往復はがきでの申し込み
往信裏に必要事項を記入し、返信表には必ずあて名（住所、氏名）を記入してください
※結果は全員に通知します

1

うらわ美術館コレクショ
ン展示〜静けさの中で〜
期間／6月26日㈰まで
時間／10時〜17時 ※入場は
閉館の30分前までです。
内容／美術館所蔵の地域にゆ
かりのある作家の油彩画を中
心に展示
観覧料／無料

リーマーケット など
会場・問合せ／合併記念見沼
公園（大宮区天沼町）
ｌ・ｊ642・7963

大宮盆栽美術館の催し
■ギャラリートーク
期日／▶5月8日㈰ ▶5月25
日㈬
時間／13時30分〜
内容／展示室を巡回し、展示
品などについての解説
■盆栽×写真 大和田良写真展

「堀内誠一 旅と絵本とデザイ
ンと」も同時開催しています。

休館日／月曜日
会場・問合せ／うらわ美術館
（浦和区仲町）
ｌ827・3215、ｊ834・4327

合併記念見沼公園ふれあ
い春まつり
日時／5月7日㈯ 10時〜16時
（雨天の場合は8日㈰に順延）
内 容 ／ ス テ ー ジ ラ イ ブ、 フ

お気軽にお越しください

市民ギャラリー
ｎ時間／9時〜17時
ｎ会場／市役所東側広場内
今月の展示
5/2㈪〜8㈰
フォトU 写真展
5/9㈪〜15㈰
和泉澤四郎 油絵展
5/16㈪〜22㈰
第10回 彩友会 油絵展
5/23㈪〜29㈰
−タンカー チベット絵画展
5/30㈪〜6/5㈰
ひまわりいきいき 作品展4
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Ⓒ Ryo Ohwada

期間／5月21日㈯〜7月13日㈬
時間／9時〜16時30分
内容／新進気鋭の写真家 大
和田良氏が、盆栽を被写体に
して撮りおろした写真を展示
市民ギャラリー（44㎡）の
使用申し込みを受け付けます
ｎ日時／6月1日㈬ 8時30分〜
9時（9時から抽せん）ｎ会場／
市役所東側広場内 市民サロン
ｎ対象／次のいずれかの方
▶市内在住 ▶市内で活動する
グループ ※平成22年12月、平
成23年3月に行った抽せんの当
選者を除きます。なお、展示品
には制限があります。ｎ対象期
間／8月29日㈪〜11月27日㈰
※月〜日曜日の1週間単位で貸し
出します。ｎ費用／無料
《共通》
ｎ問合せ／文化振興課
ｌ829・1226、ｊ829・1922

2011.5

《共通》
観 覧 料 ／ 一 般 ＝300円、 高 校
生・大 学 生・65歳 以 上 の 方 ＝
150円、小・中学生＝100円
会場・問合せ／大宮盆栽美術
館（北区土呂町）
ｌ780・2091、ｊ668・2323

三室地区定例探鳥会
日時／5月15日㈰ 9時〜12時
（雨天中止）
会場／浦和博物館（緑区三室）
周辺の見沼田んぼ
費用／高校生以上の方＝100
円、小・中学生＝50円
5月 の 休 館 日 ／ 月 曜 日、6日
㈮、10日㈫〜12日㈭
申込み・問合せ／当日、直接、
浦和博物館へ。
ｌ・ｊ874・3960

市指定無形民俗文化財
し
南部領辻の獅子舞

期日／5月15日㈰（雨天中止）
時間／①10時〜 ②13時〜
会場／①鷲神社境内（緑区南
部領辻）②南部領辻地区内
※公共交通機関をご利用くだ
さい。なお、時間は多少前後
します。
内 容 ／ ①3頭 の 獅 子 が 勇 壮・
華麗に舞う ②鷲神社を出発
して地区内をまわる「村祈祷」
問合せ／文化財保護課
ｌ829・1723、ｊ829・1989

