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「SaCLaアーツ Friday One Coin Concert
ワンコインスペシャル ～フォルテピアノ 魅惑の響き～」
より
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Artist
Interview

ピアニスト

小倉貴久子
K I K U K O

O G U R A

東京藝術大学を経て同大学大学院ピアノ科修了。アムステ

ルダム音楽院特別栄誉賞付き首席卒業。日本モーツァル
ト音楽コンクールピアノ部門第1 位。ブルージュ国際古楽
コンクールアンサンブル部門及びフォルテピアノ部門第
1 位と聴衆賞受賞。NHK『クラシック倶楽部』
『らららク
ラシック』出演や『カルチャーラジオ 芸術の魅力』講師など

TV、ラジオへの出演も多い。40 点以上リリースのCDの
多くが各新聞紙上や
「レコード芸術」誌等で推薦盤や特選盤
に選ばれている。平成24 年度文化庁芸術祭レコード部門
【大賞】
、第30回ミュージック・ペンクラブ音楽賞クラシッ
ク部門【独奏・独唱部門賞】、第48回JXTG音楽賞【洋楽部門
奨励賞】受賞。第86〜88回日本音楽コンクールピアノ部
門審査員。著書にカラー図解『ピアノの歴史』他。東京藝術
大学非常勤講師。フォルテピアノ ・アカデミーSACLA主宰。

今回のArtist Interviewは12月20日㈮にさいたま市文化センター大ホール

で開催される『SaCLaアーツ Friday One Coin Concert ワンコインスペ
シャル～フォルテピアノ魅惑の響き～』へご出演いただく小倉貴久子さんで
す。フォルテピアノ奏者の第一人者として幅広くご活躍されていらっしゃい

ますが、SaCLaアーツにもご登録いただいたことがご縁で今回のスペシャル
へご出演いただくことになりました。フォルテピアノとの出会いやその魅力、
さいたま市での活動についてお伺いしました。
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情報誌SaCLaへは2011年にご登場いただいて以来となりますので、
自己紹介とフォルテピアノとの出会いについて教えていただけますか。
私はモーツァルトやベートーヴェン、特にシューマンが大好き
で、初めて弾いたピアノコンチェルトもシューマンでした。東京
芸術大学では普通に現代ピアノを学び、卒業後は同大学院ピアノ
科へ進みましたが、２年間休学し、オランダへ留学しました。そ
の頃のオランダは、古楽が盛んで、グスタフ・レオンハルト※1や
フランス・ブリュッヘン※2など素晴らしい演奏家たちが第一線で
活躍をしていました。彼らのコンサートに行き、初めてフォルテ
ピアノの響きを聴いたとき、
「これは凄い！現代のピアノとの違
いが知りたい！！」と衝撃を受けたのです。現在の演奏スタイル
や価値観とは異なる作曲家の生まれた時代に息づいていたフォル
テピアノ。ベートーヴェン、モーツァルトやシューマンはこのよ
うなフォルテピアノで作曲をしていたのです！フォルテピアノに
ついて学び、改めて彼らの譜面を見て行くと、まるで推理小説を
読み解くように、「なるほど！そういうことだったのか！！」
と合
点がいき、次々と新しい発見があり、古楽に魅了されて行きまし
た。フォルテピアノを通じて、面白いように世界の歴史が音楽と
繋がり、益々興味は深まるばかり。その情報が私を成長させ、次
のステップとなる。そう、気づかされました。
オランダ留学も終盤に差し掛かり、もう帰国スケジュールも決
まっていた、ある日、突如、友人の代役でブルージュ国際古楽コ
ンクール、アンサンブル部門へ出場することになりました。
「私
で良ければ」と、ピンチヒッターを引受けましたが、なんと、第
１位をいただくことが出来ました。もちろん、猛特訓しましたよ。
卒業後はヴァルター・ピアノやチェンバロ、シュトライヒャー・
ピアノを順番に手に入れ、フォルテピアノを皆さんに知っていた
だきたくて、シリーズコンサートや静岡県の浜松市楽器博物館所
蔵の様々なフォルテピアノを使用したCDの制作、そしてさいた
ま市では、『フォルテピアノ・アカデミーSACLA』を主宰していま
す。フォルテピアノとの出会いは、ただただ演奏することが好き
だった私を、まるで、古楽の研究者のようにしてくれました。
フォルテピアノの魅力はどのようなところですか？
バロック時代、音楽は国王や貴族、特権階級の者だけが嗜め
るものでした。サロンで催される演奏会の観客は20～30人程度。
木製の5オクターヴのフォルテピアノで充分な演奏会ができまし
た。時は流れ、歴史が動き、市民階級の台頭とともに一般市民も
音楽を聴くようになると、観客が増え、ホールが大きくなり、楽
器にも大きな音が求められるようになります。次第に弦は太くな
り、それに耐えうる丈夫なケースを支えるための金属が用いられ
るようになります。ピアノの弦を叩くハンマーは革からフェルト
へと変わります。やがて木製ケースでは耐えられなくなり、20
世紀になると鋳型金属製鉄骨フレームの入った現代のピアノへと
姿を変えました。演奏スタイルも時代とともに変化します。楽器
に安定感や合理性を求めすぎたことにより、作曲家自身の声が聞
こえづらくなってしまったかな、と感じています。
作曲当時の楽器により奏でられる音を聴いた時に覚えるワクワ
ク感、別の価値観を再発見する喜びを、お聴きいただくみなさん
と共有できたらと思います。
ヴァイオリンの丸山韶さんとチェロの島根朋史さんは
どのような演奏家ですか。
ふたりとも東京芸術大学で学んでいますので、彼らの学生時代
からよく知っていて、最近はたびたび共演もしています。表現し
たい音楽が明確で、情熱的な演奏家です。今でこそ18～19世紀
の音楽は古楽と称されていますが、その当時はポピュラーミュー
ジックで熱狂的なファンがいました。彼らはその熱い温度を今に
どう伝え、感動を引き起こすか、そこに情熱を傾けて演奏活動を
行っている、とてもカッコイイ演奏家です。古楽は古臭い学究的
なものではなく、今に息づく、人間の魂を揺さぶるものだと感じ

ていただけることでしょう。彼
らとさいたま市で共演できるこ
とがとても楽しみです。
今回はどのようなプログラムに
なりそうですか？
フォルテピアノを初めて聴く
方でも楽しめるプログラムにし
ました。
まず、前半は1795年モデルのヴァルター・ピアノで、ベートー
ヴェンとモーツァルトの古典派の名曲をお聴きください。ベー
トーヴェンは生涯でピアノソナタを32曲作りましたが、その
前半の半分ほどがこの５オクターヴのピアノで弾けるのですよ。
ヴァルター・ピアノによる独特の世界観をお楽しみいただけます。
後半は1845年式のシュトライヒャー・ピアノで珠玉のロマン派、
シューマンやメンデルスゾーンなどを演奏します。ピアノとヴァ
イオリン、チェロが協調しあう響きをお聴きください。そして革
のハンマーを跳ね上げる、ウィーン式アクションにこだわったプ
ログラムをお楽しみください。
今後のさいたま市での活動について教えてください。
昨年から『フォルテピアノ・アカデミーSACLA』というワーク
ショップをプラザウエストの多目的ルームで始め、今年の夏には
2回目を催しました。３日間のプログラムで９台の鍵盤楽器を並
べ、レッスンの受講、解説を交えたコンサートなどを開催してい
ます。聴講生になることもでき、フォルテピアノの体験コーナー
もあります。実際に楽器に触れ、その違いを感じることで次の一
歩に繋げていってもらえれば、という願いをこめています。来年
も開催する予定です。これはできるだけ長く続けて行きたい活動
の一つです。
読者やファンの皆様へ一言メッセージをお願いします。
頭で聴くのではなく、心で聴いて欲しいコンサートにしたいで
す。
そして、
古楽を勉強するのではなく、
モーツァルト楽しい、ベー
トーヴェン楽しい！シューマン素敵、メンデルスゾーンも素敵！
と感じていただければ嬉しいです。どうぞ気軽にお越しいただき、
フォルテピアノの魅惑の響きをお楽しみください。
※１

オランダの鍵盤楽器奏者・指揮者・教育者・音楽学者。チェンバロ奏者・オルガ
ン奏者として名高い。
（1928年 - 2012年）
※２ オランダのリコーダー奏者、および指揮者。リコーダーによる演奏の可能性を格
段に広めた古楽界の草分け的な存在。
（1934年 - 2014年）

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

ワンコインスペシャル

～フォルテピアノ 魅惑の響き～

発売中
小倉貴久子
フォルテピアノの第一人者小倉貴久子が若
手気鋭の弦楽器奏者と贈る、古典派（ベー
トーヴェン時代）とロマン派（メンデルスゾー
ン時代）の2台のフォルテピアノ(時代楽器）
が聴ける贅沢なコンサートです。
【演奏予定曲目】
丸山韶
島根朋史
ベートーヴェン：ピアノソナタ〈月光〉
メンデルスゾーン：ピアノ三重奏
月
日金 開演 15：00
曲 ニ短調より
モーツァルト：
トルコ行進曲
さいたま市文化センター 大ホール
ショパン：序奏と華麗なるポロ
ネーズ
500円（全席指定） 未就学児不可
ヴェーバー：舞踏への勧誘 他
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SaCLaアーツ

