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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
障害者施設
みのり園の講座

①料理教室
期日／▶聴覚障害者・肢体不自
由者コース…4月17日〜7月17
①心をつかむキャッチコピー
日の毎月第3金曜日
（全4回）
期日／4月8日㈬
▶視覚障害者・肢体不自由者
講 師 ／ 東 一 邦 氏（ � い た ま
コ ー ス …4月24日 〜7月24日
NPOセンター理事）
の毎月第4金曜日（全4回）
「き」 時間／9時30分〜12時
②チラシデザインの基本の
期日／4月22日㈬
対象／市内在住で、 聴覚・視
内容／良いデザインと悪いデ
覚・肢体に障害がある方
ザインの実例などを学ぶ
定員／各5人
講 師 ／ 大 工 原 潤 氏（ デ ザ イ
費用／3,500円(材料費)
ナー）
②ビーズアクセサリー教室
《共通》
日 時 ／4月21日 〜8月18日 の
時間／9時30分〜12時
毎 月 第3火 曜 日（7月 を 除 く、
会場／浦和コミュニティセン
全4回）9時30分〜11時30分
ター（浦和駅東口・コムナーレ
定員／10人
10階）
費用／100円（テキスト代）、1
定員／40人（先着順）
作品当たり2,000円（材料費）
費用／無料
③書道教室
申込み・問合せ／4月3日㈮の
期日／❶硬筆コース…4月21日
9時 か ら、 電 話、 フ ァ ク ス、 〜 平 成22年3月16日の 毎 月第3
火曜日
（7月、
2月を除く、全10回）
又はEメールで、講座名、住
❷ 毛 筆コー ス…4月28日〜 平
所、氏名、電話番号を、市民
成22年3月23日の毎月第4火曜
活動サポートセンターへ。
日
（9月、11月を除く、全10回）
ｌ813･6400、ｊ887･0161
ｆoﬃce@mail.saitamacity時間／13時30分〜15時30分
support.jp
定員／各15人

市民活動サポートセン
ターの講座

ｎ

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
№
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

催事・教室名／内容
天体観望会／月と土星
と春の星座観察
顕微鏡教室／春の草花
の花粉
パソコン教室／お小遣
い帳を作ろう
工作教室／ロボコンを
作ろう
科学教室／水溶液の性
質を調べよう
天文宇宙教室／星座早
見を作ろう
自然観察教室／大宮公
園の野草を探そう

S A I TA M A

ソニックシティ南側のバス停か
ら、④・⑤は岩槻駅から、車いす
リフト付きみのり園バスを運行
申 込 み・問 合 せ ／4月1日㈬か
ら、電話又はファクスで、講座名、
住所、氏名、電話・ファクス番号
を、①は4月10日㈮、②・③❶は
4月12日㈰、③❷・④・⑤は4月19
日㈰、⑥は4月17日㈮までに、み
のり園へ
（応募多数の場合は抽
せん）
。※結果は全員に通知しま
す。 ｌ622･5544、ｊ625･4854
※月曜日、祝日は休園

障害者総合支援センター
のパソコン講座
日時／4月21日㈫〜24日㈮・27
日 ㈪･28日 ㈫・30日 ㈭、5月1
日㈮・7日㈭、8日㈮（全10回）
9時30分〜15時30分
内容／エクセルデータを利用
したワード文書の作成、関数
の応用、パワーポイント、ア
クセス など
対象／市内在住で、次のすべ
てを満たす方 ▶障害者手帳
（肢体不自由・知的障害・精神障
害）
が交付されている ▶就労
を目指している ▶パソコン検
定3級程度の知識がある
定員／12人（応募多数の場合

4月の休館日／月曜日、9日㈭
問合せ／ｌ881・1515、ｊ882・9702、ｈhttp://www.kagakukan.
urawa.saitama.jp/
■プラネタリウム

