館　☎︎ 048-663-6611

子ども茶道講座 日程 令和
４年2月5日土・12日土 10:00～11:30（全2回）

会場 馬宮コミュニティセンター 西　区小学生を対象に茶道の基礎を学ぶ講座を開催します
費用  300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 1/19㈬　　その他  当選者は手続きが必要
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

子ども学びキャンパス講座～おいしいお菓子づくり講座～ 日程 令和
４年2月13日日 10:00～12:00（全1回）

会場 西部文化センター 西　区バレンタイン向けのスイーツを作る講座を開催します
費用  2,000円（材料費等）　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  6人　　申込み  往復はがき・締切 1/15㈯
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

親子お菓子作り教室 日程 令和
４年2月19日土 10:00～12:00（全1回）

会場 プラザウエスト 桜　区親子で簡単に作れるお菓子の作り方を学びます
費用  1組1,500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 1/14㈮
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

Let＇sタグラグビー 日程 令和
４年2月19日土 10:00～12:00（全1回）

会場 美園コミュニティセンター 緑　区ラグビーの基礎となるタグラグビーを体験します
費用  200円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  30人　　申込み  往復はがき・締切 1/20㈭
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

　技能・資格・教養
IT講座⑥～パワポを使って動画を作成しLINEで送ろう～ 日程 令和

４年2月6日日・13日日・20日日・27日日 13:00～16:00（全4回）
会場 プラザウエスト 桜　区パソコンを楽しみたいシニアへパワーポイントで動画作成を学びます

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 1/14㈮
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

饅頭作り講座 日程 令和
４年1月29日土 10:00～13:00（全1回）

会場 与野本町コミュニティセンター 中央区手作りの饅頭を作ります
費用  500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 1/14㈮　　その他  持ち物:エプロン・三角巾・布巾
問合せ・送付先  〒338-0003 さいたま市中央区本町東3-5-43 与野本町コミュニティセンター　☎︎ 048-853-7232

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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（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧

3・6０４８‒８５２‒０１２１
上峰コミュニティホール

〒338‒0014　さいたま市中央区上峰2‒3‒5

案内図14

1月の休館日…1日～3日

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

案内図15

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒８３４‒０５７０　6０４８‒８３４‒０５８０
下落合コミュニティセンター
〒338‒0002　さいたま市中央区大字下落合1712
スカイレジデンシャルタワーズ ノースウイング301・401

案内図16

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒６８6‒８６６６　6０４８‒６８６‒２９９９
片柳コミュニティセンター

〒337‒0026　さいたま市見沼区染谷3‒147‒1

案内図 17

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒８８７‒６５６５　6０４８‒８８７‒７０９０
浦和コミュニティセンター

〒330‒0055　さいたま市浦和区東高砂町11‒1‒10F

案内図18

1月の休館日…1日～3日

3・6０４８‒８８６‒５８５６
南浦和コミュニティセンター

〒336‒0016　さいたま市南区大谷場2‒6‒25

案内図19

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒７５８‒１９８０　6０４８‒７５８‒１９８５
コミュニティセンターいわつき

〒339‒0057　さいたま市岩槻区本町1‒10‒7

案内図20

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒７５８‒６５００　6０４８‒７５８‒６５２１
岩槻駅東口コミュニティセンター

〒339‒0057　さいたま市岩槻区本町3‒1‒1

案内図21

1月の休館日…1日～3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
1月の休館日…1日～3日・24日

案内図 ４
3０４８‒８５８‒９０８０　6０４８‒８５８‒９０２０
プラザウエスト

〒338‒0835　さいたま市桜区道場4‒3‒1
1月の休館日…1日～3日・10日・24日

案内図 5

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

案内図 1

1月の休館日…1日～3日・11日・17日・24日・31日

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
1月の休館日…1日～3日・12日・26日

案内図 ２

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
1月の休館日…1日～3日・17日・24日・31日

案内図 ３

3０４８‒６２５‒３８５１　6０４８‒６２５‒２８８１
西部文化センター

〒331‒0052　さいたま市西区三橋6‒642‒4

案内図 8

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒６４５‒３８３８　6０４８‒６４５‒３８８１
大宮工房館

