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高口かれん

山本  裕

船木こころ

木村菜津子
植川  縁

小出稚子

今月のArtist Interviewは8月26日（金）
さいたま市文化センター小ホールで開
催される「SaCLaアーツ Friday One 
Coin Concert Vol.43～親子で楽しも
う！音楽とダンスのどうぶつ音楽会～」
にご出演いただく、「どうぶつおんがく
たい」の高口かれんさん、小出稚子さ
ん、木村菜津子さん、植川縁さん、山
本裕さん、船木こころさんの6人です。
グループ結成のきっかけや本公演の見
どころについてお伺いしました。

Artist
Interview

山本裕（ダンス・振付） 
現代舞踊協会制定新人賞、ダンスプラン賞、埼玉
全国舞踊コンクール第1位、チェコのNew Prague 
Dance Festivalにてダンスシアター賞など多数受
賞。文化庁新進芸術家海外研修員制度でオランダに
1年間留学。ヨーロッパやアジアのフェスティバル
より招待、ゲスト出演している。2019年、2020年
にはオン・ステージ新聞の新人振付家ベストに選出。

船木こころ（ダンス・振付）
玉川大学芸術学部卒業。
現代舞踊協会新人賞。全国舞踊コンクール等第1位
多数受賞。
文化庁新進芸術家海外研修員（オランダ）。
B'z稲葉浩志「Oh my love」、カノエラナ「セミ」MV、
ポルノグラフィティ「フラワー」ジャケットモデル、
FUJIFILM化粧品"ASTALIFT"アジア市場のCMなど
様々なシーンで活動。

植川縁（サクソフォン） 
リヨン地方音楽院（フランス）アムステルダム音楽院

（オランダ）ゲント王立音楽院（ベルギー）にてサクソ
フォン、現代音楽を学ぶ。
クラシック・現代音楽の演奏と並行し、児童養護施
設での即興ワークショップや日本音楽即興学会での
研究発表など即興演奏家としても活躍している。

木村菜津子（ピアノ） 
長崎県出身。武蔵野音楽大学、同大学院修了後にオ
ランダに渡り、アムステルダム音楽院にてモダンピ
アノを学ぶ。アムステルダムを拠点に、Natsuko 
Hara Music Schoolを開設、日本教育実践センター
ではEnglish music講師として幼児を中心にレッスン
を行う。オーストリア、ドイツ等のマスタークラス
に参加する他、多数の演奏会に出演する。現在音楽
教室、高等学校非常勤講師にて後進の指導にあたる。

小出稚子（鍵盤ハーモニカ、作曲・編曲）
東京音楽大学、同大学院修了後、渡蘭。文化庁、ロー
ム・ミュージック・ファンデーション奨学金、デン・
ハーグ王立音楽院特待生奨学金を受けアムステルダ
ム音楽院、デン・ハーグ王立音楽院を最優秀の名誉
付きで修了。第17回芥川作曲賞、第76回日本音楽
コンクール作曲部門第2位及び聴衆賞、第18回出光
音楽賞等受賞。

高口かれん（打楽器）
国立音楽大学を首席で卒業、ベルギー王立アント
ワープ音楽院大学院を首席で修了。
第13回KOBE国際音楽コンクール、New Tenuto
音楽コンクール（ベルギー）、第4回ヨーロピアン音
楽コンクール室内楽部門（イタリア）第1位。
1st solo CD「Feel the Sunlight」が、レコード芸術
準特選盤、音楽現代推薦盤に選出。
桜美林大学、長野県小諸高校音楽科非常勤講師。
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16ページにプレゼントのお知らせがあります!

SaCLaアーツ Friday One Coin Concert Ｖｏｌ.４3
～親子で楽しもう！音楽とダンスのどうぶつ音楽会～

動物をテーマにした歌とダンスと演奏をお
届け！０歳から大人まで楽しめます。

【演奏予定曲】 たぬきつつきりん、 
ペンギン・カタログ他

6月18日（土）より発売開始 
※6月19日（日）9：00より窓口にて発売も可

8月26日金　開演 ①13:00　②15:00
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（全席自由）　３歳以下膝上観賞無料。但し、席が必要な場合有料。

「どうぶつおんがくたい」結成のきっかけを教えてください。
小出——私たちは全員ヨーロッパに留学していた時期が重なって
いて、そのときに知り合いました。留学先ではメンバーそれぞ
れが子ども向けの文化芸術における日本と海外の差をまざま
ざと感じたのです。大人が「子どもの趣味趣向や理解できる範
囲」を勝手に線引きしその範囲内で作られたコンサートではな
く、プロの芸術家が手加減や忖度なしに自身の芸術的好奇心を
思いっきり直接子どもにぶつけてくるコンサートを作る現場を
見て、私たちもそういうことを日本でやってみたいなと思った
のです。

木村——子ども向けのコンサートをやるにあたって、親しみやす
い動物に関連する曲目を披露することにしました。メンバーの
多くが留学していたオランダでは音楽とダンスのコラボレー
ションが盛んだったので、音楽とダンスを組み合わせた今のメ
ンバー編成になりました。

「日本と海外の差を感じた」とのことですが、子ども向けの作品に
おける日本と海外の違いはどういうところですか。
植川——以前オランダで子ども向けの
ミュージカルを鑑賞したんですが、ス
テージ構成がすごく面白くて。背景の絵
を変える人や舞台袖で人形を動かしてい
る人の姿を舞台後方のスクリーンに映し
て、舞台の裏側がどうなっているのかを
種明かししながら進める作品だったんで
す。子どもたちに対して制作の裏側を包
み隠さずに披露するところが良いなと思いました。日本だと裏
側を隠して、完成された分かりやすいところだけを見せる作品
が多いので、そういうのが海外の作品は面白いですね。

