往復はがきでの申し込み
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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

�いたま太鼓エキスパート
2009

《共通》
問合せ／計画管理課
ｌ829・1577、ｊ829・1937
まち

�いたま市民漫画展2009

じゅうにんち

十日市・十二日まち
とり

期間／12月5日㈯〜平成22年
2月14日㈰
時間／9時〜16時30分
内容／「にぎわい」をテーマに
応 募 が あ っ た835点 の 作 品 か
ら、入賞・佳作90点を展示
入館料／無料
休館日／月曜日、 祝・休日の
翌日
会場・問合せ／漫画会館（北区
盆栽町）
ｌ663･1541、ｊ667･4921

学童まつり
日時／12月6日㈰ 10時〜14時
会場／さくら草通り・ユザワ
ヤ前（浦和区高砂）
内容／バザー、模擬店、学童
クラブ写真展、入室相談 など
問合せ／市学童保育連絡協議
会 ｌ840・0962、ｊ840・0963
青少年育成課
ｌ829・1717、ｊ829・1960

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
12/7㈪〜13㈰
第2回 ひまわりいきいき作品展
12/14㈪〜20㈰
第35回 銀影会 写真展
12/21㈪〜28㈪
Sambatra!! マダガスカル展

ｎ問合せ／文化振興課
ｌ829・1226、ｊ829・1969
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日時／12月6日㈰ 13時〜17時
会場／市民会館おおみや（大
宮区下町）
内容／市内で活動する和太鼓
11団体による演奏
入場料／無料
問合せ／㈳�いたま観光コン
ベンションビューロー
ｌ647・8339、ｊ647・0126

■十日市（酉 の市）
期日／12月10日㈭
会場／氷川神社境内及びその
周辺（大宮区高鼻町ほか）
交 通 規 制 ／▶12月9日㈬ の10
時〜10日の10時
（一方通行…氷
川神社入口交差点からNACK5
スタジアム大宮方面）▶10日の
10時〜22時
（車両通行止…氷川
神社参道周辺道路）
■十二日まち（大歳の市）

さいたま新都心を楽しむ

などの発表会
定員／1,000人（当日先着順）
入場料／無料
問合せ／市文化協会事務局
ｌ647･0011、ｊ647･0066
文化振興課
ｌ829・1226、ｊ829・1969

“彩の国 市民科学オープ
ンフォーラム
日時／12月17日㈭ 14時〜17時
会場／大宮ソニック市民ホー
ル（大宮駅西口）
内容／「大地震、大洪水から生
き延びる」をテーマに、災害
被害を軽減するための自治体
の取り組みや、県の防災対策
についての講演、パネルディ
スカッションを行う
定員／200人（当日先着順）
費用／無料
問合せ／埼玉大学地圏科学研
究センター
ｌ858･3568、ｊ855･1378
防災課
ｌ829・1126、ｊ829・1978

