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武田孝史・武田伊左

「子ども伝統芸能まつり
『学ぼう！伝えよう！ 日本の伝統芸能
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Artist
Interview

能楽師

武田孝史
TAKASHI

TAKEDA

1954年、東京生まれ。シテ方宝生流武田喜
永の次男。
6歳で
「鞍馬天狗」
花見にて初舞台、18歳で「禅
師曽我」
にて初シテ。
これまで
「石橋」
「道成寺」
「乱」
「翁」
「隅田川」
「安宅」
などの大曲披露。
重要無形文化財総合指定保持者、公益社団法
人宝生会理事、公益社団法人能楽協会会員、
一般社団法人日本能楽会理事。東京藝術大学
音楽学部教授。同門会
「喜宝会」を主宰。

能楽師

武田伊左
I S A

T A K E D A

1990年、東京生まれ。シテ方宝生流武田
孝史の長女。
4歳で仕舞「絃上」にて初舞台、23歳で「吉
野静」にて初シテ。
公益社団法人能楽協会会員。
NOH+DENMARK代表、海外での能楽紹
介にも携わる。同門会「喜祥会」を主宰。

今月の特集は令和2年9日㈰さいたま市文化センターにて開催される『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」
』にご出演していただく、武田孝史さんと武田伊左さん親子です。この公演の第1部は伊左さ
んを講師に迎え、能のワークショップを、第2部はお二人が共演される、能親子鑑賞会『船弁慶』を開催します。Artist
Interviewはワークショップの内容と公演の楽しみ方、武田さん親子の能楽師としての活動や父・娘それぞれの思いを
おうかがいしました。
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毎年様々な流派の役者さんにこの『子ども伝統芸能まつり』
ご協力いただいておりますが、武田さんの流派はどのような歴史と
特徴がありますか？
孝史さん——宝生流は、能楽の諸役のうち、主演などを務めるシテ方の
流儀です。質実剛健と言いますか、決して華美ではない。地味、余計
なものを削ぎ落して、精神性を重視し、一つひとつの所作を内へと込
めるように、また腹に納めるようにと教えを受け、その芸を大切にし
てまいりました。室町時代から活動する大和猿楽の外山座の流れを汲
み、初世・宝生蓮阿弥に始まりました。戦国時代は大名からの、江戸
時代は将軍家からの支援を受け、宝生流は栄光の時代を迎え、弘化
勧進能の興行という一大事業を成し遂げました。現在は二十世・宝生
さ
和英氏へと継承されています。今の御家元が宗家を継承され12年と
なり、若い御家元の新しい感性でイタリアや香港をはじめ、世界各国
での公演を継続的に展開しています。御家元の心情として、宝生流を
守りつつ、時代に即した芸、若いからできること、そして、「能」の新
しい生き方を考えていらっしゃるのでしょう。600余年前から続く宝
生流。先人たちが磨き築き上げた遺産に驕ることなく、現代のスタイ
ルに見合ったかたちを模索し、これからも沢山のお客様にご鑑賞いた
だきたい。そして、日本の素晴らしさを再発見していただきたい。変
わり行く時代に本来の流儀を守りつつ、未来へ繋げて行きたいという
思いを感じます。手前味噌になりますが、これからの宝生流の進化が
楽しみです。

伊左さんもデンマークで公演をされたそうですが
外国人からの反応はいかがですか？

伊左さん——海外公演でのお客様の感じ方は様々です。お国によって違
いがありますね。公演準備の際は、日本の能楽堂での演出をそのまま
持って行くだけでは分かりにくいところもあるため、演目は特に注意
を払い、選定いたします。そして、こちらの芸をただ提示するのでは
なく、相手（その国）の文化に歩み寄り、御家元のお知恵もお借りし、
考え、企画を進めてまいります。デンマーク公演は3年前からやらせ
ていただいております。デンマークの方は暖炉の炎をじっと眺めて、
長い静寂を楽しむような印象があり、日本人と相通じるものがあるよ
うに思いました。海外派遣に限らず、御家元は女性にも色々な活動の
機会をくださいます。