木村——どうしても日本のコンサートでは
大人が子どもに演奏やダンスを披露する
ことが主流になってしまって、子どもは
静かに鑑賞するという場面がよく見受け
られます。私たちのコンサートでは来場
してくれたお子様たちにも一緒に踊るな
ど自由に参加してくれたら嬉しいです。

高口——私はこれまでに日本全国の幼稚園
や小学校などでコンサートに出演したのですが、流行りのアニ
メの曲をリクエストされることがすごく多かったんです。流行
りの曲は確かに盛り上がりますが、いつか必ず古くなってしま
うという側面もあります。私たちは童謡や古楽も独自のアレン
ジを加えて楽しんでもらえるように工夫しています。

皆さんの文化芸術に対するお気持ちがひしひしと感じられます。
今回の公演はどのようなプログラムを予定していますか。
小出——お子様はもちろん、大人や保護者
の方でも楽しめるような作品を用意して
います。例えば『ペンギンカタログ』とい
う曲は、およそ18種類いるといわれて
いるペンギンを、カタログのように種族
ごとに紹介するという組曲です。泳ぎが
得意なペンギンもいれば、攻撃的なペン
ギンもいたり、その性格や習性は様々で
す。その種族ごとの違いを音楽やダンスに落とし込んで披露し
ます。有名なエンペラーペンギンやSuicaのキャラクターでお
馴染みのアデリーペンギンも曲中に登場するので、皆さんに楽
しんでいただけると思います。

植川——クラシックにも動物をテーマにした素敵な曲が多いんで
す。ビーバー作曲の『描写的なソナタ』では、カッコウ、雄鶏と

雌鶏、カエル、猫などが出てきますし、フォーレ作曲の『キティ
ワルツ』はキティという名前の犬がテーマになっています。

山本——『キティワルツ』はダンスにも注目
してくれたら嬉しいです。僕が犬のキ
ティ、船木さんがその飼い主の少女を
演じます。はじめは生まれたばかりのキ
ティが産まれたて→思春期→中二病→青
年と次第に成長し、少女と絆を深めてい
くストーリー仕立てになっています。僕
自身も犬の一生を体感しているような感
覚で、毎回楽しみながら踊っています。

船木——その他の曲でも動物の動きを真似ながら、ダンスを披露
するので注目していただきたいです。

多種多様なプログラムは、お子様はもちらん、大人の方にもきっ
と楽しんでいただけますね。改めて今回の公演への意気込みをお
聞かせください。
高口——私たちの公演はお子様がぐずって
も大丈夫ですし、途中退場や客席の範囲
内で動いてもらうのも問題ありません。
ぜひ一緒に踊りましょう。私たちが披露
する音楽は常に新しく、いくら時が経っ
ても古くならないと思うのでお子様には
自由にイマジネーションを働かせて楽し
んでいただきたいです。

山本——「本気で子どもと向き合う」ということを改めて意識して
公演に臨みます。私たちはお客様が大人だろうが子どもだろう
がいつだって本気です。その姿を見ていただくことで子どもも
大人も分け隔てなく楽しめる公演になるのではないかと思いま
す。演奏も踊りも素晴らしいメンバーでやらせていただくこと
を心から嬉しく思っています。ぜひ私たちのレパートリーの面
白さをお届けできたらと思います。

船木——様々な曲があって、その曲中に多
くの動物が出てくるので、ダンサーとし
てその動物に楽しみながらなりきろうと
思います。ご来場いただいた方には何か
一つでも心に引っかかってもらえるよう
な公演になるように頑張ります。ぜひ会
場にお越しください。
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東京大衆歌謡楽団　コンサート

９月24日土　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

3,500円（全席指定）　未就学児不可

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】青い山脈、上海帰りのリル、東京ラプソティ、青春
サイクリング、憧れのハワイ航路　ほか

６月２５日（土）１０：００より発売開始
※６月２６日（日）９：００より窓口にて販売も可

OK！

友の会料金　3,200円

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。

ウエストで楽しめる名作オペラ
フィガロの結婚

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
「フィガロの結婚」をお楽しみください。

６月２５日（土）１０：００より発売開始
※６月２６日（日）９：００より窓口にて販売も可

OK！

９月３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2,000円　中学生以下1,000円（全席指定）　未就学児不可

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）

ＲａｉＢｏＣ Ｈａｌｌ（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）

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）

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。

https://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！

※発売初日の翌日から購入可
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東京フィル＆清塚信也の
「ブラボー!名曲アカデミー」

11月３日木　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4,500円　A席4,000円　B席3,000円（全席指定）　未就学児不可

東京フィルハーモニー交響楽団と清塚信也による、解説付きクラ
シックコンサートを開催します。【ピアノ＆お話】清塚信也

【指揮】円光寺雅彦　【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

友の会料金　S席4,300円　A席3,800円　B席2,800円
先行予約日　7月6日水・７日木・８日金各日10：00より発売開始

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

OK！

清塚信也 ©Kunito Watanabe 円光寺雅彦 ©K.Miura
東京フィルハーモニー交響楽団

©TakafumiUeno

さいたま子どもミュージカル
第４回公演「しあわせの青い鳥」

小学生〜高校生の29名が、優しさ・勇気・思いやりをモットーに日々
稽古を重ねております。仲の良さが自慢です！お客様一人一人に元
気をお裾分けし、心に温かい光を灯します。