公演情報

Friday One Coin Concert Vol.34
～音楽と旅するひととき～

発売中

第３６回ボニージャックスコンサート
ｉｎ さいたま2019 男声合唱の魅力
発売中

ワンコインで気軽にお楽しみいただけるジャズコンサー
ト。『A列車で行こう』『フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン』
『マイ・フェイバリット・シングス』をはじめとするジャズ
の名曲の数々を
お届けします！

宮田大輔

田口果奈

堤有加

宮崎慎

10月25日金

清藤匠

開演 14：00

市民会館うらわ ホール
※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ございます。
ご了承ください。

市民劇団Liebe

500円（全席自由） 未就学児不可

気軽にクラシックvol.36

「リアの三姉妹」

森麻季ソプラノ・リサイタル

発売中

発売中

開演各14：00

11月９日土

3,700円（全席指定） 未就学児不可
友の会料金 3,200円

1,000円

「声がつながる」をテーマにした、落語＋うた+アカペラ
のさいたま市オリジナル企画！
さいたま市を愛してやまないアーティスト、立川談慶
（落語）
、沢田知可子（歌）
、INSPi（アカペラ）が各ジャ
ンルを単独＆ミックスさせ、魅力満載のステージを繰り
広げます。（他出演：埼玉県立特別支援学校さいたま桜
高等学園音楽部、星の子合唱団）

発売中

12月１日日

さいたま夢ＫＡＮＡ音楽祭２０１９
2019年テーマ～平成
の歌をうたおう！
※さいたま市内在住・
在学の小・中・高校生
入場無料
※未就学児無料

大ホール

大人2,500円
小・中学生1,000円
さいたま市民割引1,500円（さいたま市
在住・在学・在勤の方対象）

沢田知可子
（歌）

11月10日日

開演 12：00

市民会館おおみや 大ホール

2,000円（全席自由） どなたでも

発売中
2014年に結成された女性だけ
の演奏家集団「ステラ・オーケス
トラ」によるコンサート

開演 16：00

さいたま市文化センター

立川談慶
（落語）
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タケカワユキヒデプロデュース・チャリティーイベント

益子侑＆ステラ・オーケストラ
～星とめぐる名曲の旅～

―ことば・うた・らくご。声がつながる不思議な世界―
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4,000円（全席指定） 未就学児不可

開演 14：00

プラザウエスト さくらホール

歌ってさいたま！

INSPi
（アカペラ）

大ホール

©Yuji Hori

1,500円（全席自由） 未就学児不可
友の会料金

開演 17：00

彩の国さいたま芸術劇場

日本を代表するオペラ歌手、
森麻季さんの透明感溢れる美
声をお楽しみください。

昨年公演の様子

11月２日土・３日日・

10月26日土

発売中

プラザイーストで旗揚げした、市民劇団Liebe（リーベ）
による新作公演を行います。 今回はシェイクスピアの
四大悲劇「リア王」
を基にした、オリ
ジナル音楽劇を行
います。

プラザイースト ホール

童謡・唱歌・抒情
歌・世界の民謡を
歌います。『青春』
の情景を思い浮か
べながらお楽しみ
ください。
ゲスト：
ベイビー･ブー

（全席指定） 未就学児不可

友の会料金 1,500円

益子侑

12月７日土

小夜子

開演 14：00

プラザウエスト さくらホール

3,200円（全席指定） 未就学児不可
友の会料金 2,700円

親子で楽しむ Kids meet jazz!
～クリスマス・スペシャルコンサート～

チケットは
東 大 宮 コ
ミュニティ
センターの
みで発売
10月25日(金)10：00より発売開始 048-667-5604

東大宮コミセン

ジャズピアノ発表会

発売中

クリスマスジャズコンサート

発売中

ジャズ界の超一流ミュージシャ
ンが結集～お子様のコンサー
トデビューはこれで決まり！
の べ10万 人 の 親 子 が 体 感し
た「夢と楽しさを与えてくれ
る、子どもと感じる“はじめて
のジャズ”」

12月７日土

ジャズピアノ講座参加者による成果発表会をプロのアー
ティストとの共演で開催します。
【出演予定アーティスト】ピアノ：砂田知宏
スペシャルゲスト ボーカル：麻生ミツキータ光希 ほか

クリスマスに因んだ、ジャズコンサートを開催します。

開演 14：00

市民会館おおみや 大ホール
一般2,200円

写真はイメージです

中学生以下1,000円

砂田知宏

（全席指定）3歳以上有料。2歳以下は保護者1名につ
き1名まで膝上鑑賞無料。ただし席が必要な場合は
有料。開催館のみで「ママ友割」チケット販売あり

友の会料金

12月８日日

1,800円

204席

発売中

開演 ①12：30 ②15：30

さいたま市文化センター

大ホール

3,300円（全席指定） 1歳以上のお子様より有料

カリブ海に浮かぶ島国トリニダード・トバゴからやってき
たスティールパン。20世紀最大の楽器発明と呼ばれる、
ドラム缶が素材とは思えない
この 楽 器 の 魅 力 的 な 音 色と
音楽をお届けします。 今回は
スティールパン・バンドPeleと
Colorsの迫力のある演奏や、
地元のこどもたちによるワー
クショップ の 成
果も披露します。
どうぞ、 お楽し
浦和大学教授 出口雅生
みに。

12月15日日

開場 13：00 開演 14：00

美園コミュニティセンター 多目的ホール
90席 500円（全席自由）

３歳以上有料、２歳以下膝上鑑賞無料

合唱！カルミナ・ブラーナ

雅楽演奏会

東京フィルハーモニー交響楽団
with さいたま市民合唱団

11月9日（土）10：00より発売開始

発売中

宮中の儀式，饗宴，春・秋の園遊会などの行事の際に
演奏されている古典音楽「雅楽」の演奏会を開催します。
【演奏】雅楽天神会

雅楽

開演 14：00

市民会館いわつき ５０５・５０６集会室
300円（全席自由） 未就学児不可

200席

500円（全席自由）
３歳以下膝上無料

プレミアクラシックvol.7

生演奏でおくる音楽影絵劇「星の王子さま」

発売中
世界中のひとが心から愛している、サン＝テグジュペリ
の不朽の名作を、ピアノ・バイオリン・チェロの生演奏
とともに「影絵劇団かしの樹」の美しい影絵劇でおくる、
感動の舞台。

12月22日日

開演 14：30

プラザイースト ホール
大人2,000円

小学生以下1,500円

（全席指定） 3歳以上有料、2歳以下入場不可

国際交流講演会＆落語会

「ダイアン吉日から見た日本」
発売中

【出演】大友直人（指揮）
幸田浩子（sop）
髙橋淳（ten）
萩原潤（bar）
東京フィルハーモニー交
響楽団 さいたま市民合
東京フィルハーモニー交響楽団
唱団 浦和児童合唱団
【曲目】カール・オルフ 世俗カンタータ「カルミナ・ブ
ラーナ」他
令和
2年

１月５日日

チケットは
美園コミュ
ニティセン
ターのみで
発売
048‒764‒8810

「スティールパンの夢2」

10月14日（月）10：00より発売開始
NHK「歌のお兄さん」
歴代最年長在任記録
を打ち立てた横山だ
いすけが２０１７年から
行っている全国ツアー
の第３弾。今回は、
『西
遊記』を"ちょっと不思
議なミュージカル・コン
サート仕立て"でお届け
します。

12月15日日

東大宮コミュニティセンター １階ホール

500円（全席自由） 未就学児不可

スティールパンコンサート
浦和大学教授 出口雅生による

12月15日日

開場 13：30 開演 14：00

開演 14：30

プラザウエスト 多目的ルーム

だいすけお兄さんの世界迷作
劇場パート３ 2019－20

令和
2年

麻生ミツキータ光希

１月11日土

英国人落語家のダイアン
吉日が、日本文化の素晴
らしさや６０ヵ国以上を旅
した体験談、
「笑い」の
持つ無限のパワーについ
て講演します。
英語落語と合わせてお楽
しみ下さい。 英語に自信
が な い 方もご 心 配 なく！
想像力を働かせてイマジ
ネーションの世界へGO!

