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
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うらわ美術館展覧会

コレクションから―津久
井利彰と細野稔人
期間／1月17日㈰まで
時間／10時〜17時（土・日曜日
は20時まで）※入場は閉館の
30分前まで
内容／本市にゆかりのある彫
刻家の作品を展示
入館料／無料
休館日／月曜日
（1月11日㈷を
除く）
、1月12日㈫
問合せ／うらわ美術館
（浦和区
仲町）
ｌ827・3219、ｊ834・4327

早春の味覚 いちご狩り
①南区
期間／1月2日㈯〜5月中旬の
土・日曜日
所在地／南区円正寺503

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
1/4㈪〜1/10㈰
武田幸經 展覧会
1/11㈷〜17㈰
第8回 本太写真クラブ 写真展
1/18㈪〜24㈰
Dear ColorsⅦ 写真展

ｎ問合せ／文化振興課
ｌ829・1226、ｊ829・1969

S A I TA M A

ｎ費用は、時期により異なりま
すので、直接、お問い合わ
せください。
い す
ｎ車椅 子、ベビーカーでも入場
できます。
ｎいちごが無くなり次第終了
となります。

問合せ／農業政策課
ｌ829・1378、ｊ829・1987

咲いたまつり2009
写真コンテスト作品展
期間／1月5日㈫〜19日㈫
会場／浦和区役所1階ロビー
内容／最優秀・優秀・入選作品
の展示
問合せ／観光政策課内 �い
たま市民まつり実行委員会事
務局 ｌ829・1365、ｊ829・1966

さいたま新都心
大道芸フェスティバル

1/25㈪〜31㈰
見沼彩光会
「彩の国の四季」写真展
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問合せ／円正寺直売所（西野）
ｌ881・6232
②緑区
期間／1月5日㈫〜6月下旬
（月・
木曜日を除く）
所在地／緑区間宮803
問合せ／美園いちごランド
（岡田）
ｌ090・5337・0391
③岩槻区
期間／1月16日㈯〜5月上旬
（月
曜日を除く）※平日要予約
所在地／岩槻区裏慈恩寺459
問合せ／深井イチゴ園
ｌ794・1243
《共通》
時間／10時〜15時
（③は16時ま
で）

期 日 ／1月9日 ㈯・10日 ㈰（ 雨
天一部中止）
時間／11時〜15時

2010.1

会場／けやきひろば（さいた
ま新都心駅西口）ほか
内容／中国雑技芸術団などに
よる公演、ジャグリングやパ
ントマイムなどの大道芸人に
よるパフォーマンス
問合せ／㈱さいたまアリーナ
ｌ601・1122
計画管理課
ｌ829・1577、ｊ829・1937

消防出初式

日時／1月10日㈰ 10時〜12時
（雨天中止）
会場／大宮消防署 訓練所（大
宮区天沼町）
内容／車両行進、木やり流し、
はしご乗り、一斉放水 など
問合せ／消防総務課
ｌ833・7335、ｊ833・7641
※公共交通機関をご利用くだ
さい。
らん

埼玉洋蘭展
期間／1月14日㈭〜17日㈰
時 間／9時 〜16時30分
（17日は
15時30分まで）
会場／見沼グリーンセンター
（北区見沼）
内容／約500点のカトレア、デ
ンドロビューム、胡 蝶蘭 など
を展示
費用／無料
問合せ／埼玉洋蘭会（飯島）
ｌ685・6326 9時〜17時
こちょう らん

農業政策課
ｌ829・1376、ｊ829・1987

障害者社会参加推進セン
ターの講演会
■映画「ゆずり葉」の制作秘話
日時／1月17日㈰ 10時〜12時
会場／産業文化センター（中
央区下落合）
内容／「ゆずり葉」の映画監督
早瀬憲太郎氏が制作秘話を語
る
対象／市内在住、在勤又は在
学の方
定員／300人（当日先着順）
■共に作ろうみんなの輪
精神障害者の理解のために