８月21日日　開演 ①12：00　②16：30
R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホ ー ル
all　大ホール（市民会館おおみや）

3048-641-6131（9:00〜19:00）

前売1,900円　当日1,990円（全席指定）

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

木山裕策＆歌声カルテットコンサート

９月８日木　開演 14：00
さいたま市文化センター　小ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

2,500円（全席指定）　未就学児不可

家族を想う名曲『home』（紅白歌合戦出場曲）でお馴染みの「木山裕策」が、プロの演奏家・ボー
カリストで結成された「歌声カルテット」と共に、誰もが口ずさんだことのある懐かしの名曲をお
届けします。【演奏予定曲】青い山脈、学生時代、秋桜、涙そうそう、瀬戸の花嫁、長崎の鐘

６月２５日（土）１０：００より発売開始
※６月２６日（日）９：００より窓口にて販売も可

OK！

友の会料金　2,300円
先行予約日　6月22日水・23日木・24日金各日10：00より発売開始

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。

プラザイースト２５周年アニバーサリーコンサート
島田歌穂&島健DUOコンサート

女優・歌手として、舞台やコンサートで幅広い
活躍をしている島田歌穂の歌と、夫でピアニ
スト、作編曲家の島健によるDUOコンサート
を開催します。

10月23日日　開演 15：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

4,500円（全席指定）　未就学児不可

７月１６日（土）１０：００より発売開始 
※７月１７日（日）９：００より窓口にて販売も可

友の会料金　4,000円
先行予約日　7月14日木・15日金
　　　　　　各日10：00より発売開始

OK！
気軽にクラシックvol.44
千住真理子トーク＆リサイタル

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24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

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

OK！

千住真理子
ⒸKiyotaka Saito(SCOPE）

友の会料金　3,000円
先行予約日　7月6日水・７日木・
８日金各日10：00より発売開始
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SaCLaアーツコンサート・夏
VOXRAYアカペラコンサート

ヴォーカルグループVOXRAYによる夏休みア
カペラコンサートを開催します。プロ野球やJ
リーグで国歌斉唱やショー出演などで活躍する
VOXRAYが子供たちの夏休みを盛り上げます！！

発売中

８月７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700円　小学生以下500円
（全席指定）　3歳以下膝上鑑賞無料

しまじろう英語コンサート夏公演2022
～FUN AT THE SUMMER FESTIVAL！～

しまじろうやMimi、外国人のキャストたちと一緒に、
生の英語で遊べる客席参加型コンサートです。

８月13日土
①12：45②15：15③17：45
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all　大ホール（市民会館おおみや）

3048-641-6131（9:00〜19:00）

3,480円（全席指定）　3歳以上有料。3歳
未満は保護者1名につきお子さま1名まで
膝上鑑賞無料（席が必要な場合は有料）

発売中

恐竜パーク2022
～Erth's Dinosaur Zoo ～

かわいい赤ちゃん恐竜から大きな肉食恐竜まで
登場！家族全員で、楽しく学べるリアル恐竜ショー！

７月17日日
開演 ①13：00②16：00
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all（市民会館おおみや）　大ホール

3048-641-6131（9:00〜19:00）

3,300円（全席指定）　3歳以上有料、
2歳以下膝上観賞無料。但し、席が
必要な場合は有料。

発売中

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。

イルカ 50ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ コンサート
～ほのぼの行こうね！～

なごり雪等のヒット曲でお馴染みのフォークシ
ンガー・イルカによるコンサートを開催します。

６月25日土　開演 17：30
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all（市民会館おおみや）　大ホール

3048-641-6131（9:00〜19:00）

6,500円（全席指定）　未就学児不可

発売中

イルカ

秋川雅史 千の風になってコンサート
～聴いてよく分かるクラシック３～

意外と知らなかった音楽の話！
聴いて学んで得するコンサートの第３弾。

７月９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）

4,000円（全席指定）　未就学児不可

発売中

友の会料金　3,500円

OK！

気軽にクラシックvol.45
金子三勇士ピアノ・トークリサイタル

日本とハンガリーの血を引く若き天才ピアニス
ト、金子三勇士（かねこみゆじ）のリサイタル
を開催します。

10月22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

7月23日（土）10：00より発売開始 
※7月24日（日）9：00より窓口にて販売も可

OK！

金子三勇士
ⒸAyako Yamamoto

友の会料金　3,000円
先行予約日　7月20日水・21日木・
22日金各日10：00より発売開始

親子のためのクラシックコンサート
音楽の絵本―フェアリーテール―

市民会館いわつきが毎年恒例で開催している「音
楽の絵本」。今年のプログラムは管弦楽四重奏と
ピアノの可愛いドレスの弦うさぎたちが５名で登
場するフェアリーテール（おとぎ話）公演です。

10月16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2,000円　小学生以下無料（全席指定）

７月２３日（土）１０：００より発売開始 
※７月２４日（日）９：００より窓口にて販売も可

※小学生以下の方も座席予約が必要です。

辻井伸行×三浦文彰
ARKシンフォニエッタ

辻井伸行と三浦文彰、日本最高峰メンバーが終結した
スーパーオーケストラのコンサートツアー！【演奏予定曲】
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲/ピアノ協奏曲第４番

７月14日木　開演 19：00
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all（市民会館おおみや）　大ホール