市立博物館の催し・講座
■博物館子どもわくわく体験
講座
日時／5月15日㈰ 10時〜12時
集 合 ／10時 に、 市 民 の 森・見
沼グリーンセンター（北区見
沼）正門前
内容／市民の森、芝川周辺で
春の自然を探す
対象／小・中学生とその保護
者 ※小学5年生以上は子ど
もだけでも参加できます。
定数／20組（先着順）
費用／無料
申込み／5月6日㈮の9時から、
電話で、市立博物館へ。
■平成23年度収蔵品展
期間／5月21日㈯〜7月10日㈰
時間／9時〜16時30分
会場／市立博物館
内容／宿場関係資料、浮世絵
など、最近収蔵した資料を中
心に展示
■藍染体験講座「絞り技法で
エプロンを染めよう」
期日／5月26日㈭、6月2日㈭
（全2回）
時間／10時〜15時
定員／20人（応募多数の場合
は抽せん）
費用／1,800円（材料費）
持ち物／20番カタン糸、手芸
用水性ペン、ナイロン袋、ゴ
ム手袋 など
会場・申込み／往復はがきで、
講座名、住所、氏名、電話番
号 を、5月15日 ㈰（ 必 着 ）ま で
に、〒330 0803 大宮区高鼻町
2 1 2 市立博物館へ。
《共通》
5月 の 休 館 日 ／ 月 曜 日、6日

電力の需給状況により、掲載した催し・講座などが、予定どおり開催できない
場合がありますので、事前に各問合せへご確認ください。
㈮、10日㈫〜12日㈭
問合せ／市立博物館
ｌ644・2322、ｊ644・2313

さいたま新都心を楽しむ
■花木散策・語ろう会
日時／5月17日㈫ 10時30分〜
12時30分（荒天中止）
集合／10時30分に、けやきひ
ろば1階 ふれあいプラザ（さ
いたま新都心駅西口）
内容／散策しながら、樹木な
どについて語り合う ※車い
す・ベビ ーカー 等をご 利用の
方も参加できます。
■歌声ひろば

日時／5月25日㈬ 12時15分〜
13時40分（荒天中止）
会 場 ／ け や き ひ ろ ば1階 プ
ラザ2
内容／生演奏にあわせ、参加
者が歌う
《共通》
費用／無料

問合せ／さいたま新都心ふれ
あいプラザ
ｌ600・3192、ｊ600・3196
計画管理課
ｌ829・1577、ｊ829・1937

埼玉西武ライオンズ
￼いたま市感謝デー

2

インフォメーションセンター
ｌ0570・01・1950
ｈ http://www.seibulions.jp/
スポーツ企画課
ｌ829・1058、ｊ829・1969

農業者トレーニングセン
ターの催し・講座

①プリザーブドフラワー教室
日時／5月19日㈭ 13時30分〜
15時
内容／鳥かごの飾りを作る
費用／2,500円
（材料費を含む）
持ち物／花やワイヤーが切れ
るはさみ、木工用ボンド、ピ
日 時 ／5月17日 ㈫ 18時 試 合
ンセット 持ち帰り袋 など
開始（荒天中止）
②バラの展示会
会場／県営大宮球場（大宮区
期日／5月21日㈯・22日㈰
高鼻町）
時間／10時〜16時
（22日は15時
対戦相手／横浜ベイスターズ
まで）
対象／市内在住、在勤又は在
③コンテナガーデン教室
学の方
日時／5月26日㈭ 13時30分〜
入場料／1,200円（1塁側内野
15時30分
席B）※満席の場 合は、別の
内容／観葉植物の寄せ植えを
席種になる場合があります。
作る
チケット販売／当日の15時か
費用／1,500円
（材料費を含む）
ら、直接、県営大宮球場各入
持ち物／持ち帰り袋、手袋
場門販売所へ。※市内在住・ 《①・③共通》
在勤・在学が確認できる証明
定員／各30人
書などが必要です。
申 込 み／往復はがき
（1人1講
問合せ／埼玉西武ライオンズ
座1通のみ）
で、教室名、住所、