★「今夜の星空解説」
と
「世界天文年記念・星空交響曲」※4月19日㈰まで
時間
対象・定員
費用
19:30〜
ｎ日時／▶土・日曜日、祝日、4月1日㈬〜3日㈮・7日㈫＝10時30分〜、
5/30㈯
100人
20:30
12時30分〜、14時10分〜、15時50分〜
（4月1日㈬〜3日㈮・7日㈫のみ）
無料
小学3年生〜中学
▶水〜金曜日＝15時50分〜
5/10㈰
ぞら
生 16人
★星宙散歩 ※4月19日㈰まで
小・中 学 生 と そ の 100円
5/16㈯
ｎ日時／土・日曜日＝15時50分〜
保護者 10組20人（教材費）
《共通》
9:30〜 小 学5年 生〜中学 1,200円
5/17㈰
11:30 生 10人
（材料費）
ｎ定員／250人 ｎ費用／4歳〜高校生＝200円、大人＝500円
期日

無料
小 学3年 生〜中学
生 16人
300円
（教材費）
9:00〜 小学3年生以上の
5/24㈰
無料
11:30 方 24人
5/23㈯

▶①・⑦の申込み／4月10日㈮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）。▶②〜⑥の申込み／往復はがき（1
教室1人1通のみ）で、教室名、住所、氏名、年齢（学年）、電話番号を、
4月10日㈮
（消印有効）までに、〒330 0051 浦和区駒場2 3 45 青少年
宇宙科学館へ（応募多数の場合は抽せん）。
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④初心者向け絵手紙教室
日 時 ／4月22日〜 平 成22年3月
24日の毎月第4水曜日
（9月、12月
を除く、全10回）10時30分〜12時
費用／300円（材料費）
⑤初心者向け手編み教室
日 時 ／4月22日 〜 平 成22年3
月10日の毎月第2・4水曜日
（9
月、12月の第4水曜日を除く、
全20回）13時30分〜15時
費用／100円（テキスト代）
《④・⑤共通》
会場／市障害者社会参加推
進センター（岩槻区保健セン
ター北隣）
⑥パッチワーク教室
日 時 ／4月24日 〜 平 成22年3
月12日の毎月第2・4金曜日
（8
月14日、11月13日を除く、全20
回）13時30分〜15時30分
《①〜③・⑥共通》
会場／みのり園（西区三橋）
《②〜⑥共通》
対象／市内在住で、障害のあ
る方
《③・⑥共通》
費用／各500円（材料費）
《④〜⑥共通》
定員／15人
《共通》
交通／①〜③・⑥は大宮駅西口

2009.4

4月8日㈬・10日㈮・22日㈬は、点検のため投影を行いません。

■特別映画会「ホートン ふしぎな世界のダレダーレ」※無料
ｎ日時／5月3日㈷ 10時〜、14時〜 ｎ定員／290人（全席指定）
ｎ申込み／往復はがきで、時間、住所、全員の氏名・電話番号を、
4月20日㈪
（必着）までに、同科学館へ（応募多数の場合は抽せん）。
■4月の日曜・祝日映画会 ※無料
ｎ期日／日曜日、29日㈷ ｎ時間／13時30分〜14時
■4月のサイエンスショー ※無料
ｎ日時／土・日曜日、29日㈷ 15時10分〜15時30分 ｎ内容／空気のふしぎ

6

さいたま市ｈ http://www.city.saitama.jp/
は抽せん）
費用／5,040円（テキスト代）
申込み・問合せ／電話、
はがき、
ファクス又はEメールで、講座
名、住所、氏名、年齢、電話番号、
障害の内容を、
4月13日㈪
（必着）
までに、〒338 0013 中央区鈴谷
7 5 7 障害者総合支援センター
へ。
※結果は全員に通知します。
ｌ859･7266、ｊ852･3273
ｆsyogaisha-sogo-sien@city.
saitama.lg.jp

手話講習会
①手話奉仕員養成講習会
（初級コース）
期日／5月11日㈪〜平成22年
2月26日㈮
曜日など／下表のとおり
曜日

時間

会場

コミュニティセンター
月
（岩槻区本町）
10:00〜 いわつき
12:00

下落合コミュニティセ
ンター
（中央区下落合）

水
18:45〜
20:45 大宮ふれあい福祉セ
ンター
（大宮区土手町）
13:30〜
15:30
金
19:00〜 浦和ふれあい館
（浦和
21:00 区常盤）
※いずれも全40回