女性の能楽師はまだ少ないようですが
宝生流には何人くらい在籍されているのですか？

伊左さん——現在20人ほどです。皆無ではありませんが、やはり、圧
倒的に男性が多いです。しかし、昔に比べると能楽界でも時代ととも
に、徐々に女性も受容されるようになりました。幸い御家元や諸先輩
方も私たちへの門戸を広げ、芸を惜しみなく教えてくださいます。デ
ンマーク公演や、この度の『子ども伝統芸能まつり』にいたしましても、
若輩者の私をシテとして起用してくださるなど、様々なチャンスをい
ただき、大変有難く思っています。女性だからできることに留まらず、
男女関係なく、頂戴したチャンスに真摯に取り組み、芸を磨き、披露
して行きたいです。

お父様から見たお嬢様、お嬢様から見たお父様は
それぞれどのような能楽師でいらっしゃいますか？

孝史さん——今でこそ女性も能楽師として能舞台に上がることができる
ようになりましたが、かつて此処は男性社会でした。この子の初舞台
は4歳で、小学校低学年のとき、能楽師になりたいと言い始め、私が
稽古を付けて来ましたが、当時「あなたは女の子だから、私と同じに
はなれないよ。」とはっきりと伝えました。それでも日々稽古を重ね、
あるとき「曾祖父さんから数えて、お父さんが三代目。それでは、私
が男の子を産んだら、その子が四代目ですね。」と言われ、その言葉に
たまらず、
「違うよ、四代目はあなたで、五代目はあなたの子どもだよ。
だから、やるからにはきちんとやって行きなさい。
」と返しました。数
さ
年後、中学1年生になった娘は髙橋章先生の『木賊』を拝見させていた
だく機会がありました。その御舞台を拝見した娘から「この先生に習
いたい」と聞いたとき、あぁ、この子の背中を押してあげよう、と思
いました。そこからは親子と言うより、この道の後輩という気持ちに
なりました。この子は同じ世代の男性と肩を並べることは出来ないか
もしれないけれど、そこも乗り越えて、自分の出来ることをやろうと
決めたようです。この世界に入って苦労はあるだろうけれど、そこは
胸に秘めて精進している姿には、我が娘ながら、頭が下がります。
伊左さん——父の背中を見て、父から能を学んだ後、髙橋章先生に稽古
を付けていただきました。父には初めから「女性が能楽師になること
は厳しい世界だ」と言われて良かったです。だから自分なりに考えて、

そこも理解し、この世界へ入りました。今も能楽師になると決めたこ
とを後悔はしていません。大好きなお父さんと仕事がしたい、と言う
ことではありませんが（笑）、能楽師・武田孝史を尊敬しています。

お父様からお嬢様へ繋いでいらっしゃいますね。
今回のワークショップも伝統芸能を次世代へ「つなぐ」ことをテーマ
の一つとしていますが、小学生をはじめ親子で能の面や装束、
謡いや舞の体験をしてもらうワークショップから子どもたちに
どのようなことを感じて欲しいですか。
伊左さん——親子で公演を鑑賞していただく前
に、是非、実際に装束と面を着けてみて、生
で「能」を体感していただきたいです。面を着
けて、「こんなに狭いところから見ても歩け
るんだ！」とか、装束を着けて「見た目より大
変！」と感じ、『船弁慶』を鑑賞して、「謡のこ
とばが分かった！」など、新しい発見ができ
ると思います。そして大人になったとき、
「能」
の体験や鑑賞という経験をとおして何かが心
に残り、歴史や音楽、精神性など、何がどの
ように広がるかは分かりませんが、ここから
次世代へと繋いでいただければ、とても嬉し
いです。

今回、鑑賞会で実演いただく
『船弁慶』の見どころを教えてください。
孝史さん——摂津の国大物の甫、源義経と静御前の別れ、武蔵坊弁慶と
義経が平家一門の怨霊と船上で戦う物語です。元々の『船弁慶』の見ど
ころは、シテ（※1）の静御前と平知盛は一人の役者が演じ分ける、切
り替えの面白みです。しかし、今回はそれぞれの役を別の役者が演じ
ることによって役の違いを鮮明にいたしました。
伊左さん——私が前場、静御前の優美な舞を、父が後場、平知盛の荒々
しい舞働を演じます。また、ワキ（※2）の弁慶や船を操るアイ（※3）
の船頭など、それぞれの役が活躍します。変化に富む謡と囃子、親子
の共演とそのコントラストをお楽しみください。私たちだけでなく、
子方（※4）と地頭（※5）も親子で出演いたします。観る方だけでなく、
内輪の話ではございますが、演者も親子ということで、大変楽しみに
しております。