№

催事・講座名

① 革工芸講座
② 浴衣着付け教室

期日

6/4㈯・18㈯（全2回）

はじめてのハングルと 6/11・25、7/9・23の
韓国料理講座
各土曜日（全4回）

④

笑太夢マジックの
超健康マジック講座

6/11〜7/2の毎週土曜日
（全4回）

パソコン講座
⑤ 〜初心者のためのエク 6/14㈫〜17㈮（全4回）
セル Windows7編〜

アロマ＆フラワーセラ
6/15㈬・22㈬
（全2回）
ピーアレンジメント講座

⑦ 月イチお茶のみ落語

時間

6/1〜29の毎週水曜日
（全5回）

③

⑥

ばらまつり2011

期 日 ／5月21日 ㈯・22日 ㈰（雨
天の場合は一部中止）
時間／9時〜17時
会場／与野公園（中央区本町
西）
内容／バラの苗木の即売会、
スイートプリキュア・仮面ラ
イダーオーズのキャラクター
シ ョ ー、 バ ラ の 育 成 講 習 会
など
問合せ／㈳�いたま観光コン
ベンションビューロー
ｌ647・8339、ｊ647・0126

5月の休館日／9日㈪、23日㈪
問合せ／〒338 0835 桜区道場4 3 1 ｌ858・9080、ｊ858・9020

プラザウエストの催し・講座
ｎ催事・講座名など／右表のとお
り ｎ持ち物／②浴衣 ｎ申込み
／往復はがき
（1講座1人1通のみ）
で、
講座名、
住所、
氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、⑤はパソコン歴
を、5月16日㈪
（必着）までに、上
記問合せへ
（応募多数の場合は抽
せん）。

氏名、電話番号を、5月11日
㈬（必着）までに、〒336 0974
緑区大崎3156 1 農業者トレー
ニングセンターへ
（応募多数
の場合は抽せん）。
《共通》
会場・問合せ／農業者トレー
ニングセンター
ｌ878･2026、ｊ878･2027

6/17㈮

対象

定員

市内在住、在勤又は
在学の方

費用
4,000円
（材料費など）

10:00〜 市内在住、在勤又は 各
無料
12:00
在学の女性
20人
1,000円
（材料費など）
14:00〜
16:00
9:30〜
12:00

10:00〜
12:00

30人

市内在住、在勤又は
在学の方

5,000円
（教材費など）
3,000円
（教材費など）

各
20人
2,300円
（材料費など）
80人 500円
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3
障害者施設
みのり園の催し・講座
催事･教室名など／下表のと
おり
№ 催事・教室名
①

日時

ボウリング 5/21㈯
9:00〜11:00
大会

② 陶芸教室

③ 毛筆教室

定員
24人

5/24〜9/27の
毎月第4火曜日
（7/26を除く、
全4回）
10:00〜12:00 各
15人
5/24〜9/27の
毎月第4火曜日
（全5回）
13:30〜15:30

※定員はいずれも先着順です。

会場／①ラウンドワン大宮店
（大宮区宮町）②・③みのり園
（西区三橋）
対象／①市内在住で、知的障
害のある方又は障害者福祉施
設を利用している方 ②・③
市内在住で、障害のある方
費 用 ／ ①1,310円（ ゲ ー ム・貸
し 靴 代 ） ②1,200円（ 材 料 費 ）
③250円（教材費）
交 通 ／ ① 現 地 集 合 ②・③大
宮駅西口ソニックシティ南側
バス停から、車いすリフト付
きみのり園バスを運行

各区役所の代表電話番号・ファクス番号
（総務課）
・所在地は、6頁に記載しています
さいたま市ｈ http://www.city.saitama.jp/
申込み・問合せ／5月6日㈮〜
14日㈯に、電話又はファクス
で、 氏名、 電話・ファクス番
号を、みのり園へ。※結果は
全員に通知します。
ｌ622・5544、ｊ625・4854

￼いたま さつきまつり
期日／5月21日㈯・22日㈰
時間／10時〜16時
会場／さいたまスーパーア
リーナ 展示ホール（さいたま
新都心駅西口）
内容／さつき盆栽の銘木・銘
花などの展示・即売会
①市民展示作品の募集
対象／市内在住又は在勤で、
自分で搬入・搬出できる方
②さつき実技講習会
日時／5月21日㈯ 13時30分〜
内容／さつきの植え替え・管理
定員／30人
（先着順）
《共通》
費用／無料
申込み／①は5月13日㈮の12
時までに、②は5月11日㈬の
9時から、電話で、さいたま
さつきまつり展示会実行委員
会事務局へ。