対象／市内在住、在勤又は在
学で、次のすべてを満たす方
▶手話学習経験がない ▶15
歳以上（中学生を除く）▶視
覚、聴覚に障害がない ▶修
了後にボランティア活動がで
きる
定員／200人（応募多数の場合
は抽せん）
②手話奉仕員養成講習会
（中級コース）

▶県手話通訳者養成講習会
内容／エクセル基礎
（5月開講）を受講する
定員／25人
定員／90人（応募多数の場合
②第2回平日コース
期 日 ／5月25日 ㈪･28日 ㈭（ 全
は選考）
2回）
《共通》
会場／県職業能力開発セン
費用／3,000円程度（テキスト
ター（北区櫛引町）
代などを含む）
募集案内の配布／①は4月1日 内容／ワード基礎
定員／20人
㈬ 〜15日㈬、②は5月1日㈮ 〜
12日㈫に、各区支援課、市社 《共通》
時間／９時30分〜16時30分
会福祉協議会各区事務所、市
対象／母子家庭の母又は寡婦
聴覚障害者協会で配布 ※市
費用／800円（教材費）
ホ ー ム ペ ージ からもダ ウン
申込み・問合せ／往復はがき
ロードできます。
申込み・問合せ／応募用紙に （1人1通のみ）で、コース名、
住所、氏名、年齢、電話番号
記入し、直接又は郵送で、①
を、 ① は4月13日 ㈪、 ② は5
4月15日 ㈬、 ②5月12日 ㈫
（そ
月7日㈭（それぞれ必着）まで
れぞれ必着）
までに、〒330 08
期日／5月26日㈫〜12月25日㈮
に、〒330 0843 大宮区吉敷町
01 大宮区土手町1 213 1 大宮
曜日･時間など／下表のとおり ふれあい福祉センター内 市
1 124 県大宮合同庁舎内 ㈶県
母子寡婦福祉連合会へ
（応募
聴覚障害者協会へ。※結果は
曜日 時間
会場
多数の場合は抽せん）。
全員に通知します。
18:45〜
浦和ふれあい館
火
20:45
ｌ642･6557
ｌ・ｊ653・7324
問合せ／子育て支援課
10:00〜
水
ひとり親家庭の母・寡婦
12:00 大宮ふれあい福祉セ
ｌ829･1270、ｊ829･1935
金

13:30〜 ンター
15:30

※いずれも全30回

対象／市内在住で、次のすべ
てを満たす方 ▶手話奉仕員
養成講習会修了又は同程度

向けのパソコン教室

①第1回休日コース
期 日 ／4月25日 ㈯・26日 ㈰（全
2回）
会場／JACK大宮14階
（大宮駅
西口）

宇宙劇場の催し

勤労女性センターの講座

問合せ／ｌ647・0011、ｊ647・0066､ テレホンサービスｌ641・1999

問合せ／ｌ685・2122、ｊ687・8521

①超大型映画「銀河鉄道の夜」
ｎ日時／▶月〜金曜日＝15時〜 ▶土・日曜日、祝日、4月2日㈭
〜７日㈫＝12時〜、15時〜
②プラネタリウム「星空散歩 〜レイトショー〜」
ｎ日時／4月17日㈮ 19時30分〜20時30分 ※未就学児は入場で
きません。
③星空散歩＆天体観望会「水星・土星〜水星にチャレンジ!」
ｎ期日／4月25日㈯ ｎ日時・内容／▶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（大宮駅西口）へ。なお、星空散歩を観覧した方からご案内
します。
《共通》
ｎ定員／①・②各280人 ③250人
（観望会のみ参加の方は100人）
※中学生以下は、保護者同伴。いずれも先着順 ｎ費用／▶4歳
〜中学生＝300円 ▶高校生以上の方＝600円 ▶観望会＝無料
ｎ4月の休館日／水曜日（29日㈷を除く）、30日㈭