日時／2月11日㈷ 13時〜16時
会場／浦和ふれあい館（浦和
区常盤）
講師／増野 肇氏（ルーテル学
院大学教授）
対象／市内在住又は在勤の方
定員／100人（当日先着順）
《共通》
費用／無料
※いずれも手話・OHPあり
問合せ／障害者協議会
ｌ653・7271、ｊ653・7341
障害福祉課
ｌ829・1308、ｊ829・1981

危機管理セミナー
日 時 ／1月17日 ㈰ 14時 〜16
時30分（13時30分開場）
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さいたま市ｈ http://www.city.saitama.jp/
会場／市民会館おおみや（大
宮区下町）
演題／現代危機への処方せん
講師／ 佐 々 淳 行 氏（元 内 閣 安
全保障室長）

定員／1,300人（当日先着順）
費用／無料
問合せ／安心安全課
ｌ829・1125、ｊ829・1936
※公共交通機関をご利用くだ
さい。

学校給食週間記念講演会
日 時 ／1月19日㈫ 9時45分〜
11時45分
会場／埼玉会館 小ホール（浦
和区高砂）
演 題 ／学校・家庭・地域を結ぶ
食育〜楽しく食育 ※食育に
関するパネル・児童生徒のポス
ター展示も行います。
対象／市内在住又は在勤の方
定員／100人（当日先着順）
費用／無料

問合せ／健康教育課
ｌ829・1679、ｊ829・1990

食の安全フォーラム

②ラウンジコンサート
「アイルランドのケルト音楽
にのって」

日時／1月26日㈫ 14時〜16時
30分
会場／与野本町コミュニティ
センター（中央区本町東）
日時／1月24日㈰ 12時〜12時
内容／▶講演「健康食品・サプ
45分
リメントの賢い使い方」講師
内容／▶民族楽器でアイリッ
…梅垣敬三氏（ 国立健康・栄
養研究所情報センター長）
シュポルカなどを演奏 ▶手
▶パネルディスカッション
話ダンス
対象／市内在住又は在勤の方 《①・②共通》
定員／150人（応募多数の場合
会場／市民活動サポートセン
は抽せん）
ター（浦和駅東口・コムナーレ
費用／無料
9階）
申込み・問合せ／往復はがきで、 申込み／当日、直接、会場へ。
住 所、氏 名、電 話 番 号 を、1月
③よくわかる!
13日㈬（必着）までに、〒330 9588
新公益法人制度
浦和区常盤6 4 4 食品安全推進
日時／1月20日㈬ 19時〜21時
課へ。 ｌ829・1300、ｊ829・1967
30分
会場／浦和コミュニティセン
市 民 活 動 サ ポ ート セ ン
ター（浦和駅東口・コムナーレ
ターの催し・講座
10階）
①キッズライブ
内容／市民団体の法人格取得
「遊びの中で子どものヤル
のために、新公益法人制度と
NPO法人について学ぶ
気を育てよう!」
講師／富永さとる氏（パブリッ
日時／1月20日㈬ 11時〜12時
ク・ベネフィット研究所代表）
内 容 ／▶わらべうた ▶子ど
対象／市民活動団体に参加し
もの生活習慣に関するミニ講座

民家園・見沼くらしっく館の催し・講座
浦和くらしの博物館民家園（緑区下山口新田1179 1） ｌ･ｊ878･5025
■昔のくらし体験!
ｎ日時／1月24日㈰ 13時〜15時30分 ｎ内容／古民家を利用して、
昔と今のくらしや道具の違いを体験 ｎ定員／30人（先着順）ｎ費
用／無料 ｎ申込み／1月5日㈫の9時から、電話で、民家園へ。
■探鳥会
ｎ日時／2月7日㈰ 9時〜12時
（雨天中止）ｎ費用／▶中学生以下の
子ども＝50円 ▶高校生以上の方＝100円 ※小学生以下の子どもは

ている又は関心のある方
定員／10人（先着順）
申 込 み ／1月5日 ㈫ の9時 か
ら、電話、ファクス又はEメー
ル で、 講 座 名、 住 所、 氏 名、
電話番号を、市民活動サポー
トセンターへ。
※結果は全員に通知します。
《共通》
費用／無料
問合せ／市民活動サポートセン
ター ｌ813･6400、ｊ887・0161
ｆoﬃce@mail.saitamacitysupport.jp