最後に読者の皆様へ一言お願いします。

伊左さん——令和2年2月9日『学ぼう！伝えよう！日本の伝統芸能 さい
たま能』は第1部のワークショップ、そして、第2部の親子鑑賞会へご
参加いただくと、「能」をより深く、楽しんでいただけると思います。
是非、お越しくださいませ。お待ちしております。
孝史さん—— 今、「能」を取り上げていただいて、とても嬉しく思って
います。「能」をとおして日本の良いところを未来へも繋いで行って欲
しいですね。そして、まずは親子から、人と人との繋がりの大切さを
感じていただく、そのきっかけになっていただければ嬉しいです。沢
山の方のご参加、ご鑑賞をお待ちしております。
（※１）
主役 （※２）
シテの相手役
（※３）シテが一旦、舞台から下がるとき前半の物語のあらすじなどを語ってくれる人物。
（※４）
子役 （※５）
地謡
（コーラスグループ）
のリーダー。後列の右から２番目に座る。

16ページにプレゼントのお知らせがあります!

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」
発売中
【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
令和
2年

２月９日日

開演 13：00
（第1部）15：00
（第2部）

さいたま市文化センター

小ホール

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

（全席自由） 未就学児は入場無料
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公演情報

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
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】
ベートーヴェン：ピアノソナタ〈月光〉
メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 ニ短調より
モーツァルト：
トルコ行進曲
ショパン：序奏と華麗なるポロネーズ
ヴェーバー：舞踏への勧誘 他

小倉貴久子

12月20日金

開演 15：00

さいたま市文化センター
※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。

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

丸山韶

島根朋史

500円（全席指定） 未就学児不可

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

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。

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

【出演】大友直人（指揮）
幸田浩子（sop）
高橋淳（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11日土

開演 16：00

さいたま市文化センター

12月22日日

開演 14：30

令和
2年

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

新春寄席
三遊亭楽京独演会
発売中

チケットは
日進公園コ
ミュニティ
センターの
みで発売
０４８－６６４－４０７８

１月５日日

開演 14：00

市民会館いわつき ５０５・５０６集会室

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

１月17日金

開演 14：00

日進公園コミュニティセンター

500円（全席自由） 未就学児不可
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体育室

S席4,000円 A席3,000円 B席2,000円

友の会料金
S席3,600円 A席2,700円 B席1,800円

プラザイースト新春寄席
発売中

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!

プラザイーストの
新春を飾る寄席公
演を行います。

令和
2年

三遊亭楽京
令和
2年

大ホール

（全席指定） 未就学児不可

300円（全席自由） 未就学児不可

三遊亭楽京の親しみ
やすい新春スペシャ
ル 独 演 会。「 笑う門
には福来る」
、 新春
から笑って笑って福
を呼び込みましょう。

大ホール

瀧川鯉昇

三遊亭兼好

林家つる子

鏡味味千代

１月18日土

開演 14：00

プラザイースト ホール
令和
2年

１月18日土

開演 14：00

市民会館うらわ ホール

500円（全席指定） 未就学児不可

3,000円（全席指定） 未就学児不可
友の会料金 2,700円

即興神楽衆ウタマヒノツカサ
「令和二年神楽初メ」
発売中

発売中

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

令和
2年

１月18日土

氷川の杜文化館

開演 18：30

伝承の間

5,000円（全席自由） 未就学児不可

夢の共演！
高橋多佳子とヤングピアニスト
発売中

松元ヒロ・ソロライブinおおみや
2020

チケットは
氷川の杜文
化館のみで
販売

新春の雅楽

０４８－６４８－11７７

発売中

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】花舞鳥歌風遊月響雅楽団
※会場内は靴下等を必ず着用

ソロのコメディアンとし
て活躍する松元ヒロ。身
体ひとつでパントマイム
を駆使しながら、たっぷ
りの風刺とユーモアで世
相風俗を斬っていきます。
お見逃しなく！
！