ｎ講座名など／下表のとおり
№ 講座名／内容

①

日時

定員

費用

10:30〜13:30

市内在住又
は在勤で、 15組
500円
小学生とそ 30人（材料費など）
の保護者

5/26〜7/14の毎週火曜
日
（全8回）13:30〜15:30

400円
30人
（教材費など）

親子で手打ち
5/23㈯
うどん

② 絵手紙

対象

市内在住又
5/27〜10/21の毎週水曜
は在勤の方
8,200円
③ 行政書士入門 日
（8/12、9/23㈷を除く、
40人
（学生を除
（教材費など）
全20回）18:30〜20:30
く）
④

足もみ健康／ 5/30〜7/18の毎週土曜
理論と実技 日
（全8回）14:00〜16:00

2,000円
30人
（教材費など）

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
（①は子どもの氏名・学年も）、職業（在勤の方は勤務地も）、電話番
号を、①・④は5月7日㈭、②・③は5月2日㈯
（それぞれ必着）までに、
〒337 0053 見沼区大和田町1 303 勤労女性センターへ
（応募多数の
場合は抽せん）。
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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
費用／①〜④・⑥・⑦・⑫・⑬＝
8,000円 ⑤＝1万円 ⑧〜⑪
＝1万4,000円 ※いずれも教
材費を含みます。
申 込 み・問 合 せ ／往復はがき
で、番号、住所、氏名
（中学生
以下は保護者の氏名も）
、年齢、
電話番号を、①〜⑪は4月17日
㈮、⑫・⑬は4月30日㈭
（それぞ
れ必着）
までに、〒338 0002 中
央区下落合5 4 3 産業文化セン
ターへ。
ｌ・ｊ854・0486

春から学ぶ
ネイティブ英会話
教室名など／下表のとおり
№
①
②
③
④
⑤

教室名
期日
こども4・5歳
4/26〜7/12
小学1・2年生
の毎週日曜日
小学3・4年生
（日曜）
（5/3㈷・24、
小学5・6年生
（日曜）6/21・28を除
く、全8回）
中学1・2年生
⑥ 英語で遊ぼう
小学1・2年生
4/27〜6/22
⑦ 英語で遊ぼう
の毎週月曜日
小学3・4年生
（5/4㈷を除く、
⑧ 旅行英会話
（初級）全8回）
ビジネス英会話
⑨（TOEIC500〜600）
4/30〜6/18
⑩ やさしい英会話
（初級）
の毎週木曜日
⑪ 旅行英会話
（中級）（全8回）
（水曜）5/13〜7/1の
⑫ 小学3・4年生
毎週水曜日
（水曜）
⑬ 小学5・6年生
（全8回）

期日・内容／下表のとおり

時間／①11時10分〜12時 ②13
時〜13時50分 ③14時〜15時
④10時 〜11時 ⑤15時15分 〜16
時15分 ⑥16時〜16時50分 ⑦
17時〜18時 ⑧18時30分〜19時
30分 ⑨19時40分〜20時40分
⑩11時〜12時 ⑪12時30分〜13
時30分 ⑫16時30分〜17時30分
⑬17時40分〜18時40分
対象／30歳以上の方（⑧〜⑪）
定 員 ／ 各20人（応 募 多 数 の 場
合は抽せん）

内容

5/12㈫

労働契約・就業規則

5/15㈮

賃金

5/19㈫

労働時間

5/22㈮

休日・休暇

5/26㈫

退職・解雇

時間／18時45分〜20時45分
会場／浦和コミュニティセン
ター（浦和駅東口・コムナーレ
10階）
講師／山下幸司氏（関東学院
大学法学部長）
対象／市内在住又は在勤の方
定員／50人（先着順）
費用／無料
申込み・問合せ／4月6日㈪の