外国人による
日本語スピーチ大会
日時／1月24日㈰ 13時〜16時
30分
会 場／国際交流 基 金 日本語
国際センター
（浦和区北浦和）
定 員・費 用 ／150人（応 募 多 数
の場合は抽せん）無料
申込み・問合せ／はがきで、催
事 名、住 所、氏 名、電 話 番 号
を、1月18日 ㈪（ 必 着 ）ま で に、
〒330 0055 浦和区東高砂町11 1
コムナーレ9階 ㈶市国際交流
協会へ。
※結果は全員に通知します。
ｌ813・8500、ｊ887・1505

1月の休館日／1日㈷〜4日㈪、12日㈫、18日㈪、25日㈪

ター（見沼区染谷）ｎ講師／嶋村益代氏（ピアニスト）ｎ申込み／電
話で、1月7日㈭までに、見沼くらしっく館へ。
■講座 ｎ講座名など／下表のとおり
№

講座名
がゆ

期日

① 加田屋の七草粥作り

1/7㈭

② 見沼の開発を知ろう!

1/9㈯

保護者同伴 ｎ持ち物／筆記用具、双眼鏡
（お持ちの方のみ）ｎ申込み
／当日、直接、民家園へ。

小正月の作花／魔除けにもなる
花飾りを、水木などを削り作る
④ 加田屋流投扇会
⑤ 将棋駒の根付
⑥ 将棋駒のカラビナ作り

1/16㈯
1/21㈭
1/22㈮

旧坂東家住宅見沼くらしっく館（見沼区片柳1266 2）

⑦ 将棋駒で何かを作ろう!

1/23㈯

⑧ 将棋駒のキーホルダー作り
⑨ 将棋駒のストラップ作り

1/28㈭
1/29㈮

ｌ688･3330、ｊ688･3335
■企画展示「虎の縁起・寅の除魔」
ｎ期間／1月5日㈫〜31日㈰ ｎ内容／アジア各国の
「虎」
「寅」
の資料を展示
■くらしっく歌始め（童謡合唱）
ｎ日時／1月8日㈮

14時〜16時

ｎ会場／片柳コミュニティセン

③

1/15㈮

時間

対象

定員

̶
小学3〜6年生
10:00〜 とその保護者
12:00

̶

̶

14:00〜
20歳以上の方 各8人
16:00

ｎ費用／無料 ｎ申込み／①〜④は当日、直接、会場へ。⑤〜⑨は
1月5日㈫の9時から、電話
（1人1講座のみ）で、見沼くらしっく館へ
（先着順）
。
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リサイクル自転車の販売

日 時 ／1月28日 ㈭ 10時 か ら
受け付け、10時30分から抽せ
ん（雨天決行）
会場／㈳市シルバー人材セン
ター大宮事務所 下町作業所
（大宮区下町）
問合せ／同センター大宮事務
所 ｌ667・1150、ｊ667・0666

女・男フェスタ�いたま
期日など／下表のとおり
№

日時
1/30㈯・31㈰
11:00〜16:00
①
（31日は10:00
〜）
1/30㈯
②
12:30〜

③

1/30㈯
14:00〜

④

1/31㈰
13:30〜

内容
ステージ発 表、展
示、ワークショップ

オープニングコン
サート
講演「共に生きよ
う夢にむかって」
講師…古屋和雄氏
（NHKエグゼクティ
ブアナウンサー）
※手話通訳あり
映画「60歳のラブ
レター」の上映

会場／生涯学習総合センター

各区役所の代表電話番号・ファクス番号
（総務課）
・所在地は、8頁に記載しています
（ 大 宮 駅 西 口・シ ー ノ 大 宮 セ
ンタープラザ9階・10階）
定員／②〜④各180人（当日先
着順）
費用／無料
託児／1歳6か月以上の未就学
児5人 ※1月22日㈮までに、電
話で、パートナーシップ�い
たまへ（応募多数の場合は抽せ
ん）
。なお、傷害保険料は実費
負担となります。
問合せ／パートナーシップ�
いたま
ｌ642・8107、ｊ643・5801
こころの健康セミナー