開演 16：00

さいたま市文化センター

大ホール

S席4,000円 A席3,000円 B席2,000円

（全席指定） 未就学児不可

友の会料金
S席3,600円 A席2,700円 B席1,800円

令和
2年

１月18日土

開演 14：00

市民会館うらわ ホール

一般500円（全席指定） 未就学児不可

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。
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即興神楽衆ウタマヒノツカサ
「令和二年神楽初メ」

プラザイースト新春寄席
10月19日（土）10：00より発売開始

１１月１日（金）10：00より発売開始

プラザイーストの
新春を飾る寄席公
演を行います。
瀧川鯉昇

林家つる子
令和
2年

１月18日土

三遊亭兼好

チケットは
氷川の杜文
化館のみで
販売

新春の雅楽

11月14日（木）10：00より発売開始 048‒648‒1177

芸能の始原は神祀り。 新しい年のはじめに、洗練され
た即興感覚で繰り広げる神楽舞台！
※小学生以下無料
※会場内は靴下等を必ず着用。
【申込・問合せ】
香風舎070－5567－9561
ko.fu.sha@gmail.com

雅楽の管弦、歌、舞で、新年をみやび
にお祝いする鑑賞会を開催します。
【ゲスト】三浦元則
【演奏】花舞鳥歌遊月響雅楽団
※会場内は靴下等を必ず着用。
ゲスト三浦元則

鏡味味千代

開演 14：00

プラザイースト ホール

令和
2年

3,000円（全席指定） 未就学児不可

１月18日土

氷川の杜文化館

友の会料金 2,700円

伝承の間

開演 16：30

SS席6,800円 S席6,000円 Ａ席5,200円

（全席指定） 未就学児不可

令和
2年

２月２日日

友の会料金
先行予約日

（全席自由） 未就学児は入場無料

3,200円
11月6日氺

先行予約日 11月13日氺～15日㊎

3048⊖866‒4600
受付

小ホール

︻第1・2部通し券︼大人2,000円 子ども（小中学生）800円
︻第2部のみ︼大人1,000円 子ども（小中学生）500円

3,500円（全席指定） 未就学児不可

︻サクラ︼

11月30日（土）10：00より発売開始

さいたま市文化センター

開演 14：00

市民会館うらわ ホール

小原孝ピアノコンサート
～弾き語りフォーユー～

NHK-FM「弾き語りフォーユー」パーソナリティでもお
なじみのピアニスト小原孝がピアノの名曲を演奏します。
【演奏予定曲】
モーツァルト：きらきら
星変奏曲
ショパン：別れのワルツ
ラヴェル：ボレロ
小原孝：逢えてよかった
ね 他

２月９日日

開演 13：00
（第1部）15：00（第2部）

チケットのお求め・お問合せは

プレミアクラシックvol.８

１１月１６日（土）10：00より発売開始
【第１部】能のワークショップ
講師：武田伊左（宝生流シテ方）
【第２部】能親子鑑賞会
能「船弁慶」
解説：内藤飛能（宝生流能楽師）
武田伊左

友の会料金 SS席6,400円 S席5,600円
先行予約日 10月17日㊍・18日㊎

９時▶１７時（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

インターネットでのお求めは

http://www.saitama-culture.jp
（
（公財）さいたま市文化振興事業団ホームページ）

インフォメーションセンター ※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。

または

※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。
※先行予約期間中及び発売初日については、受付順に座席を配置するため、座席指定はできません。御了承下さい。

さいたま市文化センター
3048-866-3171（9:00～19:00）

プラザウエスト

さいたま市民会館うらわ
3０４８-８22-７１０１（9:00～19:00）

東大宮コミュニティセンター
3048-667-5604（９：００～１7：０0）

さいたま市民会館おおみや
3０４８-６４１-６１３１（9:00～19:00）

3０４８-６2５-３８５１（９：００～１7：０0）

プラザイースト ホール

さいたま市民会館いわつき
3０４８-７５６-５１５１（9:00～19:00）

宮原コミュニティセンター
3０４８-６５３-８５５８（９：００～１7：０0）

3,000円（全席指定） 未就学児不可

プラザイースト

小原孝

令和
2年

２月22日土

開演 14：00

友の会料金 2,700円
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子ども伝統芸能まつり「学ぼう！伝えよう！
日本の伝統芸能 さいたま能」

テレビ、ラジオ、CMなど多
方面で活躍中の林家たい平の
独演会を開催します。
明るく賑やかな『たい平落語』
をぜひお楽しみください。

令和
2年

市民会館おおみや 大ホール

開演 14：00

伝承の間

2,000円（全席自由） 未就学児不可

11月9日（土）10：00より発売開始

驚異のスピードと予
測不可な構成とリズ
ム で 魅 せ る、 圧 倒
的なパフォーマンス。
太 鼓 で 泣く。 笑う。
想像できますか？
ニュージャンルの新
時代“日本エンターテイメント”をぜひ、体感してくだ
さい。

１月25日土

氷川の杜文化館

林家たい平独演会

10月１９日（土）10：00より発売開始

１月26日日

令和
2年

5,000円（全席自由） 未就学児不可

DRUM TAO2020公演
ザ・ドラマーズ FINAL

令和
2年

開演 18：30

2019/11

3０４８-８７５-９９３３（9:00～21:00）

3０４８-８５８-９０８０（9:00～21:00）

西部文化センター

片柳コミュニティセンター

3０４８-６８６-８６６６（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13ページをご覧ください。

高鼻コミュニティセンターまつり
（成果発表会）

無料公演・
イベント情報
※会場等、お問合せ先につきましてはP13をご覧ください。

当館活動団体の成果発表会を開催します。
※体験コーナー有（一部有料）
【問合せ】高鼻コミュニティセンター
TEL：
０４８－６４４－３３６０

10月26日土

9：20～

高鼻コミュニティセンター

ファミリーコンサート

小さなお子様から大人まで家族みんなで楽しめる
吹奏楽コンサートを開催します。指揮者体験コー
ナーもあります。【演奏】大宮吹奏楽団 【申込
み方法】来館又は電話にて受付。【問合せ】七里
コミュニティセンター TEL：048－687－3688

10月27日日

午前の部11：00～12：00
午後の部14：00～15：30
七里コミュニティセンター 多目的ホール

大会議室他

定員 各回150人

申込み制・無料

さいたま茶会
市内の各茶道流派、団体が一堂に会し、誰でも気軽に参
加できるお茶会を開催します。※靴下等を必ず着用してく
ださい。
【申込み方法】・当日、直接、氷川の杜文化館へ（先
着順・定員になり次第終了）・当日は参加費をご用意くだ
さい。【問合せ】氷川の杜文化館 TEL：０４８－６４８－１１７７

日光御成道美園大門宿まつり
人口が急増している美園地区のコミュニティ醸成と新旧住民
の交流の促進を図ることを目的に ｢日光御成道美園大門宿ま
つり｣ を開催します。美園地区の小学生が将軍や小姓などに
扮して練り歩く子ども日光社参行列や、講演会、企画展、み
こし披露など各イベントを開催します。【問合せ】(事務局）緑
区役所区民生活部コミュニティ課 TEL：048－712－1130

11月２日土

当日先着順・観覧自由・無料

恭慶館

定員 90人 当日先着順・500円 未就学児不可

西部文化センターまつり
～作品展示会～
当館で活動している団体の日頃の成果を発表す
る作品展を開催します。
【発表内容】絵画・書道・絵手紙等予定
【問合せ】西部文化センター
TEL：
０４８－６２５－３８５１

11月９日土・10日日

10：00～16：00
西部文化センター
申込み不要

多目的ホール

観覧自由・無料

卓球交流会 200円 体験コーナー 有料
（開設時間あり） 随時自由鑑賞

さいたま茶会
市内の各茶道流派、団体が一堂に会し、誰でも気軽
に参加できるお茶会を開催します。※靴下等を必ず
着用してください。【申込み方法】・10月16日（水）
10：00から来館又は電話にて受付（先着順・定員にな
り次第受付終了）・当日は参加費をご用意ください。
【問合せ】恭慶館 TEL：
０４８－８３５－７４５０

11月２日土
恭慶館

10：00～14：00（受付は9：30～）

当館ご利用のサークル等による日頃の活動の成
果を展示します。
【展示内容】書道・絵画・手芸・陶芸・俳句他
【問合せ】宮原コミュニティセンター
TEL：
０４８－６５３－８５５８

10：00～（先着順・定員になり次第終了）

11月９日土
11月10日日

定員 200人

どなたでも

当日先着順・無料

映画上映会

上映作品：カサブランカ（予定）
名画の上映会を開催します。
【問合せ】高鼻コミュニティセンター
TEL：
０４８－６４４－３３６０

11月16日土

開演 10：00

高鼻コミュニティセンター
定員 40人

10：00～16：00

宮原コミセン展示まつり
2019

浦和区民まつりと同日にどなたでも参加できる
お茶会を開催します。
※靴下等を必ず着用してください。
【申込み方法】・当日、直接、恭慶館へ
【問合せ】恭慶館TEL：
０４８－８３５－７４５０

氷川の杜文化館

第1、2集会室他

定員 100人 申込み制・500円 未就学児不可

伝統文化体験
まつり茶会

11月３日日・

10：00～14：00（受付は9：45～）

10：00～15：00

美園コミュニティセンター全館・埼玉スタジアム２◯◯２歩行者専用道路

11月３日日・

利用団体による、作品展示会を開催します。小中学生
を対象にした卓球交流会及びどなたでも参加できる体
験コーナーも開設します。※卓球交流会（27日・10：00
～12：00）参加希望者は、体育館用靴必要 【問合せ】
東大宮コミュニティセンター TEL：048－667－5604