コミュニティセンターの催し・講座
㈶市公立施設管理公社

幼児教育学級

ｈhttp://www.kanri-kousya.or.jp/

材費 など）
会場・申込み・問合せ／往復は
がきで、住所、保護者と子ども
の氏名
（ふりがな）
、子どもの生
年月日、電話番号を、5月1日㈮
（消印有効）
までに、〒330 0846
大宮区大門町3 3 幼児教育セン
ターへ。ｌ641・4987、ｊ641・4990

アグリ・カルチャー・
ビジネススクール
班名・期日／下表のとおり

日 時 ／5月13日 ㈬ 〜9月16日
㈬ の 隔 週 水 曜 日（ 全10回 ）19
全体会 5/13㈬
時〜
5/20・27、6/10・24 〜 7/8
会場／ときわ会館（市役所西
A班
の各水曜日
隣）ほか
9/9・16・30〜10/21の 各 水
B班
内容／農業に関連する制度、
曜日
環境、経営、地産地消 など
C班 11/4〜12/9の毎週水曜日
対象・定員／市内在住で、18
※いずれも全6回。班分けは事前に
通知します。
歳以上の方 25人（先着順）
時間／14時30分〜15時30分
費用／1万円
内容／3歳児の健康、ことば、 申込書の配布／4月3日㈮〜30
市役所2階 農業政策課、
親子・友だち関係などに関す 日㈭に、
各区1階情報公開コーナーなど
る保護者への講義、3歳児の
で配布 ※市ホームページか
集団遊び など
らもダウンロードできます。
対 象 ／ 平 成17年4月2日 〜18
申 込 み・問 合 せ ／申込書に記
年4月1日 生 ま れ の 子 ど も と
入し、ファクス又は郵送で、5
その保護者
月1日㈮
（必着）
までに、
〒330 9588
定数／150組（応募多数の場合
浦和区常盤6 4 4 農業政策課へ。
は抽せん）
ｌ829・1376､ ｊ829・1987
費用／700円（傷害保険料、教
班名

労働法基礎講座
期日

9時から、電話又はファクス
で、住所、氏名、年齢、電話
番号を、労働政策課へ。
ｌ829・1370、ｊ829・1987

期日

往復はがきに記載する事項／講座名、住所
（在勤の方は勤務地・事業
所名も）、氏名、電話番号 ※1講座1人1通のみ、②・③・⑤〜⑨応募
多数の場合は抽せん

ｎ催事・講座名など／下表のとおり ｎ対象／市内在住又は在勤の方
№

催事・講座名／内容

日時

① 春のファミリーコンサート

5/4㈷ 13:30〜

定員・費用
250人（先着順）
無料

② 初心者韓国語講座

5/7〜6/4の毎週木曜日
（全5回）13:30〜15:00

③ 初めてのデッサン

5/22〜6/12の毎週金曜日 15人
（全4回）14:00〜16:00
500円（材料費）

④

シュガークラフト講座／
5/27日㈬
すずらんのミニボックスを作る 13:00〜16:00

⑤ キーボード体験講座

5/8〜29の毎週金曜日
（全4回）10:30〜12:00

5/30㈯・31㈰
⑥ 初心者ワード活用楽しみ講座
（全2回）9:30〜16:30

会場・申込み・問合せ
4月5日㈰の9時から、直接又は電話で、馬宮コミュニティセンターへ。
ｌ625･8821、ｊ625・8822

20人
往復はがきで、4月18日㈯
（必着）
までに、〒331 0052 西区三橋6 642 4
1,680円
（テキスト代）西部文化センターへ。
ｌ625･3851、ｊ625・2881
往復はがきで、4月30日㈭
（必着）
までに、〒331 0811 北区吉野町2 195 1
宮原コミュニティセンターへ。
ｌ653・8558、ｊ653・8541