3048-641-6131（9:00〜19:00）

S席8,000円　A席7,500円　B席7,000円（全席指定）
※さいたま市在住・在勤・在学の方は各席種1,000円割引き。
（インターネット販売は対象外。）　未就学児不可

辻井伸行
三浦文彰
ⒸYuji Hori

OK！

友の会料金　S席7,000円
A席6,500円　B席6,000円

発売中 残席わずか
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申込み 下記HPより、ご希望のプログラムにお申込みください。
お問合せ 公益財団法人さいたま市文化振興事業団  アーツカウンシル課

Ｈhttps://sites.google.com/view/sightama-artscenter-project
〒３３６－００２４　さいたま市南区根岸１－７－１

 SaCLaインフォメーションセンター　TEL:０４８-８６６-４６００　FAX:０４８-８３７-２５７２　（９：００～１７：００、火～土曜）

さいたまアーツセンタープロジェクト「ライフスタイルにアートを。」をテーマに無料のイベントを開催しています。

金曜日の芸術学校 市民参加ってなんだろう？「さいたまの市民参加プロジェクト：さいたまの今を知る」
「市民参加ってなんだろう」をテーマに参加者の皆様と共に考えるレクチャープログラムを開催します。
開催日時 7月15日㈮　開演19:00 会場 RaiBoCホール（市民会館おおみや）５階情報発信コーナー　定員  20人
講師・出演者  松永康、飯島浩二、浅見俊哉

深呼吸する水曜日 さいたまゆかりの音楽家による演奏会
さいたまゆかりのアーティストによる音楽やパフォーマンスの鑑賞プログラムを開催します。
開催日時 7月20日㈬　開場19:00　開演19:30 会場 RaiBoCホール（市民会館おおみや）小ホール　定員  300人
講師・出演者  takanori niimura

スペシャルプログラム さいたまアートパーク2022 －SUMMER－
①絵画・ペインティングワークショップ②日光写真体験ワークショップ③消防職員による訓練展示④ライブパフォーマンス⑤盆踊
りなどの親子で楽しめる体験プログラムを開催します。
開催日時 7月23日㈯、24日㈰　13:00～17:00 会場 旧中央消防署（〒338-0002　さいたま市中央区下落合5ー7ー18）
定員  ①、②各20人、③、④、⑤参加自由　講師・出演者  寿の色、浅見俊哉、Cantanua.（新城温古・タカスギケイ）、藤井絵理香、他
その他  1日目、2日目で内容が異なる場合がございます。詳細はHPをご覧ください。

サポーターミーティング
さいたま国際芸術祭サポーターによるミーティングを開催します。
開催日時 7月22日㈮　開演19:00 会場 RaiBoCホール（市民会館おおみや）５階情報発信コーナー　定員  30人程度
その他  オンライン（Zoom）参加も可能です。

プレミアムシンフォニックコンサート
～花總まり・女王たちの物語 VOL.2～

日本を代表するミュージカル俳優「花總まり」がこれまでに演じ
た世界の女王たちを歌と語りで綴るシンフォニックコンサート。
【出演】花總まり、田代万里生（テノール）他

発売中

８月28日日　開演 15：00
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all　大ホール（市民会館おおみや）

3048-641-6131（9:00〜19:00）

S席8,000円　A席7,500円　B席7,000円（全席指定）
※さいたま市在住・在勤・在学の方は各席種1,000円割引き。
（インターネット販売は対象外。）　未就学児不可

OK！

友の会料金　S席7,000円
A席6,500円　B席6,000円

古澤巌 塩谷哲

花總まり 田代万里生

イープラスpresents
『ピアノの森』ピアノコンサート

クラシック音楽をより⾝近にクラシック音楽の演
奏会をより行きやすく。一⾊まこと作「ピアノの
森」の世界をトークとピアノの演奏でお贈りします。
※本公演は映像等の演出はございません。

発売中

ビジュアルデータ
＠一⾊まこと/講談社

８月14日日　開演 14：00
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all　大ホール（市民会館おおみや）

3048-641-6131（9:00〜19:00）

大人3,800円　小学生2,500円
（全席指定）　未就学児不可

髙木竜馬（ピアノ）

０歳から楽しめるファミリーシアター
「へんてこうじょう」

愉快な工場員達と、体操をしたり、形の当てっ
こをしたり、歌を作ったり、光の地図を作った
り、、、観客参加型のステージアート。

９月10日土
開演 ①11：00②14：00
プラザウエスト　さくらホール
3048-858-9080（9:00〜21:00）

大人2,500円　高校生以下500円
（全席指定）　３歳以下膝上鑑賞無料

to R mansion
金子愛帆

発売中

MYSTERY NIGHT TOUR 2022 稲川淳二の怪談ナイト
～稲川怪談30年連続公演～

今年もあいつがやって来る。稲川淳二が語る
「本当にあった怖い話」の数々。

９月11日日　怪宴 17：00
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all（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

発売中

稲川淳二

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。 72022/7 72022/7



　暮らしと社会
女性のためのヘルシー料理講座～夏バテ対策編～ 日程 7月24日日 14:00～16:30（全1回）

会場 東大宮コミュニティセンター 見沼区夏に向けて、ヘルシー料理で夏バテ対策をしよう
費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の18歳以上の女性　　定員  8人　　申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 7/10㈰　　その他  往復はがき可
問合せ  〒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

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
ベーゼンドルファークラブinSummer 日程 7月23日土 9:00～21:00（全1回）