■花木散策・語ろう会
期日／12月12日㈯
日 時 ／12月8日 ㈫ 10時30分
会場／調神社及びその周辺
〜12時30分（荒天中止）
集合／けやきひろば1階 ふれ （浦和区岸町）
交 通 規 制 ／12日の11時 〜22時
あいプラザ（さいたま新都心
（車両通行止…旧中山道の県
駅西口）
自然観察会
庁通り〜岸町公民館、調神社
内容／周辺の樹木などを探
日時／12月19日㈯ 9時〜12時
周辺道路）
索しながら語り合う ※車い
（雨天決行）
す、ベビーカーをご利用の方 《共通》
内容／公園周辺の野草や野鳥
問合せ／㈳�いたま観光コン
も参加できます。
の観察
ベンションビューロー
問合せ／さいたま新都心ふれ
対象／市内在住、在勤又は在
ｌ647・8339、ｊ647・0126
あいプラザ
学の方
※会場へは、公共交通機関を
ｌ600･3192、ｊ600･3196
定員／30人（先着順）
ご利用ください。
■ファーマーズマーケット
費用／200円（傷害保険料を含
（朝市）
文化フェスティバル
む）
日時／12月27日㈰ 10時〜
日時／12月13日㈰ 10時〜16時
会 場・申 込 み・問 合 せ ／12月
会場／けやきひろば１階 プラ
会場／市民会館おおみや（大
7日 ㈪ 〜10日 ㈭ の9時 〜16時
ザ２
宮区下町）
に、電話で、荒川総合運動公
内容／採れたて野菜の販売
内容／市文化協会所属団体に
園（桜区在家）へ。
問合せ／㈱さいたまアリーナ
よる華道、茶道、演奏、舞踊
ｌ857・0451、ｊ857・0453
ｌ601･1122､ ｊ601･1121
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さいたま市ｈ http://www.city.saitama.jp/
申 込 み ／12月4日 ㈮ の9時 か
ら、電話で、市民活動サポー
日時／12月20日㈰ 11時〜12時
トセンターへ。
演目／▶一休さん ▶カエル 《共通》
の合唱団
費用／無料
定員／60人(先着順)
問合せ／市民活動サポートセ
会場・申込み･問合せ／12月８ ンター
日㈫ の9時から、直 接 又は電
ｌ813･6400、ｊ887･0161
話で、春野図書館
（見沼区春野）
市指定無形民俗文化財の
へ。 ｌ687･8301、ｊ687･8306

冬休み人形劇公演

公開

市民活動サポートセン
ターの催し・講座
■クリスマス・ライブ2009
日時／12月20日㈰ 13時〜16時
会場／市民活動サポートセン
ター（浦和駅東口・コムナーレ
9階）
内容／クリスマスにちなんだ
演奏や童話など
■NPOの 信 頼 と リ ス ク マ ネ
ジメント
日時／12月9日㈬ 19時〜21時
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 ／中原美香氏
（NPOリス
ク・マネジメント・オフィス代表）
対 象 ／市民活動を行っている
方又は団体運営を志している方
定員／10人（先着順）

①一山神社冬至祭

時間／19時〜
時間／0時〜
会場／日進神社（北区日進町） 会場／大宮ソニックシティ
大ホール（大宮駅西口）
内容／年明けの合図と共に行
出演／小林研一郎（指揮）、高
うリズミカルな餅つき踊り
木綾子（フルート）、吉野直子
《共通》
（ハープ）
問合せ／文化財保護課
曲目／ヨハン・シュトラウス２
ｌ829･1723、ｊ829･1989
世「こうもり」序曲、モーツァ
※公共交通機関をご利用くだ
ルト フルートとハープのため
さい。なお、②・③は天候によ
り中止となる場合があります。 の協奏曲、ドヴォルザーク 交
響曲第９番
「新世界より」ほか
年末農産物即売会
入 場 料 ／S席 ＝5,000円、A席
＝4,000円、B席＝3,000円、Ys
席
（25歳以下）
＝2,000円
市内在住、在勤又は在学の
方には、1枚1,000円引きで販
売しています。

日時／12月22日㈫ 14時〜
会場／一山神社（中央区本町
東）
内容／無病息災・火 防などを
願い、火渡りを行う
つ
②指扇の餅 搗 き踊り
日時／12月31日㈭ 23時30分〜
会場／五味貝戸自治会館（西
区指扇）
内容／華やかな万作踊りと餅
つき踊り
③日進餅つき踊り
期日／平成22年1月1日㈷
ひ ぶ せ

もち

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
だこ

■見沼塾「和凧づくり」
ｎ日時／12月13日㈰ 9時30分〜12時
■小正月のまゆ玉づくり

ｎ費用／500円（材料費）

ｎ日時／平成22年1月10日㈰ 10時〜12時
《共通》

日時／12月25日㈮ 10時〜14時
会場／市役所東側広場
内容／市内青年農業者が生産
した新鮮な野菜や花などの即
売会 ※購入した方に、市の
特産物「くわい」をプレゼント
します（先着100人）。
問合せ／農業政策課
ｌ829･1376、ｊ829･1987