16人（先着順）
2,200円（教材費）

4月15日㈬の10時から、費用を添えて、直接、大宮工房館へ。
ｌ645･3838、ｊ645・3881

12人 無料

往復はがきで、4月13日㈪
（必着）
までに、〒337 0014 見沼区大谷1210
七里コミュニティセンターへ。
ｌ687・3688、ｊ687・3705

20人
1,300円
（教材費）

往復はがきで、4月30日㈭
（必着）
までに、〒337 0026 見沼区染谷3 147 1
片柳コミュニティセンターへ。
ｌ686・8666、ｊ686・2999

⑦ 自 彊 術（健康体操）講座

5/11〜6/1の毎週月曜日 20人
往復はがきで、4月17日㈮
（必着）
までに、〒338 0014 中央区上峰2 3 5
（全4回）10:00〜12:00
400円（傷害保険料）上峰コミュニティホールへ。
ｌ・ｊ852･0121

⑧ 初心者英会話講座

5/14〜7/16の毎週木曜日 20人
（全10回）19:00〜21:00 2,200円
（教材費）

往復はがきで、4月21日㈫
（必着）
までに、〒338 0002 中央区下落合1712
下落合コミュニティセンターへ。
ｌ834･0570、ｊ834・0580

⑨ 押し花講座

5/20〜6/17の毎週水曜日 20人
（全5回）14:00〜16:00
3,600円
（材料費）

往復はがきで、4月20日㈪
（必着）
までに、〒339 0057 岩槻区本町3 1 1
岩槻駅東口コミュニティセンターへ。
ｌ758・6500、ｊ758･6521

きょう
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勤労女性ホームの講座
①社会保険労務の基礎
日 時 ／5月22日 〜10月9日 の
毎週金曜日（8月14日を除く、
全20回）19時〜21時
費用／2,000円（教材費など）
②筆ペン・ペン習字入門

日 時 ／5月22日 〜7月3日 の
毎週金曜日（全7回）13時30分
〜15時30分
費用／1,000円（教材費）
《共通》
対象／市内在住又は在勤の方
（学生を除く）
定員／25人（応募多数の場合
は抽せん）
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、職業、電話番号を、4
月25日 ㈯ ま で に、 〒331 0823
北 区 日 進 町1 312 2 勤 労 女 性
ホームへ。
ｌ・ｊ664・4078
※駐車場はありません。
ｎ

その他＝330円（施設利用料）
〜16時 ▶第2木曜日…9時〜
持ち物／体育館履きなど
12時
申込み／当日、直接、会場へ。 対象／中学生以上の方
②弓道教室
費用／▶市内在住又は在勤の
子ども体育教室
方＝100円 ▶その他＝150円
日時／5月14日〜7月16日の毎
期日／▶木曜日 ▶金曜日
※いずれも施設利用料
週木曜日
（全10回）19時〜21時
※休館日を除く
持ち物／体育館履きなど
定員・費用／20人 3,000円（傷
時間／①16時〜17時 ②17時
害保険料、施設利用料 など） 会場・申込み・問合せ／当日、
10分〜18時10分
直接、 浦和駒場体育館（浦和
③簡単ストレッチ体操教室
内容／敏速性・バランス力・持
区駒場）へ。
日時／5月18日〜6月15日の毎
久力の向上を養う
ｌ885･6010､ ｊ885･6011
週月曜日
（全5回）11時〜13時
対象／①4歳以上の未就学児
定員・費用／30人 2,000円（傷
アクアビクス
②小学1〜3年生
害保険料、施設利用料 など）
定員／各16人（先着順）
《②・③共通》
費用／月額3,000円（傷害保険
対象／市内在住、在勤又は在
料を含む）
学で、16歳以上の方
会場・申込み・問合せ／毎月20日 申込み／往復はがき（1人1通
（休館日の場合はその翌日）
の9 1教室のみ）で、教室名、住所、
時から、電話で、沼影市民プー
氏 名（ふりが な）
、電 話 番 号、
ルへ。
年 齢 を、4月30日㈭（必 着）ま
日時／日曜日
（休館日を除く）
ｌ861・9955、ｊ861・9957
でに、〒337 0053 見沼区大和
12時〜12時45分
田 町1 305 大 宮 体 育 館 へ（ 応
大宮体育館
対象／身長140㎝以上の方
募多数の場合は抽せん）
。
スポーツ教室
定員／30人（先着順）
《共通》
①トレーニング指導
費用／500円（傷害保険料を含
問合せ／大宮体育館
日時／▶第1・3日曜日…9時30
む）
ｌ685･2121、ｊ687･8521
分〜、10時30分〜、11時30分〜
会場・申込み・問合せ／毎月20
トレーニング室
▶第2・4日曜日…13時〜、14時〜
日
（休館日の場合はその翌日）
利用講習会
対象／中学生以上の方 ※初め
の9時から、電話で、沼影市
日 時 ／▶ 第1･3火 曜 日…18時
ての方は個人登録が必要です。
民プール（南区沼影）へ。
費用／市内在住の方＝220円、 〜20時 ▶ 第4火 曜 日 …13時
ｌ861・9955、ｊ861・9957
サ