〒330‒0804　さいたま市大宮区堀の内町1‒577‒3

案内図❾

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒６４４‒３３６０　6０４８‒６４４‒３３６１
高鼻コミュニティセンター

〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒292‒1

案内図

3０４８‒６６７‒５６０４　6０４８‒６５４‒５５９４
東大宮コミュニティセンター

〒337‒0051　さいたま市見沼区東大宮4‒31‒1

案内図 6

1月の休館日…1日～3日 1月の休館日…1日～3日

❼

※1月11日（火）は、自家用電気工作物年次点検に伴い、午前中は全館停電と
なります。停電中は施設利用ならびに窓口業務を行っておりませんので、
予めご了承ください。

3０４８‒６８７‒３６８８　6０４８‒６８７‒３７０５
七里コミュニティセンター

〒337‒0014　さいたま市見沼区大字大谷1210

案内図11案内図 10

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒６５３‒８５５８　6０４８‒６５３‒８５４１
宮原コミュニティセンター

〒331‒0811　さいたま市北区吉野町2‒195‒1
1月の休館日…1日～3日

3０４８‒８５３‒７２３２　6０４８‒８５７‒１０９６
与野本町コミュニティセンター

〒338‒0003　さいたま市中央区本町東3‒5‒43

案内図12

1月の休館日…1日～3日

3・6０４８‒８５４‒８５８４
西与野コミュニティホール

〒338‒0005　さいたま市中央区桜丘2‒6‒28

案内図13

1月の休館日…1日～3日

※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。
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3０４８‒６４８‒１１７７　6０４８‒６４８‒１３１１
氷川の杜文化館

〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒262‒1
1月の休館日…1日～3日・17日

案内図26
3０４８‒８３５‒７４５０　6０４８‒８３５‒７４５３
恭慶館

〒330‒0061　さいたま市浦和区常盤9‒30‒5
1月の休館日…1～4日・11日・17日・24日・31日

案内図27

3０４８‒664‒1636
盆栽四季の家

〒331-0805　さいたま市北区盆栽町267-1

案内図28

1月の休館日…1日～3日

★はチケット取扱い施設
（取扱時間はP4をご覧ください）

さいたま市内
施設案内図
西　区：　　　　北　区：
大宮区：　　　　見沼区：
中央区：　　　　桜　区：
浦和区：　　　　南　区：
緑　区：　　　　岩槻区：

3０４８‒764‒8810　6０48‒764‒9310
美園コミュニティセンター

〒336-0967　さいたま市緑区美園4-19-1
1月の休館日…1日～3日

3０４８‒813‒6400　6０48‒887‒0161
さいたま市市民活動サポートセンター
〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町11-1
コムナーレ9F
1月の休館日…1日～3日

案内図25案内図 24

ふれあいプラザいわつき
老人憩いの家（シニア憩いの家）ふれあいプラザ
3０４８‒７５６‒６０００　6０４８‒７５６‒６０３６
〒339‒0005　さいたま市岩槻区東岩槻6‒6

案内図23

1月の休館日…1日～3日

3・6０４８‒６６４‒４０７８

日進公園コミュニティセンター

〒331‒0823　さいたま市北区日進町1‒312‒2

案内図22

※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 1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/12/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

10月
クラシック　バレエ　おさらい会 プラザイースト

ホール 要問合せ 入場自由・無料
PEONY BALLET GATE　
担当  杉山
080-3270-3516

みんなで楽しむ新春コンサート
浦和
コミュニティセンター
多目的ホール

9:45 入場自由・無料
音楽を楽しむ会
担当  山田
090-3570-1684

15土
シルクロード音楽の旅 プラザイースト

ホール 18:00 4,500円 エルファン
080-3711-5328

ビッグバンドジャズコンサート さいたま市文化センター
小ホール 14:00 入場自由・無料 さいたま市文化センター

048-866-3171

16日

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
ホール 14:00 3,000円（全席指定） プラザイースト