女性のメンタルヘルス
「私の心がゆれるとき」
日時／1月31日㈰ 13時〜16時
（12時30分開場）
会場／市民会館うらわ（浦和
区仲町）
内容／▶講演「結婚、 子育て
など女性のライフスタイル
に関連した心の問題につい
て」講師…比嘉千賀氏（精神
科 医 ） ▶DV被 害、 ア ダ ル ト
チルドレン、薬物依存症に関
する体験談
対象・定員・費用／市内在住の
方 300人（当日先着順）無料

宇宙劇場の催し
■プラネタリウム
★しまじろうのほしぞらだいすごろく（生解説）
ｎ期間／2月28日㈰まで（2月14日㈰を除く）ｎ時間／13時30分〜
★星空散歩
ｎ日時／18時〜 ※1月6日㈬・7日㈭・23日㈯を除く
★星空散歩〜レイトショー〜（生解説）
ｎ日時／1月15日㈮ 19時30分〜 ※未就学児の入場はできません。
《共通》
ｎ定員／各280人（先着順）※各回入れ替え制 ｎ費用／▶4歳〜中
学生＝300円 ▶高校生以上の方＝600円
■大きな宇宙の小さな巡回展「王立科学博物館」
ｎ期間／1月5日㈫〜2月28日㈰ ｎ内容／アポロ宇宙船やソユーズ
がん
ロケットなど、宇宙をテーマにした玩具菓子のおもちゃを展示
ｎ費用／無料
■親子で楽しむ星空散歩
ｎ期日／▶1月6日㈬ ▶1月7日㈭ ｎ時間／18時〜19時…プラネ
タリウム「星空散歩」
、19時〜20時…天体観望会
（雨天・曇天の場合、
観望会は中止）ｎ定員／各250人（先着順）ｎ費用／▶4歳〜中学生
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問合せ／こころの健康セン
ター ｌ851・5665、ｊ851・5672

大宮図書館の催し・講座
■無声映画鑑賞会

申込み／往復はがきで、
講座名、
住所、氏名、電話番号を、1月
18日㈪
（必着）
までに、〒330 0803
大 宮 区 高 鼻 町2 1 大 宮 図 書 館
へ。
《共通》
費用／無料
問合せ／大宮図書館
ｌ643・3701、ｊ648・8460

NACK5スタジアム大宮
スタジアムツアー

日時／1月31日㈰ 14時〜15時
期日／2月7日㈰
作品／海底王キートン
時間／▶10時〜11時 ▶14時
弁士／澤登 翠氏
〜15時
対象／中学生以上の方
内容／選手更衣室やブラジル
定員／96人（先着順）
申込み／当日の13時30分から、 代表のサインが書かれた控室
1階正面玄関ロビーで整理券
など、普段見ることのできな
を配布
いエリアの見学
対象／市内在住又は在勤の
■近代文学講座
方 ※小学生以下の子どもは
「芥川龍之介の世界」
期日／2月3日〜3月10日の毎
保護者同伴
週水曜日
（2月24日を除く、全
定 員 ／ 各30人（応 募 多 数 の 場
5回）
合は抽せん）
時間／14時〜16時
費用／▶3歳以下の子ども＝
無料 ▶４歳〜小学生＝100円
講師／山本 良氏（埼玉大学准
▶中学生以上の方＝300円
教授）
申込み／往復はがき
（1通2人ま
対象／市内在住、在勤又は在
で）で、時間、全員の住所・氏名・
学の方
年 齢・電 話 番 号 を、1月20日 ㈬
定員／96人（応募多数の場合
（消印有効）までに、〒330 0803
は抽せん）
1月の休館日／水曜日
（6日を除く）
、1日㈷〜4日㈪、12日㈫
問合せ／〒330 0853 大宮区錦町682 2 ｌ647・0011、ｊ647・0066
テレホンサービスｌ641・1999、ｈhttp://www.ucyugekijo.jp/
＝300円 ▶高校生以上の方＝600円 ｎ申込み／当日の16時40分か
ら、入場券を販売
■星空散歩＆天体観望会「上弦の月・火星」
ｎ日時／1月23日㈯ 18時〜19時…プラネ
タリウム
「星空散歩」、19時〜20時…天体観
望会
（雨天・曇天の場合、観望会は中止）
ｎ定員／250人
（先着順、観望会のみは100
人）※中学生以下の子どもは保護者同伴
ｎ費用／▶星空散歩…4歳〜中学生＝300
円、高校生以上の方＝600円 ▶観望会＝
無料 ｎ申込み／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時までに、JACK大宮5階 宇宙劇場ロビーへ（星
空散歩をご覧になった方からご案内します）。
■特別観望会「太陽観望会」
ｎ日時／1月30日㈯ 14時〜15時 ｎ内容／太陽の黒点を観望する
ｎ定員／100人（先着順）※中学生以下の子どもは保護者同伴 ｎ費
用／無料 ｎ申込み／当日の14時までに、JACK大宮5階 同劇場ロ
ビーへ（雨天・曇天の場合は中止）。