㈶市文化振興事業団の催し・講座
申込みの送付先／〒336 0024 南区根岸1 7 1 ㈶市文化振興事業団

ク

ラ

問合せ／SaCLaインフォメーションセンター ※日・月曜日（月曜
日が祝日の場合はその翌日も）を除く
ｌ866・4600、ｊ837・2572、ｈhttp://www.saitama-culture.jp/
よ

せ

❶魅力の楽器でおくるファミリーコンサート
ｎ期日・演目など／下表のとおり

❺さいたま寄席シリーズうらわ寄席① 花緑ごのみ
ｎ日時／7月31日㈮ 18時30分〜 ｎ会場／市民会館うらわ ｎ費
用／3,000円
（全席指定）
期日
会場
演目／内容
出演
《❶〜❺共通》
魔法の音色のミュージカルソウ／ サキタハヂメ
第1回 5/30㈯ 市 民 会
（のこぎり演奏家） ｎチケット発売／電話で、文化振興事業団へ。※❶・❷は発売中、
館うらわ 西洋のこぎりを使い演奏
第2回 7/11㈯ （浦和区 アルパの響きにつつまれて
上松美香
❸・❹は4月4日㈯、❺は4月18日㈯のそれぞれ10時から発売します。
第3回 9/12㈯ 仲町） オーロラの国のヴァイオリンの調べ 山瀬理桜
■講座
ｎ時間／14時〜 ｎ費用／各1,500円
（3回セット4,000円、
全席指定） ｎ講座名・日時など／下表のとおり
❷第三回 にほんのうた シリーズ〜北原白秋の世界〜
№ 講座名
日時
会場
対象・定員・費用
能の楽
市民会館 市内在住、在勤又は在学
ｎ日時／6月5日㈮ 19時〜 ｎ会場／文化センター（南区根岸）
5/9㈯ 14:00〜
①
しみ方
の方 120人 無料
うらわ
ｎ出演／青山恵子（メゾソプラノ）、塚田佳男
（ピアノ）ｎ費用／
5/12㈫・15㈮・19㈫、
市内在住、在勤又は在学
2,000円（全席指定）※未就学児は入場できません。
5日間陶
②
6/9㈫・19㈮
（全5回）
の 方 18人 2,000円
（教
芸講座
プラザ 材費など）
❸桂 三枝 独演会
9:30〜12:00
イースト
ｎ日時／7月5日㈰ 13時〜 ｎ会場／市民会館おおみや
（大宮区下町）
市内在住又は在学の小学生
子ども将 5/31〜7/26の毎週日曜日
③
棋教室 （全9回）14:00〜16:00
50人 2,500円
（教材費など）
ｎ費用／▶Ｓ席＝4,000円 ▶Ａ席＝3,500円 ※いずれも全席指定
❹音楽の絵本〜親子のためのクラシックコンサート〜
ｎ申込み／往復はがき（1講座1人1通のみ）で、番号、住所、氏名、
年齢、電話番号を、①・②は4月15日㈬、③は5月8日㈮
（それぞれ
ｎ日時／7月5日㈰ 14時〜 ｎ会場／プラザイースト
（緑区中尾）ｎ費
必着）までに、同事業団へ（応募多数の場合は抽せん）。
用／1,200円
（全席指定）※ひざ上で観覧する3歳以下の子どもは無料
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