10月26日土・27日日

観覧自由・無料

・午前の部 ・午後の部

東大宮コミセンまつり
「展示会」

大会議室

当日先着順・無料

10：00～16：00
10：00～15：00

宮原コミュニティセンター 多目的ホール
観覧自由・無料

第４５回東浦和美術展
さいたま市東部地区の芸術を愛する皆様による
日本画・洋画・工芸・彫刻の作品展を行います。
【問合せ】東浦和美術クラブ 担当：赤尾
TEL：
０４８－８８５－３４２３

11月17日日～24日日
10：00～17：00（24日は16：00まで）

プラザイースト 第１・２展示室
観覧自由・無料

2019/11
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無料公演・イベント情報
ふれあいプラザいわつき
地域連絡協議会協力校作品展示会
地域連絡協議会協力小・中学校の児童、生徒の
絵画作品展示を行います。
【問合せ】ふれあいプラザいわつき
TEL：
０４８－７５６－６０００

11月17日日～30日土

（30日は15：00まで）

ふれあいプラザいわつき ロビー
観覧自由・無料

第６回さいたま伝統芸能普及
フェスティバル
さいたま市の地域に残る伝統芸能の発表を行い
ます。また、体験教室の発表も行います。
【問合せ】プラザイースト
TEL：
０４８－８７５－９９３３

※会場等、お問合せ先につきましてはP13をご覧ください。

コミュニティセンターいわつき
まつり
コミュニティセンターや地域で活動している利用団体
の成果発表、作品展示を通して幅広い交流を図ります。
【問合せ】コミュニティセンターいわつき
TEL：
０４８－７５８－１９８０

11月23日土・ ・24日日
10：00～16：00

コミュニティセンターいわつき 全館
観覧自由・随時入場可・無料（一部体験
コーナー有料）

七里ふれあい歌声サロン

（七里コミュニティセンター共催）
ピアノの生演奏にのせて世界各国の名曲を歌いましょう。
【問合せ】七里地区社会福祉協議会
TEL：048－687－9997（月～金13：00～18：00）

11月27日水
11月24日日

13：00～16：00

プラザイースト ホール
定員 395人

観覧自由・無料

第９回日進公園コミセンレクフェスタ

「アフタヌーンコンサート」

さいたま市内で活動しているAKEMI（ピアノ）＆
NAOMI（ヴァイオリン）の二人によるコンサート
を開催します。※上履き（スリッパ）をお持ち下さい。
【問合せ】日進公園コミュニティセンター
TEL：
０４８－６６４－４０７８

12月１日日

開演 13：00～14：00（予定）
※時間はレクフェスタの進行状況により若干前後します。

日進公園コミュニティセンター体育室
定員 50人

観覧自由・無料

邦楽コンサート
箏と尺八による和楽器ユニット『コトノハ』
によるコンサートを開催します。
【申込み方法】11月14日（木）10：00より
窓口にて入場整理券を配布します※入場整理券は氷川の杜文
化館のみで配布※会場内は靴下等を必ず着用。
【問合せ】氷川の杜文化館 TEL：048－648－1177

12月22日日

氷川の杜文化館

開演 14：00
伝承の間

定員 50人 全席自由・無料 未就学児不可
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14：00～16：00

七里コミュニティセンター 多目的ホール
定員 150人（原則、七里地区在住者（※））
申込み制・無料

（注）七里地区
（大谷・蓮沼・膝子・新堤・東宮下・東
門前・風渡野）

七里ふれあいコンサート

（七里コミュニティセンター共催）
マンドリンやハープの演奏、合唱などを楽しむ、気軽に参加できるコンサートです。
【申込み方法】七里地区社会福祉協議会 往復はがき（１家族１通のみ） 締切日：１１月
２０日（水）（必着） 〒３３７－００１４ さいたま市見沼区大谷２０２２－１ 敬寿園七里ホー
ム内【問合せ】敬寿園七里ホーム内 TEL：０４８－６８７－９９９７（月～金 １３：００～１８：００）

12月１日日

13：30～15：30

七里コミュニティセンター多目的ホール
定員 180人（原則、七里地区在住者（※）で
小学生以上） 申込み制・無料 （注）七里地区

（大谷・蓮沼・膝子・新堤・東宮下・東門前・風渡野）

新春琴のしらべ
琴演奏家大平光美（てみ）による演奏会を開催しま
す。新春にふさわしい琴の音色をお楽しみ下さい。
【申込み方法】12月1日（日）9：30から受付にて入
場整理券を配布します（先着順・1人4枚まで）
【問合せ】宮原コミュニティセンター
TEL：
０４８－６５３－８５５8
令和
2年

１月19日日

開場 13：30 開演 14：00

宮原コミュニティセンター 多目的ホール
定員 260人（小学生以上の方） 申込み制・無料

七里コミセンまつり
<展示の部><発表の部>

七里コミセン利用団体による作品展示と舞台発
表です。日ごろの成果をご覧ください。
※展示の部への出品、発表の部への出演の申
込みは終了しました。
【問合せ】七里コミュニティ
センター TEL：
０４８－６８７－３６８８

11月23日土・ ・24日日
10：00～16：00予定

七里コミュニティセンター全館
観覧自由・無料（体験コーナーのみ一部有料）

第９回日進公園コミセンレク
フェスタ
利用団体によるダンス、コーラス、ファッション
ショー等の実演発表です。
※上履き（スリッパ）をお持ち下さい。
【問合せ】日進公園コミュニティセンター
TEL：
０４８－６６４－４０７８

12月１日日

開演 10：00～13：00（予定）

日進公園コミュニティセンター体育室
観覧自由・無料

クリスマスコンサート
子どもから大人まで楽しめるコンサートです。ご家族、ご友
人とお越しください。【申込み方法】11月5日（火）10：00
から電話又来館にて受付（先着順・定員になり次第締切）
【問合せ】馬宮コミュニティセンターTEL：048-625－8821

12月15日日

午前の部11：00～12：00（開場10：30）
午後の部14：00～15：00（開場13：30）
馬宮コミュニティセンター 多目的ホール
定員 各回160人

申込み制・無料

教室・講座情報
■申込み方法

•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。
【記入例】

往復はがきの往信裏に、

返信表

名

所

何も記入しない

住

こちらには、

でください

・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。

桜
区

プラザウエスト

申込方法

①～④共に
・往復はがきにて

お問合せ
送付先

※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。

3048-858-9080
〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト「○教室又は講座」係

②キャンドルアート講座
12月14日土

2,000円

2,000円

10:00～12:00
（全1回）

小学校４～６年生を対象に来年の干支『亥』の置
物を作陶する講座を開催します
対 市内在住・在学の小学４～６年生 １２人
締 11月15日㈮

③親子ケーキ作り講座
12月22日日

④お茶のみ落語
12月20日金

2,500円

500円

13:00～16:00（全1回）

小学校４年生～中学２年生の親子を対象に、 簡単
なクリスマスケーキを作る講座を開催します
対 市内在住・在学の小学４～中学２年生とその保護者 ８組１６人
締 11月15日㈮

中央区

西与野コミュニティホール

申込方法

①
・１１月２１日㈭１０:００から来館にて受付
（先着順・定員になり次第締切）
・参加費をお持ちください。

中央区

下落合コミュニティセンター

申込方法

①
・１０月１５日㈫１０
：
００から来館にて受付
（先着順・定員になり次第締切）
・１０月１６日㈬から電話予約も可能
②
・１１月３０日㈯１０
：
００から来館にて受付
（先着順・定員になり次第締切）
・１２月１日㈰から電話予約も可能

・教室又は講座名
・住所
・氏名（ふりがな）
・年齢
・電話番号
・その他

①高学年干支陶芸教室
12月7日土
陶芸アトリエ

キッチンスタジオ

往信裏

〒○○○-○○○○

氏

・年齢（学年も必ず記入してください。）

返信裏

送付先の住所

・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。）

教室
」係
講座

・住所（市内在勤の方は勤務先名・住所も記入してください。）

往信表
〒○○○-○○○○

「○

共通事項

・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。）

和室

造形アトリエ

14:00～16:00
（全1回）

クリスマスを彩る、 簡単なキャンドルアート作
品を制作する講座を開催します
対 市内在住・在勤・在学（１８歳以上）の方 １２人
締 11月15日㈮

10:00～12:00（全1回）

お茶をのみながら気軽に楽しめる落語会を開催します
対 市内在住・在勤・在学（１８歳以上）の方 ２０人
締 11月15日㈮

お問合せ
送付先

3048-854-8584
〒338-0005 さいたま市中央区桜丘２-6-28 西与野コミュニティホール「○教室又は講座」係

①クリスマスに飾るフラワーアレンジ講座
12月12日木 午前コース：10:00～12:00

第1会議室

午後コース：14:00～16:00（各全1回）

2,000円
お問合せ
受付会場

クリスマスの雰囲気にあったお洒落なお花を制
作します
対 市内在住又は在勤の方 各１０人
他 持ち物：花切りバサミ・筆記用具

3048-834-0570

〒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

①座禅＆ストレッチ
11月12日火・19日火・26日火・12月3日火

②冬の学びの広場（書初め）
12月21日土

1,500円

500円

和室

19:00～20:30（全4回）

座禅とストレッチを学ぶことで、 心と身体を健
康に保つ講座を開催します
対 市内在住・在勤の方 15人

多目的ルーム１・２

10:00～11:30（全1回）

地元高校の書道部員を講師に迎え、 小学生対象
の書初め講座を開催します
対 市内在住・在学の小学３～６年生 １５人

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。
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緑
区