048-875-9933

家族でエンジョイ！
「ザッキー＆メグムンのBooBoo
サックス♪」

プラザウエスト
さくらホール 14:00

大人1,000円
小学生以下500円
（全席指定）

プラザウエスト
048-858-9080

17月 プラザウエスト　ロビーコンサート プラザウエスト
1階アトリウム 12:00 無料 プラザウエスト

048-858-9080

21金
コロナに勝った女性の歌、
ようやく発表できる時が来た。
(第23回)ふだん着の音楽会

プラザウエスト
さくらホール 18:30 事前申込制・無料 vocal_studio（ボーカルスタジオ）

048-834-3939

22土 アンダンティーノピアノ演奏会 プラザイースト
ホール 13:00 入場自由・無料

アンダンティーノピアノ教室
担当  財満
090-1796-2396

23日 三浦一馬×松本和将
スパークリングデュオ

さいたま市文化センター
小ホール 14:00 4,000円（全席指定） SaCLaインフォイメーションセンター

048-866-4600

29土 Singer's Cup プラザイースト
ホール 14:30 入場自由・無料 担当  船原

080-4731-9348

30日

第17回ウィンターコンサート
「夢の星音楽会」

プラザウエスト
さくらホール 13:30 入場自由・無料 プラザウエスト

048-858-9080

プラザイーストミュージックサロン
～うたのたび～

プラザイースト
ホール 14:00 1,000円（全席指定） プラザイースト

048-875-9933

デュオ・デ・ローズ
New Year Concert

東大宮
コミュニティセンター
ホール

13:30 500円(全席自由) 東大宮コミュニティセンター
048-667-5604
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

1月４火
▼

1月10月
第19回大宮「観」写真展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
4日は13:00から 
10日は16:00まで

入場自由・無料
大宮「観」写真クラブ
担当 藤野
048-543-2569

1月４火
▼

1月20木
東大宮地域５館連携事業
「伝統と自然の写真展」

高鼻
コミュニティセンター
ロビー

9:00▶17:00 入場自由・無料 高鼻コミュニティセンター
048-644-3360

1月５水
▼

1月８土
絵と絵手紙の展示会

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:00▶17:00
5日は13:00から
8日は16:00まで  

入場自由・無料
いきがい大学伊奈学園12期校友会
担当  大武
048-757-6809　

1月８土
▼

1月16日
ぐるりパネル展（冬シーズン）
～みなさんの活動を
ひろーく広報しましょう～

浦和
コミュニティセンター
ロビー

9:00▶17:00 入場自由・無料 浦和コミュニティセンター
048-887-6565

※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



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 談ポ 相 市民活動のための無料相談を行っています

ＮＰＯ、市民活動をしている方または市民活動を始めようと考えている方へ向け、無料イベントを開催し
ていますイ ントベ

さポット交流カフェ
「コロナでも楽しく市民活動！」をテーマに市民活動団体が繋がりあう交流会を開催します
開催日時 令和4年1月22日㈯　13:30～16:00　全1回　定員  30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　ファシリテーター：ゴーサインファミリー　堀山康行氏・関根美帆氏

NPOでの活動経験などを聞いてみよう！NPOと学生生活のススメ
近い年頃のゲストによる活動体験談を聞き、同じ想いを持った仲間と繋がり自分も活動してみませんか
開催日時 令和4年2月8日㈫　14:00~16:00　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　講師：NPO法人アクションポート横浜 代表理事　高城芳之氏

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 令和4年1月6日㈭・13日㈭・20日㈭・27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）

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 令和4年1月21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  令和4年1月7日㈮～14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
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1月13木
▼