会場 プラザイースト 緑　区世界3大ピアノと称される「ベーゼンドルファー」をホールにて演奏いただけます
費用  3,500円　　対象  小学生以上のピアノ経験者　　定員  12人　　申込み  電話・6/24㈮ 10:00～6/30㈭ 21:00　　その他  当選者には7月10日㈰までに電話等で通知
問合せ  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎ 048-875-9933

お茶のみ落語 日程 8月19日金 10:00～（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区畳のお部屋で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 7/15㈮
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

陶芸講座Ⅱ 日程 9月21日水・28日水・10月12日水 10:00～12:00（全3回）
会場 大宮工房館 大宮区削りも含めて作陶する講座をします

費用  1,600円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  16人　　申込み  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 9/7㈬
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

　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 日程 7月21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  電話・7/14㈭9:00～ ※月曜日〈祝・休日の場合、翌々日の水曜日〉を除く、平日（9:00～20:00）、土・日・祝・休日（9:00～18:00）　　その他  マスク着用必須
問合せ・受付  〒336-0967 さいたま市緑区美園4-19-1 美園図書館　☎ 048-764-9610

子ども陶芸教室 日程 7月23日土 ①9:45～10:30 ②11:00～11:45
　　　7月24日日 ③9:45～10:30 ④11:00～11:45（各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区小学生を対象に、陶芸作品をひとつ作成します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の①③小学1～3年生②④小学4～6年生　　定員  各20人
申込み  往復はがき・締切 7/1㈮　　その他  学年・参加希望時間（①・②・③・④）を明記
問合せ・送付先  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎ 048-875-9933
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夏休みこども生け花講座 日程 7月30日土 10:00～12:00（全1回）
会場 浦和コミュニティセンター 浦和区子供を対象に、生け花講座を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 7/8㈮
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

子どもタイルアート教室 日程 7月30日土 ①10:00～12:00 ②13:30～15:30
　　　7月31日日 ③10:00～12:00 ④13:30～15:30（各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区

①・③はオリジナルコースター、②・④はオリジナルの植木鉢を
作ります
費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の①③3歳～2年生（保護者同伴）②④小学3～6年生　　定員  各20人
申込み  往復はがき・締切 7/8㈮　　その他  学年・参加希望時間（①・②・③・④）を明記
問合せ・送付先  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎ 048-875-9933

夏休み子ども学びキャンパス絵画講座 日程 8月2日火 13:30～15:30（全1回）
会場 宮原コミュニティセンター 北　区小学生を対象に夏休みの宿題の手助けとなる絵画講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 7/12㈫ 
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

キッズチャレンジ‼お仕事探検① 日程 8月3日水 9:30～12:00（全1回）
会場 大宮区役所・大宮図書館 大宮区大宮区役所と大宮図書館のお仕事を探検します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学4～6年生　　定員  10人　　申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 7/18㈪
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（休館中もお電話はつながります）

木や紙粘土を使って「楽しい木」を作ろう！ 日程 8月4日木 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学校1～3年生を対象にした、木材を使った工作教室を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学1～3年生　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 7/15㈮
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

夏休み子どもプログラミング講座 日程 8月4日木 10:00～12:00（全1回）
会場 浦和コミュニティセンター 浦和区子供を対象に、プログラミング講座を開催します

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  往復はがき・締切 7/20㈬
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

木材を使って「楽しいいけ花」を作ろう！ 日程 8月4日木 14:00～16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学校4～6年生を対象にした、木材を使った工作教室を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学4～6年生　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 7/15㈮
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

キッズ学びの広場 広げよう描く力と創造力！絵画講座 日程 8月4日木・5日金 10:00～11:30（全2回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区夏休みの宿題である絵画を描きます

費用  1.000円　　対象  市内在住・在学の小学1～3年生　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 7/15㈮
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

夏休み子ども学びキャンパス　親子陶芸講座 日程 8月4日木・18日木 10:00～12:00（全2回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区夏休みに親子で陶芸を体験する講座を開催します

費用  800円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  7組14人　　申込み  往復はがき・締切 7/15㈮　　その他  当選者は手続きが必要です。
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

クラフト用紙でポップアップカードを作ろう！ 日程 8月6日土 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学生の親子を対象にした、ポップアップカードを作る講座を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  6組12人　　申込み  往復はがき・締切 7/15㈮
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

木のプレートでオリジナルネームプレートを作ろう！ 日程 8月6日土 14:00～16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学生の親子を対象にした、木のプレートを使用した教室を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  6組12人　　申込み  往復はがき・締切 7/15㈮
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

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（https://saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。
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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。

　技能・資格・教養
「星空観望会」～スター・ウィーク“伝統的七夕”に星空を見よう～ 日程 8月4日木 19:00～20:30（全1回）

会場 埼玉スタジアム２○○２ 緑　区太陰太陽暦の「かつての七夕」にちなんだ星空観察を行います
費用  100円　　対象  市内在住・在勤・在学の方（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・7/9㈯ 10:00～
その他  7/10㈰から電話申込み可能　※会場に現地集合解散　※雨天時、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

　子ども・子育て・親子の時間
「夏のわくわくキッズスクール」小学生プログラミング講座 日程 8月6日土・13日土 14:00～16:00（各全1回）

会場 ふれあいプラザいわつき 岩槻区小学校の必須科目であるプログラミングの基礎を学ぶ
費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 7/22㈮　　その他  ※両日とも同じ内容となります。ご希望の日程をご記入ください
問合せ・送付先  〒339-0005 さいたま市岩槻区東岩槻6-6 ふれあいプラザいわつき　☎ 048-756-6000