プラザイースト

申込方法

①②共に
・往復はがきにて

3048-875-9933

お問合せ
送付先

〒336-0932 さいたま市緑区中尾１440－8 プラザイースト「○教室又は講座」係

①花に因んだ鉛筆デッサン講座
12月3日～18日（毎週火・水曜日）

アトリエ絵画

13:30～16:00
（全6回）

2,000円

緑
区

申込方法

①④共に
・当日先着順
②⑤⑥⑦⑧共に
・往復はがきにて
・⑥⑧は、ご希望の日時も明記
③
・１０月１４日㈪１０：００から来館にて受付（市内在
住・在学の小学生・先着順・定員になり次第締切）
・受付開始時に定員を超えた場合にはその場で抽選
・１０月１５日㈫から電話での受付、市外在住・在学の小学生の申込みも可能

3048-764-8810

お問合せ

送付先・受付会場 〒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「○教室又は講座」係

①おはなし会（美園図書館との共催事業）
10月17日木

②花のある暮らし講座／「花育②冬のお花あそび（小・中学生編）」
11月17日日

無料

1,800円

第１・２集会室

11:00～11:30（全1回）

図書館職員と保育ボランティアひまわりによる
絵本の読み聞かせや手遊びを行います
対 ２～３歳児と保護者の方

第５集会室

10:00～11:30
（全1回）

小・中学生を対象とした、クリスマスリースを作
るお花の講座を開催します
対 市内在住・在学の小・中学生 １５人 締 10月17日㈭
他 さいたま国際芸術祭２０２０連携プロジェクト・東部地区コミセン連携事業

④おはなし会（美園図書館との共催事業）
11月21日木

⑤写経体験会
11月24日日

500円

無料

800円

10:30～12:00（全4回）

スティールパンに触って、たたいて、スティールパンの魅力を
体験し、最終日に先生と演奏会に参加する講座を開催します
対 小学生 １５人 他 持ち物：室内履き、１２月
１５日㈰は午前中が体験会、午後は発表会

第１・２集会室

11:00～11:30（全1回）

図書館職員と保育ボランティアひまわりによる
絵本の読み聞かせや手遊びを行います
対 ２～３歳児と保護者の方

岩槻区光秀寺

⑦料理講座／「世界料理紀行 冬」
12月11日水

調理室・第５集会室 10:00～14:00（全1回）

多目的ホール

1組2,000円

2,000円

1組200円

お父さんと一緒にクリスマスケーキを作る講座を開催します
対 市内在住・在学の小学生と保護者（男性）の方 各４組８人
締 11月9日㈯ 他 持ち物：エプロン・三角巾・布
巾２枚・ハンドタオル・筆記用具等

北 区

日進公園コミュニティセンター

申込方法

①②共に
・往復はがきにて
・②は希望の時間帯も記入
・駐車場がありませんので、公共交通
機関をご利用ください。

オリンピックで賑わう世界の冬に食べる料理を作る講座を開催します
対 市内在住・在勤・在学の方 ８人
締 11月11日㈪ 他 持ち物：エプロン・三角巾・
布巾２枚・ハンドタオル・筆記用具等

お問合せ
送付先

10:00～13:00
（全1回）

2,000円

北
区

申込方法

①
・往復はがきにて

お問合せ
送付先

2,750円

2019/11

県立浦和東高等学校サッカー部の高校生がアシスタントコー
チとして練習とミニゲームを行うサッカー交流会を開催します
対 ①市内在住・在学の小学１・２年生と保護者の方②市内在住・在学の小学３・４年生と保護者の方 各１５組３０人
締 11月15日㈮ 他 持ち物：室内履き・運動しやすい服装・汗拭きタオル・飲み物（ふた付き）等

②子ども書き初め教室
12月25日水 ①9:30～12:30

体育室

②13:30～16:30（各全1回）

500円
各学年の課題を練習し、 作品を仕上げます
対 市内在住・在学の小学３年生～中学生 ①②各１６人
締 11月25日㈪

3048-653-8558
〒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「○教室又は講座」係

①伝統文化講座「きめこみ体験」
12月20日金・21日土
第６集会室

②15:00～16:30（各全1回）

3048-664-4078

今年のクリスマスケーキは手作りで！
対 市内在住・在学の小学生とその保護者 ８組１６人
締 11月22日㈮
他 子ども一人につき保護者一人でお申込みください。

宮原コミュニティセンター

⑧「浦和東高等学校とのサッカー交流」
12月14日土 ①13:30～14:30

〒331-0823 さいたま市北区日進町１－312－2 日進公園コミュニティセンター「○教室又は講座」係

①親子クリスマスケーキ作り講座
12月22日日
料理室

14:00～16:00（全1回）

近隣にある寺院にて写経体験を開催します
対 市内在住・在勤・在学の高校生以上の方 １２人
締 10月29日㈫
他 持ち物：硯、細めの小筆、文鎮等

⑥「お父さんと一緒に日持ちするクリスマスケーキを作ろう」
12月21日土・22日日

調理室・第５集会室 10:00～12:30（各全1回）

10:00～13:00
（全1回）

イチゴのクリスマスケーキ・ミネストローネパス
タを作ります
対 市内在住・在学の小学生とその保護者 １０組２０人
締 11月17日㈰

③浦和大学連携事業／「スティールパン体験会」
11月17日日・12月1日日・7日土・15日日
多目的ホール
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キッチンスタジオ
1組2,000円

初心者を対象に、鉛筆デッサンの基礎を学びます
対 市内在住・在勤・在学の方 １０人
締 11月12日㈫
他 さいたま国際芸術祭２０２０応援プロジェクト東部地区コミセン連携事業

美園コミュニティセンター

②親子ケーキ作り講座
12月8日日

13:30～16:30
（全2回）

伝統文化きめこみで来年の干支・子をつくる講
座を開催します
対 市内在住・在勤の方 ２０人
締 12月1日㈰

対 …対象・定員

締 …申込み締切

他 …その他

浦和区

お問合せ

恭慶館

会場

送付先

申込方法

①
・往復はがきにて
・ご希望時間（午前・午後）を明記

3048-835-7450

〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9－30－5 恭慶館
〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2－262－1 氷川の杜文化館内恭慶館「○教室又は講座」係

①子ども百人一首体験教室
12月15日日 午前の部：10:00～12:00
和室

午後の部：13:30～15:30（各全1回）

無料

大宮区

大宮工房館

申込方法

①
・１１月6日㈬１０
：
００より来館にて受付
（先着順・定員になり次第締切）

お問合せ

3048-645-3838

受付会場

〒330-0804

さいたま市大宮区堀の内町1-577-3

①シニア対象デジカメでフォトムービー作成講座
11月14日木・22日金
第１・２多目的ルーム

9:30～12:30
（全2回）

1,000円

見沼区

七里コミュニティセンター

申込方法

①
・往復はがきにて

①クリスマスケーキ講座
12月21日土
1組あたり1,800円

見沼区

申込方法

①②⑤共に
・往復はがきにて
③④共に
・来館又は電話にて受付中（先着順・定
員になり次第締切）

お問合せ

第１・２集会室

10:00～11:30（全1回）

無料

送付先・受付会場 〒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「○教室又は講座」係

①親子でクリスマスリース作り講座
11月24日日

②親子でクリスマススイーツ作り講座
12月1日日

2,500円

1,800円

アトリエ・工作室

10:00～12:00（全1回）

④親子ひろば
11月11日月
第１・２集会室

10:30～11:30（全1回）

無料

地区社会福祉協議会との共催で、 地域の方を対
象に介護講座を開催します
対 どなたでも ４０人

親子でクリスマスロールケーキを作る講座を開催します
対 市内在住・在勤・在学の４歳以上の子どもとそ
の保護者で食物アレルギーの無い方 １０組２０人
締 11月25日㈪

3048-667-5604

親子を対象にクリスマスリース作りを体験する講座を開催します
対 市内在住・在学の小学生と保護者 ８組１６人 締 11月9日㈯
他 さいたま国際芸術祭２０２０協力事業、持ち物：
はさみ・接着剤・カッターナイフ・持ち帰り用袋