問合せ／農業者トレーニング
センター内 �いたまさつき

ｎ

青少年宇宙科学館の催し・講座

まつり展示会実行委員会事務
局 ｌ878・2026、ｊ878・2027

タイヤチェックで燃費
アップ！キャンペーン
日時／6月2日㈭ 10時〜15時
（荒天の場合は一部中止）
会場／イオン与野ショッピン
グセンター 駐車場及び催事
場（中央区本町西）
内容／自動車のタイヤ空気圧
の無料点検、エコドライブシ
ミュレーター体験 など
費用／無料
申込み／当日、直接、会場へ。
問合せ／環境対策課
ｌ829・1330、ｊ829・1991

NACK5スタジアム大宮
スタジアムツアー

リサイクル自転車の販売

期日／6月4日㈯
時間／▶10時〜11時 ▶14時
〜15時
内容／選手用の更衣室や日韓
ワールドカップで優勝したブ

■催し・講座

番組名
期日
時間
定員
入場料
今夜の星空解説とワン 土・日曜日・祝日 ▶10:30〜
▶15:50〜
ピース宇宙っておもし
れえ！星空島編
火〜金曜日
15:50〜 各250人 一般＝500円、
4歳〜高校生
（先着順）
今夜の星空解説とジャー
＝200円
12:00〜
ニー・トゥ・スターズ
土・日曜日・祝日
星宙散歩5月の話題
14:10〜
※5月10日㈫〜13日㈮は、保守点検のため投影はありません。

№
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期日／6月5日㈰（雨天の場合
は12日㈰に延期）
時間／10時30分から受け付け、
11時から抽せん
会場／山丸公園（大宮区吉敷
町）
問合せ／㈳市シルバー人材セ
ンター大宮事務所
ｌ667・1150、ｊ667・0666

5月の休館日／月曜日
問合せ／〒330 0051 浦和区駒場2 3 45 ｌ881・1515、ｊ882・9702、
ｈhttp://www.kagakukan.urawa.saitama.jp/

■プラネタリウム（5月27日㈮まで） ｎ番組名など／下表のとおり

■企画展「むしむしわーるど」
ｎ期間／6月19日㈰まで ｎ時間／9時〜17時
■5月のサイエンスショー「宇宙ってどんなところ？」
ｎ期日／土・日曜日、祝日 ｎ時間／15時10分〜15時30分
■こどもの日記念 科学戦隊さいレンジャーのサイエンスショー
ｎ期日／5月5日㈷ ｎ時間／▶10時〜10時20分 ▶15時10分〜15
時30分 ｎ定員／各290人（当日先着順）ｎ費用／無料
■ワークショップ
ｎ期日／5月21日㈯ ｎ時間／▶10時〜 ▶11時〜 ｎ内容／わり
ばしでゴム鉄砲を作る ｎ費用／無料

ラジル代表チームのサインが
書かれた控室など、各エリア
を見学する
対象／市内在住又は在勤の方
※小学生以下の子どもは保護
者の同伴が必要です。
定 員 ／ 各30人（応 募 多 数 の 場
合は抽せん）
費用／中学生以上の方＝300
円、4歳〜小学生＝100円、3
歳以下の子ども＝無料
会場・申込み／往復はがき（1
通2人まで）で、催事名、時間、
参 加 者 全 員 の 住 所・氏 名・年
齢・電話番号を、5月20日㈮（消
印 有 効 ）ま で に、 〒330 0803
大 宮 区 高 鼻 町4丁 目 NACK5
スタジアム大宮へ。
問合せ／大和田公園管理事務
所 ｌ642・0478、ｊ649・5222