日本フィルハーモニー交
響楽団 定期演奏会
期日／平成22年1月8日㈮

12月の休館日／月曜日、24日㈭

■講座
ｎ講座名など／下表のとおり
№

講座名

ｎ費用／無料

ｎ対象／小学生以上の方 ※親子で参加できます。ｎ定員／20人
（先
着順）ｎ申込み／12月4日㈮の9時から、電話で、民家園へ。

ｎ日時／12月25日㈮ 9時〜12時

12/10㈭

和紙と袱紗のポチ袋

12/17㈭

韓紙のランプシェード

費用

は ん じ

12/18㈮

韓紙と袱紗のポチ袋
14:00〜16:00

なんぎょく

ｎ内容／正月飾り作りの実演

内容
和紙のランプシェード

まがたま

12/15㈫

勾玉のネックレス

12/16㈬

勾玉のアクセサリー

② 軟玉工芸

ｎ日時／12月11日㈮ 14時〜16時 ｎ会場／片柳コミュニティセン
ター（見沼区染谷）ｎ講師／嶋村益代氏（ピアニスト）ｎ申込み／事
前に電話で見沼くらしっく館へ連絡の上、当日、直接、会場へ。
すす
■正月飾りと煤払い

時間

① 紙工芸

ｌ688･3330、ｊ688･3335
※無料

期日
12/9㈬

ふ く さ

旧坂東家住宅見沼くらしっく館（見沼区片柳1266 2）
■茶月歌声喫茶

チケット販売／㈶県産業文
化センター（大宮ソニックシ
ティ5階）及びソニックシティ
ちけっとぽーとで発売中
問合せ／㈶県産業文化セン
ター
ｌ647･7722
文化振興課
ｌ829･1226、ｊ829･1969

無料

かんぎょく

12/22㈫

管玉のブレスレッド

12/23㈷

管玉のストラップ

ｎ定員／各8人（先着順）ｎ申込み／①は12月4日㈮、②は12月6日
㈰のいずれも9時から、電話（1人1講座）で、見沼くらしっく館へ。
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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

演題／認知症という病気と本
人とに配慮した認知症医療と
ケア〜もの忘れクリニック
10年間の活動から〜
講師／藤本直規氏（藤本クリ
ニック理事長）、奥村典子氏
（同クリニック デイサービス
センター所長）
期日／平成22年1月11日㈷
対象・定員／市内在住又は在
時 間・内 容 ／ ▶10時30分 〜11
勤の方 250人（先着順）
時…オープニング ▶11時〜
費用／無料
11時50分…式典・アトラクショ 申 込 み・問 合 せ ／12月3日 ㈭
ン ※9時40分から受け付け。 の9時から、電話で、㈶市在
なお、式典終了後、歓談でき
宅ケアサービス公社へ。
るコーナーを設けます。
ｌ645･7470、ｊ645･7500
会 場 ／ さいたまスー パ ーア
介護予防講座
リーナ
（さいたま新都心駅西口）
期日／①平成22年1月21日㈭
※託児コーナーを設置します
②2月18日㈭
（予約制）
。
時間／13時30分〜16時 ※13
対象／市内在住で、平成元年
時10分から受け付け
4月2日 〜 平 成2年4月1日 に
会場／浦和コミュニティセン
生まれた方 ※12月7日㈪ま
ター（浦和駅東口・コムナーレ
でに、案内状を発送します。
9階）
問合せ／青少年育成課
内容／寝たきりにならないた
ｌ829･1716、ｊ829・1960
めの食事選び、座ったままで
認知症高齢者介護講演会
きる簡単な体操
期日／平成22年1月11日㈷
対象・定員・費用／市内在住で、
65歳 以 上 の 方 100人 程 度
（応
時間／13時30分〜16時15分
募多数の場合は抽せん）無料
会場／市民会館おおみや（大
申込み／各区高齢介護課で配
宮区下町）