③健康講座
10月24日木

デジカメや携帯 の 写真をを使ってフォトムー
ビーを作る
対 市内在住・在勤の６０歳以上方 ２０人

〒337-0014 さいたま市見沼区大字大谷１２１０ 七里コミュニティセンター「○教室又は講座」係

調理室・第３・第４集会室 10:00～13:00（全1回）

東大宮コミュニティセンター

大宮工房館

3048-687-3688

お問合せ
送付先

小学生を対象に百人一首体験教室を開催します
対 市内在住・在学の小学生 各２０人
締 11月19日㈫
他 ※靴下等は必ず着用してください。

調理室

9:00～12:00（全1回）

親子を対象にクリスマススイーツを作る講座を開催します
対 市内在住・在学の小学生と保護者 ８組１６人
締 11月16日㈯
他 持ち物：三角巾・タオル・室内履き（スリッパ可）

⑤冬休み宿題お助け隊！書き初め講座
12月26日木
第１・２集会室

10:00～12:00（全1回）

500円

本郷児童センターとの共催で、 親子の触れ合い
の場として「リズムダンス」
・
「読み聞かせ」
・
「ふ
れあい遊び」等を開催します
対 市内在住の１～３歳の未就園児とその保護者 ３０組６０人

冬休みの宿題に役立つ書き初め講座を開催します
対 市内在住・在学の小学生 ２０人 締 12月12日㈭
他 持ち物：書道道具・古新聞・指定の書き初め用
紙がある場合はお持ちください

見沼区

片柳コミュニティセンター

申込方法

お問合せ

①②③共に
・往復はがきにて

①ハーバリウム講座
11月23日土・

アトリエ工作室

13:00～15:00（全1回）

1,500円
クリスマス用のハーバリウムをつくる講座を開
催します
対 市内在住・在勤の方 ２０人
締 11月8日㈮

送付先

3048-686-8666
〒337-0026 さいたま市見沼区染谷3-147-1
片柳コミュニティセンター「○教室又は講座」係

②コーラス講座
２年 1月9日木・
11月28日木・12月12日木・19日木・令和
23日木・2月6日木・20日木
多目的ルーム
第３音楽室

13:00～15:00及び見沼区
文化まつりに参加
（全８回）

500円
コーラスの基礎を学び見沼区文化まつりに参加します
対 市内在住・在勤の方 ３０人 締 11月11日㈪

③木目込み人形講座
11月30日土・12月7日土

アトリエ工作室

13:30～16:30（全2回）

2,000円
干支にちなんだ人形をつくります
対 市内在住・在勤の方 ２5人
締 11月9日㈯

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。
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岩槻区

市民会館いわつき

申込方法

①③共に
・来館又は電話にて受付中（先着順・定員になり次第締切）
②
・当日先着順。

①第５７回いわつき散歩道「人形の町をゆるりとお散歩」
11月3日日・
岩槻区内

9:30～（全1回）

お問合せ

3048-756-5151

受付会場

〒339-0052 さいたま市岩槻区太田3-1-1
市民会館いわつき

②さいたま茶会
11月3日日・

５０１・５０２集会室

10:00～13:00（全1回）

無料

300円
第５７回では「岩槻人形供養祭」を中心に、城址公
園周辺を散歩します。ゴールではお茶会参加も！
！
対 市内在住・在勤・在学の方 15人

③木目込み人形講座－人形の町で楽しむ人形づくり－
11月27日水・12月4日水

３０１集会室

13:30～16:30（全2回）

2,200円

文化の日に、岩槻茶道会による茶会を開催します
対 市内在住・在勤・在学の方 100人

来年の干支を木目込み人形で製作する講座を開
催します
対 市内在住・在勤・在学（１８歳以上）の方 ２０人

お問合せ

3048-758-1980

受付会場

〒339-0057 さいたま市岩槻区本町1-10-7 コミュニティセンターいわつき

申込方法

岩槻区

コミュニティセンターいわつき

①親子クリスマスケーキ作り講座
12月15日日

②冬休み小学生書初め教室
12月26日木

3,000円

300円

①②共に
・①は１２月１日㈰、②は１２月１４日㈯
のそれぞれ１０:００から来館にて受付
（先着順・定員になり次第締切）
・参加費をお持ちください。
・受付開始時に定員を超えた場合はそ
の場で抽選

調理実習室

10:00～12:00（全1回）

親子でクリスマスケーキ作りを学びます
対 市内在住・在学の小学生とその保護者 ８組１６人

会議室Ａ・Ｂ

10:00～12:00（全1回）

地元高校生の指導のもと、 小学生を対象に書初
め教室を開催します
対 市内在住・在学の小学３～６年生 ３０人

西 区

西部文化センター

申込方法

お問合せ

①～③共に
・往復はがきにて

送付先

①親子クリスマスケーキ講座
12月22日日

②書初め講座
12月25日水

1組1,500円

無料

調理実習室

9:00～12:00（全1回）

小学生を対象に、 親子で作るクリスマスケーキ
講座を開催します
対 市内在住・在学の小学３～６年生とその保護者 １０組２０人
締 11月16日㈯
西
区

馬宮コミュニティセンター

申込方法

①②共に
・往復はがきにて
・②学年を明記

第１・第２集会室

3048-625-3851
〒331-0052 さいたま市西区三橋6-642-4
西部文化センター「○教室又は講座」係

9:30～12:00（全1回）

冬休み期間中に小学生を対象にお正月用生け花
講座を開催します
対 市内在住・在学の小学１～６年生 １０人 締 11月23日㈯
他 さいたま国際芸術祭２０２０連携プロジェクト

〒331-0061 さいたま市西区大字西遊馬533-1 馬宮コミュニティセンター「○教室又は講座」係

①リラクゼーションヨガ
11月28日～12月26日（毎週木曜日）

②親子で作ろう！クリスマス料理＆スイーツ講座
12月7日土・21日土

500円

1組2,000円

第２・３集会室

13:30～14:45
（全5回）

消費増税に伴う各種手数料改定のお知らせ
10月1日以降のチケットお申込み分より、消費税増税に伴い各種手数料を右記の
とおり改定いたします。
お客様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い致します。
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10:00～12:00（全1回）

3048-625-8821

お問合せ

初心者を対象にしたヨガ講座を開催します
対 市内在住・在勤の方 １５人 締 11月10日㈰
他 持ち物：ヨガマット（無ければバスタオル可）
・飲
み物・タオル ※動きやすい服装でご参加ください。
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アトリエ・工作室
1,000円

小学５年・６年生の冬休みの宿題になっている書
初めを仕上げます
対 市内在住・在学の小学５年・
６年生 １５人
締 12月7日㈯

送付先

③冬休み子どもお正月用生け花講座
12月27日金

調理室・第２集会室

10:00～13:00
（全2回）

親子で作るクリスマス料理＆スイーツ講座を開
催します
対 市内在住・在学の小学生とその保護者 ５組１０人
締 11月20日㈬

◆郵 送 受 取 郵送料474円→488円
◆コンビニ受取

入金手数料218円／件→220円／件
発券手数料108円／枚→110円／枚

対 …対象・定員

締 …申込み締切

他 …その他

（公財）さいたま市文化振興事業団

管理施設一覧

文化施設
さいたま市文化センター

3０４８⊖８６６⊖３１７１ 6０４８⊖８３７⊖２５７２
〒336︲0024

さいたま市南区根岸1︲7︲1

さいたま市民会館うらわ
3048︲822︲7101

6048︲822︲7106

〒330⊖0062 さいたま市浦和区仲町2︲10︲22
11月の休館日…5日・11日・18日・25日

文化センターは、修繕工事に伴い令和元年11月30日まで（予定）休館いたします。
なお、工事等に支障の無い範囲で、部分貸出しを以下のとおり行います。通常の施設利用と異なりますので、
詳細につきましては文化センターに直接お問合せください。
■貸出し日 平成31年１月６日（日）～令和元年11月24日（日）までの日曜日のみ。
■対象施設 小ホール、第1練習室、第2練習室、第１リハーサル室、第２リハーサル室
（※公共施設予約システムでは施設の空き状況の確認のみ可能です。仮予約はできませんのでご
注意ください。）
■お問合せ さいたま市文化センター Ｔ048︲866︲3171
受付業務及び抽選会は通常通り行いますが、毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）は休業となります。