ｎ催事・教室名など／下表のとおり

催事・教室名／内容
期日
時間
対象
定員
天体観望会／おとめ座に輝く土星と三
19:30〜
①
6/4㈯
̶̶
100人
日月を観察
20:30
顕微鏡教室／淡水プランクトンの世
②
6/12㈰
界を見る
9:30〜 小学3年生 各
11:30 〜中学生 16人
科学教室／簡単押し花でコースター
③
を作る
6/18㈯
天文宇宙教室／プラネタリウムの解
17:30〜 小学3年生
④
16組
説員になる
19:30 〜中学生
とその保
自然観察教室／秋ヶ瀬公園
（桜区大字
⑤
6/19㈰ 9:30〜
20組
護者
栄和他）
で県蝶
「ミドリシジミ」
を観察
11:30
⑥ 工作教室／ロボコンを作る
6/25㈯
12人
小学5年生
ロボット教室／ロボットを作ってプロ
9:30〜
〜中学生 20人
⑦
6/26㈰
グラミングとマシーン制御を学ぶ
15:30
※①で中学生以下の子どもは保護者の同伴が必要です。また、⑤は現地
集合・解散です。

ｎ費用／①〜⑤無料 ⑥1,200円
（材料費）⑦2,000円
（材料費）ｎ申
込み／▶①5月10日㈫の9時から、直接又は電話で、上記問合せへ。
▶②〜⑦往復はがき
（1教室1人1通のみ）で、教室名、住所、氏名、
学年、電話番号を、5月10日㈫
（消印有効）
までに、上記問合せへ。

電力の需給状況により、掲載した催し・講座などが、予定どおり開催できない
場合がありますので、事前に各問合せへご確認ください。
水道施設見学会
日時／6月9日㈭ 8時30分〜
16時
集合／8時30分に、南区役所
前（バスで移動）
内容／配水管理事務所、水道
総合センター、県営大久保浄
水場を見学する
対象／市内在住又は本市の水
道を使用している方
定員／45人（応募多数の場合
は抽せん）
費用／無料（昼食は各自持参）
申込 み・問 合 せ／ 往 復はがき
で、催事名、参加者全員の住所・
氏 名・電 話 番 号を、5月20日㈮
（必着）
までに、〒330 8532 浦和
区針ヶ谷1 18 2 水道総務課へ。
ｌ714・3069、ｊ832・5929

南会津紀行
観光タクシーで巡るわた
すげとひめさゆり観賞

期間／6月11日㈯〜7月3日㈰

※期間内は随時受け付けます。 定員／70人（先着順）
区下山口新田）へ。
集 合 ／ 宿 泊 日 の11時15分 に、 費用／無料
ｌ・ｊ878･5025
会津田島駅前 ※翌日は14時
申込み／5月11日㈬の9時から、
市民活動サポートセン
頃解散します。
直接又は電話で、中央図書館
ターの講座
宿泊場所／市保養施設 ホテ
へ。 ｌ871・2100、ｊ884・5500
■市民活動にITを活 かす
ル南郷（福島県南会津町）
日時／5月11日㈬ 13時30分〜
内容／ひめさゆり群生地、湿
16時30分
原、前沢曲家集落を巡る
内容／ホームページ運営の基
対象／市内在住の方
民家園の講座
礎知識 ※パソコンは使いま
最少催行人数／2人
■母の日講座
せん。
費 用 ／5,000円 程 度 ※ 別 途
紙バンドで作る手提げ籠
■活動をWebでアピールする
宿泊料、2日目の昼食代が掛
日時／5月7日㈯ 9時30分〜
日時／5月25日㈬ 13時30分〜
かります。
15時
16時30分
問合せ／ホテル南郷
対象／中学生以上の方
内容／ホームページ検索で
ｌ0241･73･2275
定員／15人（先着順）
ヒットしやすくするための工
ｊ0241･73･2276
費用／1,000円
（材料費を含む） 夫 ※パソコンは使いません。
講演会「市民が選んだ
持ち物／昼食、ボンド、定規 《共通》
￼いたま百景」
■タマネギ染めで手ぬぐい作
会場／浦和コミュニティセン
り
ター（浦和駅東口・コムナーレ
日時／5月29日㈰ 9時〜12時
10階）
30分
対象／市民活動をしている方
内容／玉ねぎの皮を使って手
定員／各40人（先着順）
ぬぐいを染める
費用／無料
対象／小学生以上の方
申込み・問合せ／5月6日㈮の
日時／6月11日㈯ 14時〜16時
定員／20人（先着順）
9時から、電話又はファクス
会場／中央図書館（浦和駅東
費用／1枚300円（材料費）
で、講座名、住所、氏名、電
口・コムナーレ8階）
《共通》
話番号を、市民活動サポート
講師／中津原努氏（都市づく
会 場・申 込 み・問 合 せ ／5月3
センターへ。※結果は全員に
りNPO�いたま副理事長）
日㈷の9時から、電話で、浦
連絡します。
対象／18歳以上の方
和くらしの博物館民家園（緑
ｌ813･6400、ｊ887･0161
い