さいたま市ｈ http://www.city.saitama.jp/
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

ター（浦和駅東口・コムナーレ
9階）
内容／効果的なスポーツ指導
の知識などを学ぶ
対象／市内在住、在勤又は在
民踊の集い
学で、18歳以上の方
日時／2月10日㈬ 13時〜16時
定員／120人（先着順）
会場／与野体育館（中央区下
費用／無料
申 込 み・問 合 せ ／1月5日 ㈫ か
落合）
内容／東京音頭、花笠音頭、 ら、はがき、ファクス又はEメー
ルで、講座名、住所、氏名、電
相馬盆唄などに合わせて踊る
話番号、スポーツ団体に所属し
※踊りの指導も行います。
対象／市内在住、在勤又は在
ている方は団体名を、1月29日
学で、踊りの初心者
㈮
（必着）
までに、〒338 0835 桜
費用／100円（傷害保険料を含
区道場4 3 1 記念総合体育館内
む）
㈶市体育協会へ。
申込み・問合せ／1月5日㈫〜 ※落選者にのみ通知します。
ｌ851・6250、ｊ851・6253
29日㈮に、電話又はファクス
で、 住所、 氏名（ふりがな）、 ｆinfo@saitamacity-sports.
or.jp
年齢、電話番号を、市日本民
踊連盟（山田）へ。
春の房総
ｌ・ｊ665・3920
花摘み・いちご狩り
9時〜21時､ 金曜日を除く
期間／2月24日㈬〜25日㈭（1
問合せ／体育課
泊2日）
ｌ829・1731、ｊ829・1990
費用／1万9,000円程度
�いたまスポーツセミナー
問合せ／2月15日㈪までに、電
期 日 ／2月18日 〜3月4日 の 毎
話で、市保養施設 しらさぎ荘
週木曜日
（全3回）
（千葉県鴨川市）
へ。
時間／19時〜20時30分
70120・310・344
会場／浦和コミュニティセン
ｊ04・7094・2432

青少年宇宙科学館の催し・講座
ｎ催事・教室名など／下表のとおり
№

催事・教室名／内容
日時
対象・定員・費用
天体観望会／上弦の月、火星 2/20㈯
①
― 100人 無料
と冬の大三角を観察する
18:00〜19:00
②

気象の勉強室／天気図の学習 2/6㈯
小学3年生〜中学生
と簡易湿度計を作る
9:30〜11:30 16人 無料

小学3年生以上の方
自然観察教室／冬の野鳥・植 2/7㈰
※小学生は保護者同伴
③
物を観察する
9:00〜11:30
24人 無料
④

パソコン教室／エクセルで、 2/13㈯
小・中学生とその保護者
平成22年度のカレンダーを作る 9:30〜11:30 10組20人 100円

⑤

顕微鏡教室／いろいろな結晶 2/14㈰
小学3年生〜中学生
を見る
9:30〜11:30 10人 無料

※③は大宮南部浄化センター（見沼区上山口新田）集合・解散

ｎ申込み／▶①・③…1月10日㈰の9時から､ 直接又は電話で、青少
年宇宙科学館へ（9時〜17時、先着順)。▶②・④・⑤…往復はがき（1
教室1人1通のみ）で、教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を､ 1
月10日㈰
（消印有効）までに、上記問合せへ
（応募多数の場合は抽せ
ん）。