ゲスト三浦元則

令和
2年

１月25日土

氷川の杜文化館

開演 14：00

伝承の間

2,000円（全席自由） 未就学児不可

DRUM TAO2020

令和
2年

１月25日土

開演 15：00

市民会館おおみや 小ホール

3,000円（全席指定） 未就学児不可

ザ・ドラマーズ

FINAL

発売中

世 界 的ピ アニ ストで ある高 橋
多佳子を招き、子ども達とのジョ
イントコンサートを開催します。
【演奏予定曲】
ベートーヴェン：ピアノソナタ 第
８番 ハ短調 作品１３《悲愴》よ
り 第２楽章
ショパン：４つのマズルカ 作品
１７ 他

驚異のスピードと予測不可能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。

ⒸShinichiro Saigo
令和
2年

１月25日土

開演 15：00

プラザイースト ホール

1,500円（全席指定） 未就学児不可
友の会料金 1,000円

林家たい平独演会
発売中 残席僅か

２月２日日

１月26日日

開演 16：30

市民会館おおみや 大ホール

SS席6,800円 S席6,000円 Ａ席5,200円

開演 14：00

市民会館うらわ ホール

3,500円（全席指定） 未就学児不可
友の会料金

3,200円

友の会料金

（全席指定） 未就学児不可

親子のためのクラシックコンサート

『音楽の絵本』

12月14日（土）10：00より発売開始
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

令和
2年

「音楽の絵本」は
親子そろって最後
ま で 聴 くこ と が
できるクラシック
コンサートです。
ズーラシアンブラ
ス を は じ め、 動
物たちがバイオリ
ンやピアノでクラ
シックのエレガン
トな調べをお届け
します。
令和
2年

BIG BAND JAZZ CONCERT
令和2年１月１７日（金）10：00より発売開始
市民の公募により結成された活動10年目を迎えたビッ
グバンド。今回は「砂田知宏＆ミツキータ スペシャルバ
ンド」をゲストに
迎え皆さんに楽し
んでいただける演
奏をお届けします。
メンバー随時募集
中です！
ＳＳＢＢ

©SUPERKIDS

２月９日日

開演 14：00

市民会館いわつき ホール
大人1,700円

SS席6,400円
S席5,600円

令和
2年

２月22日土

開演 13：00

さいたま市文化センター

小ホール

1,000円（全席自由） 未就学児は入場無料

小学生以下1,100円

（全席指定） 3歳以下膝上鑑賞無料

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。

友の会料金 900円

2020/1
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プレミアクラシックvol.８

チケットは
氷川の杜文
化館のみで
発売

狂言鑑賞会

小原孝ピアノコンサート
～弾き語りフォーユー～

発売中

12月19日（木）10：00より発売開始

０４８－６４８－11７７

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22日土

開演 14：00

プラザイースト ホール

3,000円（全席指定） 未就学児不可
友の会料金 2,700円

みんなで歌おう！

「懐かしい童謡・愛唱歌」
坂入姉妹コンサート

発売中

あの時、この時、口ずさんだ歌の思い出。そんな懐かし
の童謡・唱歌、ラジ
オ歌謡、昭和歌謡、
ＮＨＫ朝ドラヒット曲
などを 姉妹ならで
はのハーモニーで
お 送りします。 た
めになる童謡秘話
童謡歌手：坂入姉妹
（姉・恵美、妹・真紀）
も必見です。
令和
2年

２月23日日・

開演 14：00

市民会館いわつき ホール
一般1,500円

中学生以下1,000円

（全席指定） 未就学児不可

NAOTO × 沖仁
ヴァイオリニスト

フラメンコギタリスト

発売中
NAOTOと沖仁によ
るフィギュアスケート
をテーマにしたコン
サートを開催します。
【曲目】マスネ：タイ
スの瞑想曲
チック・コリア：スペイ
ン 他
演奏曲目は変更とな
ることがあります。