さいたま市民会館おおみや

さいたま市民会館いわつき

〒330⊖0844 さいたま市大宮区下町3⊖47⊖8
11月の休館日…13日・27日

〒339⊖0052 さいたま市岩槻区太田3⊖1⊖1
11月の休館日…11日・18日・25日

3０４８⊖６４１⊖６１３１ 6０４８⊖６４１⊖６１３３

3０４８⊖７５６⊖５１５１ 6０４８⊖７５６⊖５１５２

コミュニティ施設
プラザイースト

プラザウエスト

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

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

3０４８⊖８７５⊖９９３３ 6０４８⊖８７５⊖９９６０

3０４８⊖８５８⊖９０８０ 6０４８⊖８５８⊖９０２０

東大宮コミュニティセンター
3０４８⊖６６７⊖５６０４ 6０４８⊖６５４⊖５５９４
〒337⊖0051

さいたま市見沼区東大宮4⊖31⊖1

高鼻コミュニティセンター

西部文化センター

大宮工房館

3０４８⊖６４４⊖３３６０ 6０４８⊖６４４⊖３３６１

3０４８⊖６２５⊖３８５１ 6０４８⊖６２５⊖２８８１

3０４８⊖６４５⊖３８３８ 6０４８⊖６４５⊖３８８１

〒330⊖0803

〒331⊖0052

〒330⊖0804 さいたま市大宮区堀の内町1⊖577⊖3

さいたま市大宮区高鼻町2⊖292⊖1

さいたま市西区三橋6⊖642⊖4

七里コミュニティセンター

宮原コミュニティセンター

与野本町コミュニティセンター

3０４８⊖６８７⊖３６８８ 6０４８⊖６８７⊖３７０５

3０４８⊖６５３⊖８５５８ 6０４８⊖６５３⊖８５４１

3０４８⊖８５３⊖７２３２ 6０４８⊖８５７⊖１０９６

〒337⊖0014

〒331⊖0811

〒338⊖0003

さいたま市見沼区大字大谷1210

さいたま市北区吉野町2⊖195⊖1

さいたま市中央区本町東3⊖5⊖43

与野本町コミュニティセンターは、大規模修繕に伴
い令和元年９月１日（日）～11月６日（水）まで休館い
たします

西与野コミュニティホール

上峰コミュニティホール

馬宮コミュニティセンター

3・6０４８⊖８５４⊖８５８４

3・6０４８⊖８５２⊖０１２１

3０４８⊖６２５⊖８８２１ 6０４８⊖６２５⊖８８２２

〒338⊖0014

〒331⊖0061

〒338⊖0005

さいたま市中央区桜丘2⊖6⊖28

さいたま市中央区上峰2⊖3⊖5

さいたま市西区大字西遊馬533⊖1

下落合コミュニティセンター

片柳コミュニティセンター

浦和コミュニティセンター

3０４８⊖８３４⊖０５７０ 6０４８⊖８３４⊖０５８０

3０４８⊖６８6⊖８６６６ 6０４８⊖６８６⊖２９９９

3０４８⊖８８７⊖６５６５ 6０４８⊖８８７⊖７０９０

〒337⊖0026

〒330⊖0055 さいたま市浦和区東高砂町11⊖1⊖10F

〒338⊖0002 さいたま市中央区大字下落合1712
スカイレジデンシャルタワーズ ノースウイング301・401

さいたま市見沼区染谷3⊖147⊖1

南浦和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

3・6０４８⊖８８６⊖５８５６

3０４８⊖７５８⊖１９８０ 6０４８⊖７５８⊖１９８５

3０４８⊖７５８⊖６５００ 6０４８⊖７５８⊖６５２１

〒336⊖0016

〒339⊖0057

〒339⊖0057

さいたま市南区大谷場2⊖6⊖25

さいたま市岩槻区本町1⊖10⊖7

さいたま市岩槻区本町3⊖1⊖1

岩槻駅東口コミュニティセンターは、中規模修繕に
伴い、令和元年７月１日から令和２年２月上旬（予
定）まで休館いたします。

日進公園コミュニティセンター

（シニア憩いの家）
ふれあいプラザいわつき（老人憩いの家
ふれあいプラザ）

美園コミュニティセンター

3・6０４８⊖６６４⊖４０７８

3０４８⊖７５６⊖６０００ 6０４８⊖７５６⊖６０３６

3０４８⊖764–8810

〒331⊖0823

〒339⊖0005

〒336-0967

さいたま市北区日進町1⊖312⊖2

さいたま市岩槻区東岩槻6⊖6

6０48⊖764⊖9310

さいたま市緑区美園4-19-1

伝統文化施設
氷川の杜文化館

恭慶館

盆栽四季の家

〒330⊖0803 さいたま市大宮区高鼻町2⊖262⊖1
11月の休館日…18日

〒330⊖0061 さいたま市浦和区常盤9⊖30⊖5
11月の休館日…5日・11日・18日・25日

〒331︲0805

3０４８⊖６４８⊖１１７７ 6０４８⊖６４８⊖１３１１

3０４８⊖８３５⊖７４５０ 6０４８⊖８３５⊖７４５３

3０４８⊖664⊖1636

さいたま市北区盆栽町267︲1
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イベントカレンダー
ホール

※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
公

演

名

グリーンフェスティバル
みどりの贈りもの

2土

3日
9土
10日

16土

17日

23土

24日

27水
30土

会

場

問い合わせ

無料

多田
048-753-9437

日光御成道美園大門宿まつり

美園
コミュニテイセンター

10:00

入場自由・無料

緑区役所区民生活部コミュニティ課
048-712-1130

市民劇団Liebe「リアの三姉妹」

プラザイースト

14:00

1,500円（全席自由）

第5回JBA埼玉県部会
アンサンブルコンテスト

プラザウエスト
さくらホール

入場自由・無料

第5回JBA埼玉県部会
アンサンブルコンテスト

プラザウエスト

入場自由・無料

市民劇団Liebe「リアの三姉妹」

プラザイースト

14:00

1,500円（全席自由）

気軽にクラシックvol.36
森麻季ソプラノリサイタル
タケカワユキヒデプロデュース・
チャリティーイベント
さいたま夢ＫＡＮＡ音楽祭
バイオリン＆ギター
タンゴ・コンサート
50th Anniversary
トワエモワ&白鳥英美子コンサート
～時は変るとも～

プラザウエスト
さくらホール

14:00

3,700円（全席指定）

市民会館おおみや

12:00

2,000円（全席自由）

市民会館うらわ

14:30

予約2,800円
当日3,000円（全席自由）

ボルドーナ音楽研究所
048-885-4139

市民会館おおみや

16:00

6,500円（全席指定）

KMミュージック
045-201-9999

映像シアター他

多目的ホール
ホール

さくらホール
ホール

大ホール

コンサート室
大ホール

担当

プラザイースト
048-875-9933
日本吹奏楽指導者協会
担当 越川
090-3098-9212
日本吹奏楽指導者協会
担当 越川
090-3098-9212
プラザイースト
048-875-9933
プラザウエスト
048-858-9080
夢KANA音楽祭実行委員会
（埼玉中央青年会議所内）
048-647-3315

ショパン国際ピアノコンクール
in Asia 事務局
03-6907-2474
さいたまスーパーシニアバンド
事務局
担当 有本
048-687-7452

ショパン国際ピアノコンクール in Asia
埼玉地区大会

プラザイースト

さいたまスーパーシニアバンド
第12回定期演奏会

プラザウエスト
さくらホール

13:00

1,500円（全席自由）

七里コミセンまつり（発表の部）

七里
コミュニティセンター

10:00

観覧無料

七里コミュニティセンター
048-687-3688

七里コミセンまつり（発表の部）

七里
コミュニティセンター

10:00

観覧無料

七里コミュニティセンター
048-687-3688

1,700円（全席指定）

さいたま子どもミュージカル
担当 そうぐも
090-2845-0827

ホール

多目的ホール
多目的ホール

10:30
（予定）

①12:00
②16:00

一般1,000円
学生500円

さいたま子どもミュージカル
第2回公演「ロンの花園」

市民会館おおみや

第6回
さいたま伝統芸能普及フェスティバル

プラザイースト

13:00

入場自由・無料

プラザイースト
048-875-9933

七里ふれあい歌声サロン

七里
コミュニティセンター

14:00

申込み制・無料

七里地区社会福祉協議会
048-687-9997

クリスマスコンサート

市民会館うらわ

14:00

入場自由・無料

第15回緑区手づくり音楽祭

プラザイースト

10:00

無料（全席自由）

大ホール
ホール

多目的ホール
ホール
ホール

ハレルヤコーラス愛唱会
048-837-6250
緑区コミュニティ課
048-712-1131

※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P13をご覧ください。
物

名

11月１金 ぐるりパネル展（秋シーズン）

会

場

▼

～みなさんの活動を

市民活動
サポートセンター

▼

レースの会

▼

▼

開催時間

入場方法

問い合わせ

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

大宮工房館

9:00▶21:00

入場自由・無料

大宮工房館
048-645-3838

ゆりの会＆青空女性の会

七里
コミュニティセンター

9:00▶21:30

入場自由・無料

七里コミュニティセンター
048-687-3688

熊谷組悠友会文化祭

氷川の杜文化館

10:00▶17:00
5日は13:00から
10日は15:00まで

入場自由・無料

熊谷組悠友会
担当 大田皖一
0480-22-9738

9:00▶21:30

入場自由・無料

下落合コミュニティセンター
048-834-0570

11月12火 ひろーく広報しましょう～
11月１金

11月21㊍
11月５火

入場方法

10:00

催

11月15金
11月１金

開演時間

令和元年/10/1現在

プラザイースト

展示

11月10日
11月９土 下落合コミュニティセンター
▼
11月17日 こども作品展
14
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いこいの展示ホール