1月17月
第９回埼玉建築文化賞作品展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶20:00
17日は16:00まで 入場自由・無料

一般社団法人埼玉建築士会
担当  川鍋　　
048-861-8221

1月16日
▼

1月29土
地域のまつり写真展示

宮原
コミュニティセンター
ラウンジ

9:00▶20:00 入場自由・無料 宮原コミュニティセンター
048-653-8558

1月18火
▼

1月22土
谷田孔版グループ展

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
18日は12:00から
22日は15:00まで

入場自由・無料
谷田孔版グループ　　　
担当  大高　
048-874-3294

1月21金
▼

1月23日
第23回埼玉一美会書道展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00

21日は11:00から 
23日は15:00まで 

入場自由・無料
埼玉一美会
担当  浅見
090-2725-0656

1月22土
▼

1月30日
ぐるりパネル展（冬シーズン）
～みなさんの活動をひろーく
広報しましょう～

プラザウエスト
ロビー 9:00▶17:00 入場自由・無料 プラザウエスト

048-858-9080

1月23日
▼

1月27木
光陽会埼玉支部展（絵画）

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
23日は12:00から
27日は16:00まで

入場自由・無料
光陽会埼玉支部
担当  西村
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）

1月24月
▼

1月30日
写真展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00

24日は13:00から
30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
担当  浜野
090-6022-6456

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information



お申込み
お問合せ

リリア･チケットセンター  048-254-9900(10:00～19:00)
インターネット予約
主催：（公財）川口総合文化センター JR京浜東北線・川口駅　西口直結

広告を掲載してみませんか！

問い合せ先　（公財）さいたま市文化振興事業団　事業課
　　　　  TEL 048(866)3467

 （受付時間：火～土曜日  9：00～17：00）

サイズ たて 5.2cm × よこ 9.5cm
募集枠 1枠 
料　金 1回 6,000円 ／ 年間（12回） 70,000円

に

チ ャ レ ン ジ

Challenge

グループ連携事業 「地域支援講座」認知症サポーター養成講座
認知症を学び地域で、支えよう

募 集
参 加 者

 令和4年2月19日㈯　14:00～
 片柳コミュニティセンター 第1・2集会室
対象・定員  市内在住・在勤・在学の16歳以上方　30人
参加費  無料
その他  筆記用具・飲み物・動きやすい服装

応募方法 　電話または、窓口
 生涯学習システム　Ｈhttps://gakushu.city.saitama.jp/
申込み先 　七里コミュニティセンター TEL 687-3688
 大宮工房館 TEL 645-3838
 東大宮コミュニティセンター TEL 667-5604
 片柳コミュニティセンター TEL 686-8666
 高鼻コミュニティセンター TEL 644-3360
締切日 　令和4年1月15日㈯
お問合せ 　申込先各施設

開催日時・
会場

ぐるりパネル展(春シーズン） ～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、地域のインベント広報・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

 令和4年2月5日㈯～　岩槻駅東口コミュニティセンター
 2月19日㈯～　大宮工房館
 3月5日㈯～　下落合コミュニティセンター
 3月19日㈯～　宮原コミュニティセンター
対象・定員  活動をPRしたい個人・団体・サークル20団体
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。
(先着順・定員になり次第締切)

申込み先 　各コミュニティ施設
締切日 　令和4年1月15日㈯必着
お問合せ 　各コミュニティ施設(連絡先は、P12・13をご覧ください。）

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
⬆

今月号の表紙を飾る『お茶のみ落語ホール編』
（令和４年３月１3日(日)14時・会場：プラザ
ウエスト）に出演される三遊亭鬼丸さん、三
遊亭天どん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⑤1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「お茶のみ落語ホール編サイン色紙」」プレゼント係
までご応募ください【締切:1月14日（金）必着】。当選者
の発表は、SaCLa4月号にて発表いたします。
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LINEで
友だちになろう！