沖仁

３月７日土

２月22日土

氷川の杜文化館

開演 14：00

伝承の間

1,500円（全席自由） 未就学児不可

SaCLaアーツ Friday One Coin Concert Vol.３６

～世界の名曲で聴く、弦楽四重奏
の知られざる魅力～

12月14日（土）10：00より発売開始

弦楽四重奏によるコン
サート。 クラシックや
日本の唱歌など名曲の
数々をお送りいたしま
す。【演奏予定曲】♪
モーツァルト：アイネ・ク
吉野駿（ヴァイオリン） 京極朔子（ヴァイオリン）
ライネ・ナハトムジーク
ト長調 Ｋ．525より ♪
ハイドン：弦楽四重奏
曲第77番 ハ長調『皇
帝』作品76－3 Ｈｏｂ．
Ⅲ：77より ♪日本の
黒川実咲（チェロ） 古屋聡見（ヴィオラ） 唱歌 他
令和
2年

２月28日金

開演 14：00

小ホール

和楽器コンサート
～花hana華～

友の会料金

2020/1

3,000円

２月22日土

サイタマティック
令和
2年

３月７日土

開演 14：00

市民会館おおみや 小ホール
500円（全席指定）

開演 17：00

市民会館おおみや 大ホール

6,600円（全席指定） 小学生以上チケット必要 未就学児不可

いわつき春の落語会

-今年の春は笑顔も花も満開に12月14日（土）10：00より発売開始
三遊亭小遊三、三遊亭楽大
による落語会を開催します。
毎年恒例のいわつき落語会。
おたのしみ抽選会もあって
笑顔満開まちがいなしです。
【出演】三遊亭小遊三[落語]
柳貴家雪之介[水戸太神楽]
三遊亭楽大[落語]
三遊亭小遊三
令和
2年

３月１日日

開演 14：00

市民会館いわつき ホール

2,500円（全席指定） 未就学児不可
友の会料金 2,000円
先行予約日 12月13日金

お茶のみ落語
ホール編
令和2年1月18日（土）10：00より発売開始

埼玉出身メンバーで構成された和楽器カルテット「サイ
タマティック」の織りなす、箏・尺八・三味線のハーモニー
をお楽しみください。

小ホール

3,500円（全席指定） 未就学児不可

令和
2年

500円（全席自由） 未就学児不可

開演 14：00

さいたま市文化センター
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令和
2年

令和2年1月18日（土）10：00より発売開始

NAOTO
令和
2年

万作の会

万作の会による上演演目の解説付き狂言鑑賞会です。
※会場内は靴下等を必ず着用

さいたま市文化センター

友の会料金 1,300円

12月24日（火）10：00より発売開始
世間の話題を集めている山崎まさよし。デビュー四半
世紀に突入し、今もなお進化し続ける山崎まさよしが
お届けするライブパフォーマンスを、是非体感していた
だきたい。

小原孝

令和
2年

山崎まさよし
CONCERT TOUR 2020

お茶のみ落語のホール編
を柳家花緑をゲストに招
き開催します。

令和
2年

３月15日日

開演 14：00

プラザウエスト さくらホール

2,500円（全席指定） 小学生以上 未就学児不可
先行予約日 令和2年1月15日水

みんなで創る「輪～るど・
ミュージック・フェスティバル」

南こうせつコンサートツアー
2020～いつも歌があった～

発売中

発売中
デビューから現在までにい
たる名曲の数々をユーモア
たっぷりなトークとともにお
贈りします。

2020年はさいたま国際芸術祭2020や東京2020大会
などさいたま市で国際的なイベントが目白押しのなか、
音楽を通じて、国籍、年齢、文化の枠を超え一つの輪
になってつないでいきます。
【司会】
スギテツ（杉浦哲郎・岡田鉄平）
【出演】
岩槻中・大宮南中・桜木中合同バンド／ネルソン鈴木（ア
ルパ）／サイタマティック（和楽器カルテット）／さいた
まスーパーシニアバンド・織田準一（指揮）／サイタミー
ゴス／スギテツ
令和
2年