出会い・ふれあいコーナー
展示場

下落合
コミュニティセンター
ロビー

11月９土
▼

宮原コミセン展示まつり2019

宮原
コミュニティセンター

▼

第20回彩光会写真展

氷川の杜文化館

▼

～みなさんの活動を

片柳
コミュニティセンター

▼

第45回東浦和美術展

プラザイースト

11月10日
11月11月

10:00▶16:00
10日は15:00まで

入場自由・無料

宮原コミュニティセンター
048-653-8558

10:00▶17:00
11日は13:00から
17日は16:00まで

入場自由・無料

彩光会
担当 山田博幸
048-684-9306

9:00▶17:00

入場自由・無料

片柳コミュニティセンター
048-686-8666

10:00▶17:00
24日は16:00まで

入場自由・無料

東浦和美術クラブ
担当 赤尾
048-885-3423

下落合
コミュニティセンター

9:00▶21:30

入場自由・無料

下落合コミュニティセンター
048-834-0570

9:00▶21:30

入場自由・無料

七里コミュニティセンター
048-687-3688

多目的ホール
展示場

11月17日
11月16土 ぐるりパネル展（秋シーズン）
11月27水 ひろーく広報しましょう～
11月17日

第１・２展示室

11月24日
11月23土 下落合コミュニティセンター
▼
12月１日 こども作品展
11月26火

ロビー

▼

七里図書館 クリスマス絵本展示

七里
コミュニティセンター

▼

趣味の木版画個人展

氷川の杜文化館

10:00▶17:00
29日は12:00から

入場自由・無料

担当 髙島敏勲
048-851-6264

▼

出雲崎良寛書画展

プラザイースト

10:00▶17:00
1日は16:00まで

入場自由・無料

出雲崎町教育委員会
担当 吉岡
0258-78-2250

12月15日
11月29金
12月１日
11月30土
12月１日

チ ャ レ

出会い・ふれあいコーナー
展示場

第２展示室
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Challenge

参加者
募集
開催日時・会場
練習日時・
会場
対象・定員
参加費

参加者
募集
開催日時・
会場

対象・定員
参加費

参加者
募集
開催日時・会場

対象・定員
参加費
その他

参加者
募集
開催日時・会場
練習日時・会場
対象・定員
参加費
その他

第6回さいたま伝統芸能普及フェスティバル 伝統芸能体験教室
はや し

まとい

地域の方と一緒に、「お囃子」や「纏ふり」を体験してみませんか。フェスティバルでの発表もあります。
11月24日㈰ 13:00開演 プラザイースト ホール
11月17日㈰ 13:00～17:00
プラザイースト フィットネスルーム
11月23日㈯ 10:00～12:00
プラザイースト ホール
市内在住・在勤・在学の小学2年生以上の方 10人程度
子ども500円 高校生以上1,000円

ぐるりパネル展（冬シーズン）作品募集

応募方法

申込み先
締切日
お問合せ

住所・氏名・電話番号・年齢を記載し、メール（pla-e@saitamaculture.jp）にてお送りいただくか、電話又は直接プラザイース
ト窓口まで来館しご応募ください。
〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト
10月31日㈭
さいたま伝統芸能普及フェスティバル実行委員会（プラザイースト内）
048-875-9933

～みなさんの活動をひろーく広報しましょう～

個人・団体・サークルの活動状況、地域のイベント広報・参加者募集をパネル展示し、コミュニティ施設を巡回展示します。
12月1日㈰～12月12日㈭ 大宮工房館
12月16日㈪～12月27日㈮ 西部文化センター
令和2年1月4日㈯～1月13日㈪
コミュニティセンターいわつき
令和2年1月16日㈭～1月27日㈪
美園コミュニティセンター
活動をPRしたい個人・団体・サークル
無料

応募方法

申込み先
締切日
お問合せ

各コミュニティ施設で、展示申込書をお受け取りになり、応募期間内
に各コミュニティ施設窓口へご応募ください。
※先着20団体まで、数に達した時点で受付終了となります。春シー
ズンのパネル展も予定しております。
各コミュニティ施設にお問い合わせください。
11月15日㈮必着
各コミュニティ施設にお問い合わせください。（連絡先は、P13に掲
載しております。）

「第１９回さいたま市民音楽祭｣ 出演団体募集
市内で活動している音楽団体（吹奏楽・オーケストラ・ギター・オカリナ・フルート等のアンサンブルなど）の皆さん! ！
演奏会へ参加しませんか？
令和2年3月8日㈰
さいたま市文化センター 大・小ホール
市内で活動している音楽団体（吹奏楽・オーケストラ・ギター・オカ
リナ・フルート等のアンサンブルなど。また、必ず運営委員を選出で
きる団体）
大ホール：1団体につき5,000円、小ホール：1団体につき2,000円
出演団体については、実行委員会で選考のうえ、申込み多数の場合は抽
選により決定します。※1月15日㈬に出演団体説明会を行う予定です。

応募方法

締切日
お問合せ

市役所文化振興課、各区民情報公開センター、各公
民館、各図書館、さいたま市文化センターなど11
月配布予定の出演者募集要項をご覧ください。
11月25日㈪必着
さいたま市民音楽祭実行委員会事務局
（公益財団法人さいたま市文化振興事業団）
048-866-3467

ハンドベルワークショップ「あなたも今日からリトルアーティスト！」
小学生を対象としたハンドベルのワークショップです。最後にプロの演奏家と合同演奏会を開催します。

令和2年2月9日㈰ 14:00開演 市民会館うらわ コンサート室
12月7日㈯・24日㈫・26日㈭、令和2年1月12日㈰・26日㈰
各日14:00～16:00（全5回） 市民会館うらわ コンサート室
小学生 15人
1,000円
音楽未経験者も参加できます。

応募方法
申込み先
締切日
お問合せ

往復はがき（１人１通）に住所、氏名（ふりがな）
、年齢、
学年、電話番号を記入のうえ、下記までご応募ください。
〒330-0062 さいたま市浦和区仲町2-10-22
「ハンドベルワークショップ参加者募集」係
11月22日㈮必着
048-822-7101（市民会館うらわ）
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「ＬｏｏｋｉｎｇｆｏｒＬｏｖｅｉｎ ＳＡＩＴＡＭＡ アート展」出品団体募集

参加者
募集
開催日時・会場
説明会日時・
会場
対象・定員
参加費
その他

さいたま市に係わる団体・個人による「愛」をテーマにしたアート展。写真・絵画・造形・映像などを募集します。
令和2年3月18日㈬~22日㈰ 10:00～16:00（予定）
さいたま市文化センター 展示室
参加者説明会（入選者）：12月6日（金）
作品搬入日：令和2年3月17日(火)
さいたま市に係わる団体・個人で10団体（人）程度（公募）
無料
参加に関する諸経費は各出品団体の負担になり
ます。＊応募規定があります。詳細は応募要項
をご覧ください。

参加者
募集
開催日時・会場
対象・定員
参加費

その他

子ども伝統芸能まつり

各区情報公開コーナー、市内文化施設・コミュニティセンターなどで配布
している募集要項の参加申込書に必要事項をご記入の上、下記までご応募
ください。（郵送、持参、FAX可）
〒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
作品展「Looking for Love in SAITAMA」係まで
FAX 048-837-2572
11月20日㈬必着
048-866-4600
（SaCLaインフォメーションセンター）

応募方法

申込み先

締切日
お問合せ

第５回子ども伝統文化祭出演団体募集

さいたま市内で活動する小中学生で構成された日本舞踊、和太鼓、琴、お囃子など伝統芸能団体による発表会を開催します。
令和2年2月8日㈯ 10:30開演
プラザウエスト さくらホール
さいたま市内で活動する小中学生で構成された伝統芸能団
体 20団体程度（申し込み多数の場合は抽選となります。）
無料
参加に関する諸費用は原則各出演団体の負担になります。
＊楽器運搬において、参加団体が当日の搬入から搬出ま
でを外部業者に運搬を委託した場合は、主催者が楽器運
搬費として上限8,000円までを負担いたします。

読者プレゼント

応募方法

申込み先

締切日
お問合せ

11月1日から各区情報公開コーナー、市内文化施設・コミュニティ
センターなどで配布している募集チラシ裏にある申込書に必要事項
をご記入の上、下記までご応募ください。（郵送、持参、FAX可）
〒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
「第5回子ども伝統文化祭出演団体募集」係まで
FAX 048-837-2572
11月28日㈭必着
048-866-4600
（SaCLaインフォメーションセンター）

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
応募方法

今月号の表紙を飾る『ワンコインス
ペシャル』小倉喜久子さんのサイン
色紙を抽選で３名様にプレゼントし
ます。

⑤11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「小倉喜久子 サイン色紙」
プレゼント係までご応募ください【締切：11月15日（金）必着】。当
選者の発表は、情報誌SaCLa2月号にて行います。
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編集・発行

情報誌SaCLa11月号の「榊原大サイン色紙」プレゼントの当選者は篠崎憲子様（中央区在住）、竹内沙
織様（見沼区在住）、長澤雅子様
（兵庫県在住）
に決定いたしました。ご応募ありがとうございました。

（公財）さいたま市文化振興事業団

http://www.saitama-culture.jp/

さいたま市南区根岸1︲7︲1 3048︲866︲3467

（公財）
さいたま市文化振興事業団

検索

扌

プレゼント当選発表

メールマガジン

登 録
募集中