�いたま市成人式

宇宙劇場の催し
❶プラネタリウム
★星からのメッセージ
ｎ期間／12月5日㈯〜平成22年2月28日㈰ ｎ時間／▶月〜金曜日
…16時30分〜 ▶土・日曜日、祝日…10時30分〜、16時30分〜
※23日㈷の16時30分〜を除く
★星空散歩 〜クリスマススペシャルウィーク〜
ｎ期間／12月17日㈭〜23日㈷（19日㈯を除く）ｎ時間／18時〜
※オリジナルプチ・プレゼントがあります。
★星空散歩 〜レイトショー〜（生解説）
ｎ日時／12月18日㈮ 19時30分〜 ※未就学児は入場できません。
★未来からのメッセージ
ｎ日時／毎月第4土曜日 10時30分〜 ※字幕・ナレーションあり
❷超大型映画「宇宙エレベータ」
ｎ期間／12月5日㈯〜2月28日㈰ ｎ時間／▶月〜金曜日…15時〜
▶土・日曜日、祝日…12時〜、15時〜
《❶・❷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
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布中の申込用紙に記入し、直
接又は郵送で、①は１月14日㈭、
②は2月10日㈬
（それぞれ必着）
までに、各区高齢介護課へ。
問合せ／介護保険課
ｌ829･1264、ｊ829･1981

近代文学講座

9階）
内容／▶活動発表…市内で水
環境に係わる活動を行ってい
る団体の活動状況 ▶講演
「水
環境はだれのもの？」講師…
小松登志子氏（埼玉大学大学
院教授）
定員／100人（先着順）
費用／無料
申込み・問合せ／12月7日㈪の
9時から、電話又はファクス
で、氏名、電話番号を、環境
対策課へ。
ｌ829･1331、ｊ829･1991

期日／平成22年1月20日〜2月
10日の毎週水曜日（全4回）
時間／14時〜16時
テーマ／軍人作家 森鴎外の
作品を読む
講師／市毛勝雄氏（埼玉大学
名誉教授）
化学物質を考える県民の
対象／市内在住の方
つどい
定 員・費 用 ／117人（応 募 多 数
期日／平成22年1月26日㈫
の場合は抽せん）無料
時間／13時30分〜16時
会場・申込み・問合せ／往復は
がきで、講座名、住所、氏名、 会場／埼玉会館 小ホール（浦
電話番号を、
12月17日㈭
（必着） 和区高砂）
講演／▶
「化学物質のリスクと
までに、〒331 0825 北区櫛引
町2 499 1 大宮西部図書館へ。 は何か、リスクを減らすため
にはどうしたらよいか」講師
ｌ664･4946、ｊ667･7715
…安井 至氏
（ 製品評価技術
水環境ネットワーク
基盤機構理事長）▶
「化学物質
講演会
による環境リスクをめぐるコ
期日／平成22年1月23日㈯
ミュニケーションの実際」講
時間／14時〜16時30分
師…村山武 彦 氏
（早 稲田大 学
会場／浦和コミュニティセン
教授）※パネル展示あり
ター（浦和駅東口・コムナーレ
定員・費用／500人（先着順）
12月の休館日／水曜日
（23日㈷を除く）
、1日㈫〜4日㈮、24日㈭、25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/
❸星空散歩＆天体観望会「プレアデス星団（Ｍ45）
」
「星空
ｎ期日／12月19日㈯ ｎ時間／18時〜19時…プラネタリウム
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）
。
❹クリスマスコンサート in プラネタリウム
ｎ日時／12月23日㈷ 15時30分〜16時50分 ｎ定員／250人（先着
順）ｎ費用／4歳〜中学生＝500円、高校生以上の方＝1,000円
ｎチケット販売／12月5日㈯から、JACK大宮3階 同劇場で販売
❺親子望遠鏡教室
ｎ期日／12月26日㈯･27日㈰ ｎ時間／16時30分〜18時 ｎ内容／望遠
鏡を製作し、星空を観望
（雨天・曇天の場合は中止）ｎ対象・定員／小・中
学生、高校生とその保護者 各10組
（応募多数の場合は抽せん）ｎ費用
／1,580円
（教材費）ｎ申込み／往復はがきで、講座名、期日、全員の
住所・氏名・年齢・電話番号を、12月10日㈭
（必着）
までに、上記問合せへ。