サイタミーゴス

南こうせつ
令和
2年

３月21日土

４月25日土

開演 17：00

さいたま市文化センター

開場 13：00 開演 14：00

6,800円（全席指定） 未就学児不可

大ホール

さいたま市文化センター

大ホール

1,000円（全席指定） 未就学児入場無料

友の会料金

スギテツ

チケットのお求め・お問合せは

3048–866–4600

【サクラ】

受付

日曜・月曜・祝日は休み）
９時▶１７時（火～土曜日
月曜が祝日の場合は、翌日の火曜も休み

6,300円

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。
※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。

または

さいたま市文化センター
3048-866-3171（9:00〜19:00）

プラザイースト

宮原コミュニティセンター
3 ０４８-６５３-８５５８（９：００〜１7：０0）

さいたま市民会館うらわ

プラザウエスト

片柳コミュニティセンター
3 ０４８-６８６-８６６６（９：００〜１7：０0）

3 ０４８-８22-７１０１（9:00〜19:00）

3 ０４８-８７５-９９３３（9:00〜21:00）
3 ０４８-８５８-９０８０（9:00〜21:00）

さいたま市民会館おおみや
3 ０４８-６４１-６１３１（9:00〜19:00）

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

さいたま市民会館いわつき
3 ０４８-７５６-５１５１（9:00〜19:00）

3 ０４８-６2５-３８５１（９：００〜１7：０0）

西部文化センター

・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。

イ ン フォメ ー ション

Information
登録者
募集

「SaCLa友の会」会員を募集中！
！
サ

ク

ラ

（公財）さいたま市文化振興事業団では、チケットの先行予約や割引サービスなどが受けられる
「SaCLa友の会」を発足し、会員を募集しています。この機会にぜひ「SaCLa友の会」にご入会
ください。
サ

ク

ラ

サ

特典① チケットの先行予約
特典② チケットの割引販売

ラ

対象

一般の方
（未成年者は、保護者の同意が必要です。
）

費用

年1,500円
（入会時には入会金400円を別途いただきます。）

申込み

当事業団の管理施設（P13参照）やさいたま市役所内文化振興
課にて、申込用紙を配布中。必要事項に記入の上、郵送また

特典③ 会報誌・情報誌SaCLa

は、当事業団（さいたま市文化センター2F事務室）までお申

を月１回お届け

その他特典も予定しております。

ク

込みください。
お問合せ

048-866-4600
（SaCLaインフォメーションセンター）
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無料公演・イベント情報
クリスマス
ロビーコンサート
クリスマスのスタンダードナンバーのコンサート
を開催します。
【出演】アンサンブルポコポコ
（ピアノ：メグ ヴァイオリン：ナオ）
【プログラム（予定）
】
リベルタンゴ ラストクリスマス 他
【問合せ】高鼻コミュニティセンター
TEL：048-644-3360

12月22日日

12：00～13：00

※会場等、お問合せ先につきましてはP13をご覧ください。

冬休み子ども映画会

（七里コミュニティセンター共催）
短編アニメ
①「アンパンマンとばいきんまん」
②「おおきなかぶ」
③「だるまちゃんととらのこちゃん だるまちゃん
とうさぎちゃん」
申込は不要です。直接会場にお越しください。
【問合せ】春野図書館
TEL：
０４８－６８７－８３０１

令和
2年

１月６日月

14：00～15：10

高鼻コミュニティセンター １階ロビー

七里コミュニティセンター 多目的ホール

定員 40人（定員を超えたら立見）
当日先着順・無料

定員 100人（幼児・小学生とその保護者）
当日先着順・無料

談慶＆マクミランのエンジョイ落語！

～日本語でも英語でも分かるはじめての落語～

日本の伝統芸能である落語を、英語での案内を織り交ぜながら外国
の方にも分かり易く紹介します。【プログラム】（予定）第１部：ウェル
カム落語ワールド（落語紹介） 第２部：チャレンジ落語体験 「まん
じゅうこわい」「薮入り」【出演】立川談慶（落語） ピーター・マクミ
ラン（ゲスト）
【申込み方法】12月11日（水）10：00からSaCLaインフォ
メ ー ション セ ン タ ー
に て 受 付【 問 合 せ 】
SaCLaイ ン フ ォメ ー
ションセンター TEL：
048－866－4600

第１５回「夢の星音楽会」
ウィンターコンサート
さいたま市内中学校吹奏楽部による演奏会を開
催します。
【問合せ】プラザウエスト
TEL：
０４８－８５８－９０８０