かご

宇宙劇場の催し
ｈhttp://www.ucyugekijo.jp/
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5月の休館日／水曜日（4日㈷を除く）、2日㈪、6日㈮、9日㈪〜12日㈭、
30日㈪、31日㈫
問合せ／〒330 0853 大宮区錦町682 2 ｌ647・0011、ｊ647・0066

■プラネタリウム

600円、4歳〜中学生＝300円 ▶観望会…無料 ｎチケット販売／
当日の16時40分から入場券を販売 ※観望会のみ参加の方は、19時
№
番組名
期日
時間
対象
までに、直接、JACK大宮5階 宇宙劇場ロビーへ。
銀河鉄道999
▶月〜金曜日…13:30〜、16:30
5/29㈰
① 〜消えた太陽系
〜 ▶土・日曜日、祝・休日… ̶̶
■特別観望会「太陽観望会」
まで
（星空解説あり）
10:30〜、13：30〜、16:30〜
ｎ日時／5月14日㈯ 14時〜15時 ｎ内容／天体望遠鏡で太陽の黒
小学生
星空散歩レイト
5/20㈮ 19:30〜
②
ｎ定員／100人（先着順）ｎ費用／無料 ｎ申込み／
点などを観望
以上の方
ショー（生解説）
当日の14時までに、直接、JACK大宮5階 宇宙劇場ロビーへ。
未来からのメッセージ
③
5/28㈯ 10:30〜
̶̶
（字幕・星空解説あり）
■アロマテラピー in プラネタリウム
（先着順）ｎ入場料
ｎ日時／5月14日㈯ 18時〜19時 ｎ定員／200人
※①は5月28日㈯の10時30分の回を除きます。
ｎ定員／各280人（先着順）※各回入れ替え制です。ｎ費用／高校生
／高校生以上の方＝800円、小・中学生＝400円 ｎチケット販売／当
以上の方＝600円、4歳〜中学生＝300円
日の16時40分から、入場券を販売
（未就学児、妊娠中の方は入場不可）
■星空散歩＆天体観望会「月と土星」
■爆笑！星のお兄さんプラネタリウムショー
（星の
ｎ期日／5月7日㈯ ｎ時間／▶18時〜19時…プラネタリウム「星空
ｎ日時／6月19日㈰ 15時30分〜16時40分 ｎ講師／田端英樹氏
（先着順）ｎ費用／高校生以上の方＝1,000
散歩」▶19時〜20時…天体観望会（雨天・曇天の場合、観望会は中止） お兄さん）ｎ定員／250人
ｎ内容／星空散歩で当日見られる天体について解説後、天体望遠鏡 （800）
円、4歳〜中学生＝500
（400）
円 ※
（ ）
内は前売り料金です。
（先着順）※観望会は100人です
（星空散歩を
ｎチケット販売／5月20日㈮の12時30分から、JACK大宮3階 宇宙劇
で観望 ｎ定員／250人
ご覧になった方から案内します）。なお、中学生以下の子どもは保
場受付で販売 ｎ販売時間／▶月〜金曜日…12時30分〜18時 ▶土・
日曜日・祝・休日…9時30分〜18時 ※当日は14時10分から販売します。
護者の同伴が必要です。ｎ入場料／▶星空散歩…高校生以上の方＝
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