キッズチャレンジ!!親子料理講座 日程 8月7日日 14:00～16:30（全1回）
会場 東大宮コミュニティセンター 見沼区夏休みに親子で作れる簡単な料理を学ぼう

費用  3,000円　　対象  市内在住・在学の小学4年生～中学3年生の親子　　定員  8組16人
申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 7/15㈮　　その他  往復はがき可 
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

子ども日本舞踊体験教室 日程 8月16日火・17日水・18日木・20日土・21日日 10:00～11:00（全5回）
　　　　21日日 発表会 13:00～
会場 氷川の杜文化館 大宮区小学生を対象とした日本舞踊体験講座を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  20人　　申込み   往復はがき・締切 7/20㈬
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

「スクラッチ」を学ぼう プログラミング教室 日程 8月20日土 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学生を対象にした、プログラミング教室を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 7/15㈮
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

夏休み子ども学びキャンパス　子ども絵画講座 日程 8月20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  当選者は手続きが必要です。
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

「ビスケット」を学ぼう　プログラミング教室 日程 8月20日土 13:30～15:30（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学生を対象にした、プログラミング教室を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 7/15㈮
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

夏休み子ども学びキャンパス　親子でチャレンジお菓子作り講座 日程 8月21日日 10:00～12:00（全1回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区夏休みに親子でお菓子作りを体験する講座を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  4組8人　　申込み  往復はがき・締切 7/31㈰　　その他  当選者は手続きが必要です。
問合せ・送付先  〒331-0061 さいたま市西区西遊馬533-1 馬宮コミュニティセンター　☎ 048-625-8821

キッズチャレンジ‼お仕事探検② 日程 8月22日月 10:00～12:00（全1回）
会場 ラウンドワン（大宮店）・東光寺 大宮区ラウンドワンと東光寺のお仕事を探検します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学4～6年生　　定員  10人　　申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 8/8㈪
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（休館中もお電話はつながります）
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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！」
　梅雨が明けると、本格的な夏が始まります。二十四節気では、7月
7日頃に少しずつ暑くなっていく小暑、土用の丑の日の頃はさらに暑
くなり大暑、暑い盛りですね。
　立秋は8月8日頃、処暑は8月23日頃、暑さがおさまる頃とされて
いますが、日差しが強くジメジメと蒸し暑いのが日本の夏ですね。こ
の季節、クーラーの効いた部屋で、冷たい食べ物と飲み物といった
生活になりがちです。体力が落ちやすくなり、体調を保つことが大切
になります。生活習慣を見直し、食事については旬の食材を使用して、
栄養バランスを考えたメニューにしましょう。
　今回は夏を代表する野菜トマトを使います。トマトは一年中食べられる野菜になっていますが、本来は夏野菜、特に畑で
完熟したトマトは比べものにならない美味しさがあります。三大抗酸化ビタミンのβカロチン・ビタミンC・ビタミンEを含
み、3つの相乗効果で活性酸素を消去、血管や血液の状態を健やかに保ち、動脈硬化、高血圧、老化防止する効果が得られ
ます。また、赤い色素のリコピンは強い抗酸化作用で知られていいます。リコピンは加熱しても壊れず、油と一緒にとるこ
とで、効率よく、チーズとの組み合わせはベストです。そんなトマトの選び方は、赤みが強く、ヘタの切り口はみずみずし
く、丸みがあり、ずっしりと重いものがオススメです。

・米 2合
・白だし 50ml
・水 2号の目盛り
・トマト 大3個

・にんにく 1～2片
・Exオリーブオイル 大さじ2
・塩
・ベーコン 4～8枚

・粗びきこしょう
・パセリきざみ 適宜

・トマト 中3個
・モッツァレラチーズ 200ｇ
・ゆで卵 2個

・バジル 10枚
・Exオリーブオイル 大さじ2
・塩

・粗びきこしょう

【材料】

【材料】

【作り方】

【作り方】

①米は洗い、白だしと水で2合の目盛りに水分量を合わせ、普通に炊く。
②トマトはヘタを取り、1cm程の輪切りにする。ベーコンは長さ2等分に切る。
③にんにくは包丁でつぶす。フライパンにExオリーブオイルを入れ、にんにくに加え弱火で香りを出す。
④③に輪切りのトマトを置き、中火で両面を焼いていく。
⑤ベーコンは好みの焼き加減で焼く。
⑥①のご飯をお皿に盛り、トマトとベーコンを乗せ、パセリを散らし、塩こしょうをふりかけ、フライパンに残った油をまわしかける。

①トマトはヘタを取り、反対側に十字の切り込みを入れ、熱湯に20秒程浸し、皮を剥き、半月～丸の8mm位薄切り。
②モッツァレラチーズは袋から取り出し、水気を取り、薄切りにする。
③ゆで卵は卵カッターできる。
④トマトとチーズ、ゆで卵を交互に盛り付け、間にバジルの葉を差し込む。
⑤Exオリーブオイルと塩、粗びきこしょうを振りかける。
⑥冷蔵庫で冷やしておく。

●焼きトマト丼

●カプレーゼ（4人分）
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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 馬宮コミュニティセンター
3０４８‒６２５‒８８２１　6０４８‒６２５‒８８２２
〒331‒0061　さいたま市西区西遊馬533‒1

案内図15

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
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

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
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

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
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
コムナーレ10F

案内図18

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
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