立川談慶
（落語） ピーター・マクミラン（ゲスト）

令和
2年

１月13日月・

開演 13：00

国際交流基金日本語国際センター 佐藤ホール
定員 100人 全席自由・申込み制・無料
未就学児不可

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）

令和
2年

１月22日水

14：00～16：00

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

定員
申込み制・200円

（注）七里地区（大谷・蓮沼・膝子・新堤・東宮下・東
門前・風渡野）
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オカリナコンサート
「エトワール達の音楽祭」
オカリナの生演奏とともにバレリーナを目指す地
域の子どもたちの演舞をお楽しみください。
【問合せ】美園コミュニティセンター
TEL：
０４８－７６４－８８１０

令和
2年

１月12日日

開場 13：30

開演 14：00

美園コミュニティセンター 多目的ホール
定員 140人

当日先着順・無料

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
先着順で入場整理券を配布します（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

１月19日日
開場 13：30 開演 14：00
令和
2年

令和
2年

１月19日日

開演 13：30

プラザウエスト さくらホール
定員 373人

観覧自由・無料

宮原コミュニティセンター 多目的ホール
定員 260人 未就学児不可
申込み制・無料

ビッグバンドジャズコンサート
サタデー・ナイト・ジャズVol.３８

第１８回さいたま市外国人に
よる日本語スピーチ大会

埼玉県ビッグバンド連盟加盟団体による、入場
無料のジャズコンサートを開催します。
【出演】①BEYOND THE SEA BIGBAND
②ファイアーバード・ジャズオーケストラ
※入場整理券は16時から4階会場エントランス
にて配布します。（観覧希望者多数の場合は時
間を変更することがございますので、あらかじ
めご了承ください。）
【問合せ】さいたま市文化センター
TEL：048－866－3171

外国人市民が「これ、国に持って帰りたい！
！」を
テーマに、日常生活の中で感じた事や考えた事
などを日本語で発表します。
【問合せ】公益社団法人さいたま観光国際協会
国際交流センター TEL：048－813－8500

令和
2年

１月25日土

開場 17：30

開演 18：00

２月１日土
開場 12：00 開演 13：00
令和
2年

さいたま市文化センター 多目的ホール

浦和コミュニティセンター 多目的ホール

定員 100人

定員 200人

当日先着順・無料

当日先着順・無料

無料公演・イベント情報
美園ホールイベント

「劇団Liebeによる美園朗読劇」
プラザイーストを拠点に活動する「劇団Liebe」
による朗読劇と影絵の公演を開催します。
【問合せ】美園コミュニティセンター
TEL：
０４８－７６４－８８１０

２月９日日
開場 13：30 開演 14：00

※会場等、お問合せ先につきましてはP13をご覧ください。

デュオ・デ・ローズコンサート
with小学生ハンドベル隊
ハンドベルワークショップに参加した小学生と、
ピアノとチェロからなるデュオ・デ・ローズの合同
コンサートです。
【予定演奏曲目】
歌の翼に、夢想、小さな世界、パプリカ 他
【申込み方法】1月15日（水）10：00から電話にて
受付（先着順・定員になり次第締切）
【問合せ】市民会館うらわ
TEL：048－822－7101

令和
2年

令和
2年

２月９日日

14：00～15：30

ロビーコンサート
あいあい（ピアノ）と多ヶ谷樹（バイオリン）によ
るロビーコンサートを開催します。
【申込み方法】当日、直接、会場へ
【予定演奏曲目】チャルダッシュ、ディズニーメド
レー 他
【問合せ】市民会館うらわ
TEL：
０４８－８２２－７１０１

令和
2年

２月12日水

12：30～13：10

美園コミュニティセンター エントランスホール

市民会館うらわ コンサート室

市民会館うらわ ロビー

定員 40人

定員 80人

定員 60人

当日先着順・無料

日進公園コミセン子どもまつり
北区3館 の 児童センターとの 協働で昔遊びや
ゲームや工作など子ども達が楽しめるイベント
を開催します。
【問合せ】日進公園コミュニティセンター
TEL：
０４８－６６４－４０７８