4

南郷どぶろくと
郷土料理の夕べ
日時／2月28日㈰ 18時〜20時
集合／17時に、ホテル南郷（福
島県南会津町）※同町内にあ
る会場までは、バスで移動
定員／20人（先着順）
費用／5,000円（飲食代）
問合せ／1月5日㈫の9時から、
電話で、ホテル南郷へ。
ｌ0241・73・2275
ｊ0241・73・2276

隣の晩ごはんから見る地
域コミュニティ
日時／2月28日㈰ 14時〜15時
30分
（浦和区
会場／市民会館うらわ
仲町）
講師／ヨネスケ氏（落語家）

対象・定員・費用／市内在住、
在勤又は在学の方 300人（応
募多数の場合は抽せん）無料

申込 み・問合せ／往復はがき
（1通3人まで）
で、全員の住所・
氏名・電話番号を、1月29日㈮
（必着）までに、〒330 9588 浦
和区常盤6 4 4 コミュニティ課
内 市コミュニティ協議会事務
局へ。
ｌ829･1068、ｊ825･0665
ユーモア音楽祭

マンガチック音楽会2010
日時／3月14日㈰ 14時〜
会場／プラザノース（北区宮
原町）
内容／「展覧会の絵」をオリジ
ナルにアレンジした曲を吹奏
楽で演奏するなど、楽しめる
工夫を凝らしたユーモアあふ
れる音楽会
演出／あらい太朗氏（漫画家）
定員／370人（先着順）
費用／無料
申込み／1月14日㈭の10時から、
直接
（10時〜20時）又は電話
（ｌ
669・0300､ 10時 〜17時 ）で、 プ
ラザノース事業係へ。※毎月
第2・4月曜日
（祝日を除く）は、
窓口販売は17時までとなりま
す。
問合せ／プラザノース事業課
ｌ653・9255、ｊ653・9288

1月の休館日／1日㈷〜4日㈪、12日㈫、18日㈪、25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

ｎ番組名など／下表のとおり

番組名

日時
▶1/5㈫〜11㈷・15㈮…10:30〜、15:50〜
今夜の星空解説と
※8㈮・15㈮は15:50〜のみ ▶1/16㈯以降
古代王者・恐竜キング
の土・日曜日、祝日…15:50〜
全天周映画「シーモンスター」 1/5㈫〜7㈭・9㈯〜11㈷…12:30〜
ぞら

星宙散歩
（今年の天文ショー） 1/5㈫〜7㈭・9㈯〜31㈰の土・日曜日…14:10〜
キッズアワー
「今夜の星空解説」
と
「キラキラ森のなかまたち〜 1/16㈯以降の土・日曜日、祝日…10:30〜
まほうのモーフくん〜」
▶1/16㈯以降の土・日曜日、祝日…12:30〜
「今夜の星空解説」
と
「星空交響曲」
▶1/20㈬以降の水〜金曜日…15:50〜
※1月13日㈬・14日㈭は、保守点検のため投影がありません。

ｎ定員／各250人
（先着順） ｎ費用／4歳〜高校生＝200円、一般＝500円
■1月のサイエンスショー「熱のびっくり実験」※無料
ｎ日時／土・日曜日、祝日…15時10分〜15時30分
■1月の日曜・祝日映画会 ※無料
ｎ期日／10日、11日、17日、24日 ｎ時間／13時30分〜
■ワークショップ「はさみで何をつくろうかな」※無料
ｎ日時／1月23日㈯ 10時〜11時30分
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