3０４８‒８５８‒９０８０　6０４８‒８５８‒９０２０
プラザウエスト

〒338‒0835　さいたま市桜区道場4‒3‒1
7月の休館日…11日・25日

案内図 5

3０４８‒８７５‒９９３３　6０４８‒８７５‒９９６０
プラザイースト

〒336‒0932　さいたま市緑区中尾1440‒8
7月の休館日…11日・25日

案内図 4
3０４８‒７５６‒５１５１　6０４８‒７５６‒５１５２
さいたま市民会館いわつき

〒339‒0052　さいたま市岩槻区太田3‒1‒1
7月の休館日…4日・11日・25日

案内図 3

3０４８‒６４１‒６１３１　6０４８‒６４１‒６１３３
（さいたま市民会館おおみや）
Ｒ
レ イ ボ ッ ク
ａｉＢｏＣＨ

ホ ー ル
ａｌｌ

〒330-0846　さいたま市大宮区大門町2-118
大宮門街４～８F

案内図 2
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
7月の休館日…4日・11日・19日・25日

案内図 1

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10
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

案内図 11

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
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

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❼
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

令和４年7月１日（金）～令和５年３月31日（金）

施設の中規模修繕に伴い休館（予定）になります。
休館中は大宮工房館にて臨時窓口を開設しています。
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恭慶館
27

18
19

17

24

11

10

20
21

23

ＲａｉＢｏＣ　Ｈａｌｌ
（さいたま市民会館おおみや）

さいたま市民会館いわつき

ふれあいプラザいわつき
（老人憩いの家 ふれあいプラザ）

1612
13
14

22

28

15

高鼻コミュニティセンター

片柳コミュニティセンター

七里コミュニティセンター

コミュニティセンター
いわつき

岩槻駅東口
コミュニティセンター

下落合コミュニティセンター

浦和コミュニティセンター
25 さいたま市市民活動サポートセンター

南浦和コミュニティセンター

与野本町コミュニティセンター

西与野コミュニティホール

上峰コミュニティホール

プラザウエスト

プラザイースト

馬宮コミュニティセンター

東大宮
コミュニティセンター

西部文化センター

日進公園
コミュニティセンター

盆栽四季の家

726 9氷川の杜文化館
大宮工房館

6

8

2

宮原コミュニティセンター

3

4

さいたま市
文化センター

5

美園コミュニティセンター

伝
統
文
化
施
設

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
7月の休館日…19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
7月の休館日…4日・11日・19日・25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

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
（
市
民
活
動
支
援
施
設
を
含
む
）

★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：

3０４８‒813‒6400　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

案内図25
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

案内図 24

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 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

※施設の中規模修繕のため休館していましたが、4月
７日（木）より施設利用を再開します。
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Challenge

美園コミュニティセンターまつり「発表の部」

落語ワークショップ「君も今日から座布団１枚！」

日頃、美園コミュニティセンターで活動する団体の成果発表会の参加者を募集します。

日本の伝統芸能「落語」をプロの噺家から５日間で学び、最後に一席の落語をみなさんの前で披露します。

募

募

集

集

参

参

加

加

者

者

 9月18日㈰・19日㈪　各日10:00開演予定
　 美園コミュニティセンター　多目的ホール
対象・定員  美園コミュニティセンター利用団体の方・各日10団体
参加費  無料

 応募多数の場合は、抽選または調整にて決定します。
 パフォーマンス時間は、出入りを含め30分程度、発表

の順番は事務局にて決定します。

 8月20日㈯　13:30~15:30 ※10:30～12:30（通し稽古）
 さいたま市文化センター　多目的ホール
 7月29日㈮・30日㈯・8月11日㈭・17日㈬・19日㈮
 9:30～11:30（全5回）
 さいたま市文化センター　多目的ホール
対象・定員  市内在住・在学の小学３～６年生・15人
参加費  2,500円
その他  浴衣、足袋または白い靴下（発表会当日）

応募方法 　6月15日㈬から、当館で配布・事業団ホームページに掲載の参加申
込書（1団体1通）に団体名、発表内容、参加人数、代表者の氏名（ふ
りがな）、電話番号等を記入の上、美園コミュニティセンター受付
窓口または下記までご応募ください。

申込み先 　〒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まつり』参加団体募集」まで
 ※FAX申込み可　FAX　048-764-9310
締切日 　7月31日㈰必着
お問合せ 　美園コミュニティセンター　048-764-8810

応募方法 　住所、氏名（ふりがな）、学年（在学の場合は学校名
も）、電話番号をご記入のうえ、下記までE-mailに
てご応募ください。

申込み先 　bosyuu@saitama-culture.jp
締切日 　7月4日㈪23:59まで
お問合せ 　SaCLaインフォメーションセンター
 TEL:048-866-4600（火～土　9:00～17:00）

開催日時・
会場

開催日時・
会場

練習日時・
会場

その他

ホール

イベントカレンダー 7月新型コロナウイルスの影響により、中止や延期をする場合があります。
詳しくは、事業団ホームページ（https://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4年/6/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

2土
プラザイースト
レコメンドコンサート
第１部～ふるさとの唄～
第２部～癒しと麗しの旅へ～

プラザイースト
ホール 14:00 1,500円

（全席指定）
プラザイースト
048-875-9933

9土
秋川雅史
千の風になってコンサート
聴いてよく分かるクラシック３

プラザウエスト
さくらホール 14:00 4,000円

（全席指定）
プラザウエスト
048-858-9080

14木 辻井伸行×三浦文彰
ARKシンフォニエッタ

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

19:00
S席　8,000円
A席　7,500円
B席　7,000円
（全席指定）

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
048-641-6131
（9:00～19:00）

16土 ピアノ発表会 プラザイースト
ホール 13:00 入場無料 川浦ピアノ教室

048-711-3365

17日 恐竜パーク2022
～Erth's Dinosaur Zoo ～

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

①13:00
②16:00

3,300円
（全席指定）

サンライズプロモーション東京
0570-00-3337
（平日12:00～15:00）

18月
子ども音楽・楽器体験
～世界の海から音楽を～
サマーコンサート

浦和
コミュニティセンター
多目的ホール

9:40 資料代：１家族600円
（申込み制）

音楽を楽しむ会
担当  山田
090-3570-1684
Ｅseikoyamada62@hotmail.com

24日 つながるカフェドーナツ
不登校や引きこもりの方のご家族の会

プラザイースト
第2セミナールーム 11:00 入場無料・予約制 担当  福山真理

070-3275-5896
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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

 E-mail：supportcenter@saitama-culture.jp

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

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 7月15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  7月1日㈮～8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、公式サイト「さポット」からダウンロードできます。

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 7月7日㈭・14日㈭・21日㈭・28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）

七夕飾りde活動紹介パネル展の参加団体募集
市民活動を広く社会にＰＲするためにパネル展に参加する団体を募集します。
開催日時 6月19日㈰~7月9日㈯　【準備】6月18日　【片付】7月10日　
対象・定員 市民活動団体・10団体　費用  無料　申込期間  5月17日㈫～6月17日㈮
申込方法  申込書にご記入の上、来館・FAX・E-mailで、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、公式サイト
　　　　「さポット」からダウンロードできます。

152022/7

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

６月19日
▼

７月９土
七夕飾りde活動紹介パネル展

市民活動
サポートセンター
中央ラウンジ

9:00▶17:00 入場自由・無料 市民活動サポートセンター
048-813-6400

７月１金
▼

７月３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
1日は11:00から
3日は15:00まで

入場自由・無料
埼玉一美会
担当 浅見
090-2725-0656

７月７木
▼

７月11月
デジタルスクール支部写真展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶17:00
7日は13:00から
11日は16:00まで

入場自由・無料
デジタルスクール支部
担当  吉田
090-9394-2796

７月８金
▼

７月10日
合同書展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
10日は16:00まで 入場自由・無料

蓮根会
担当  遠藤
090-6178-3907

７月22金
▼

７月27水
第16回　フォトなごみ作品展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:30▶16:30
22日は13:30から
27日は13:00まで

入場自由・無料
フォトなごみ
担当  大塚
048-854-3879

※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

⬅公式サイト
　「さポット」は
　こちら

みんなの気持ちの交流から
きずなをつなぐ中間支援を
行っています。

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information



参加無料

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

アートマネジメント研修講座 公演事業の評価研修
公演事業における「評価」について学び、戦略的な投資として助成を受け企画し取り組んでいくことにつなげる講座を開催します。

募 集
参 加 者

 7月22日㈮　9:30～12:00・13:00～15:30
 8月19日㈮　13:30～16:00、8月26日㈮　13:30～16:00
 9月 2日㈮　13:30~16:00　市民会館おおみや 集会室10
 7月30日㈯～8月9日㈫
 詳細な日時は、下記HPをご確認ください。

https://saitama-culture.jp/jigyo20220722hyoukakensyu/
 劇場・音楽堂に勤務する職員の方、芸術・文化活動を行ってい

る一般の方、アートマネジメントを学ぶ学生や興味をお持ちの
方・8人程度

参加費  無料　※但し公演調査における鑑賞費用については実費負担
 柴田英杞
 【(独)日本芸術文化振興会演劇プログラムディレクター】

応募方法 　下記の必要事項を明記し、課題の小論文を添付してEメール、
FAX、または郵送でお申し込みください。

 ①氏名、②性別、③年齢、④所属(勤務先・学校など)、⑤公
演事業に関する活動実績、⑥志望動機、⑦住所、⑧電話番号、
⑨メールアドレス、⑩公演調査鑑賞予定日

 課題小論文テーマ「公的資金を活用してなぜ文化芸術支援を
するのか」（文字ポイント12pt、自由形式）

申込み先 　〒336‐0024　さいたま市南区根岸1-7-1
 「公演事業の評価研修」係まで

FAX 048-837-2572　E-mail bosyuu@saitama-culture.jp 
締切日 　6月30日㈭　※郵送の場合は6月30日㈭必着
お問合せ 　（公財）さいたま市文化振興事業団　TEL:048-866-3467

開催日時・
会場

公演調査

対象・定員

講 師

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　https://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『SaCLaアーツ Friday One Coin 
Concert Vol.43～親子で楽しもう！音楽とダンスの
どうぶつ音楽会～』（8月26日(金)13時/15時・会場：
さいたま市文化センター小ホール）に出演される高口
かれんさん、小出稚子さん、木村菜津子さん、植川縁
さん、山本裕さん、船木こころさんのサイン色紙を抽
選で４名様にプレゼントします。

読者プレゼント
応
募
方
法

はがきに①住所②氏名③電話番号④情報誌
SaCLaを手にした場所⑤7月号の感想を記入の
上、〒336-0024　さいたま市南区根岸1-7-1
（公財）さいたま市文化振興事業団「ワンコインコ
ンサート43サイン色紙」プレゼント係までご応募
ください【締切:7月15日（金）必着】。当選者の発
表は、SaCLa10月号にて発表いたします。

16 2022/7
LINEで
友だちになろう！