２月15日土

申込み制・入場無料

東大宮演劇祭

当日先着順・無料

スプリングコンサート

利用団体である劇団「レインボウ城！」の演出脚
本をコメディタッチで上演する演劇を開催します。
【問合せ】東大宮コミュニティセンター
TEL：
０４８－６６７－５６０４

「西村崇史とスウィンギンポストマン」によるデキ
シーランドジャズの演奏を行います。
【協力】ＮＰＯ法人Ａｒ
ｔ
ｓ＆Ｈealthさいたま
【申込み方法】令和2年1月15日（水）9：00から来館
又は電話にて受付（先着順・定員になり次第締切）
◦未就学児入場可
◦中学生以下の参加は保護者同伴
◦演奏中の入退場自由
【問合せ】七里コミュニティセンター
TEL：
０４８－６８７－３６８８

10：00～15：30※入場は15：00まで

２月22日土・23日日・
開演 13：00

七里コミュニティセンター 多目的ホール

観覧自由・無料

定員 200人 当日先着順・鑑賞自由・無料

定員 120人（さいたま市内在住、在勤、
在学の方） 申込み制・無料

日進公園コミュニティセンター

令和
2年

全館

令和
2年

東大宮コミュニティセンター ホール

２月23日日・

17：30～18：30

東部地区コミセン連携事業

スプリングコンサート「花テーマ」
さいたま国際芸術祭連携プロジェクトとして、
「花」をテーマとしたコンサートを開催します。
【問合せ】東大宮コミュニティセンター
TEL：
０４８－６６７－５６０４

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。

３月７日土
開場 13：30 開演 14：00
令和
2年

東大宮コミュニティセンター ホール
定員 200人 当日先着順・鑑賞自由・無料

◆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
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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、

往信表

返信裏

何も記入しない
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。

〒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

送付先

①親子お菓子作り教室
2月2日

②ギフトラッピング講座

9:30〜12:00（全1回）

2月8日
第２セミナールーム 14:00〜16:00
（全1回）

小学校４年から中学生を対象に親子で簡単に作
れるお菓子の作り方を学びます
対 市内在住・在勤・在学の小学４年〜中学生とそ
の保護者 ８組１６人 締 令和2年1月15日㈬

初めての方でも簡単に包めるラッピングのポイ
ントやテクニックを学びます
対 市内在住・在勤・在学の方 １5人
締 令和2年1月15日㈬

令和
２年

1,000円

④お茶のみ落語（２月）

令和
２年

令和
２年

14:00〜16:00
（全1回）

2,000円
マーブリングの講座を開催します
対 市内在住・在勤・在学の方 １2人
締 令和2年1月15日㈬

西
区

西部文化センター

申込方法

①

往復はがきにて

令和
２年

1,000円

③マーブリング講座
造形アトリエ

・教室又は講座名
・住所
・氏名（ふりがな）
・年齢
・電話番号
・その他

3048‑858‑9080

お問合せ

キッチンスタジオ

2月15日

所

こちらには、

名

年齢（学年も必ず記入してください。）

往信裏

住

送付先の住所

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。）
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。）

返信表
〒○○○-○○○○

氏

〒○○○-○○○○

﹁○

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。）

2月21日

和室

10:00〜12:00
（全1回）

500円
お茶を飲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 令和2年1月15日㈬

お問合せ
送付先

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

①和太鼓体験会

2月23日 ・
多目的ホール
令和
２年

11:15〜12:15
（全1回）

無料
当館で活動している和太鼓団体を講師に迎え、
和太鼓の体験会を開催します
対 市内在住・在勤・在学の小学生以上 ２５人
締 令和2年2月1日㈯
西
区

馬宮コミュニティセンター

申込方法

①

往復はがきにて

お問合せ
送付先

3048‑625‑8821
〒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初心者水彩画講座

2月1日 ・8日 ・15日 ・22日
アトリエ・工作室
10:00〜12:00
（全4回）
令和
２年

1,000円
デッサンから水彩の色の混ぜ方、 重ね方などの技
法を基本から学びます
対 市内在住・在勤の方 １５人
締 令和2年1月18日㈯

10

2020/1

対 …対象・定員

締 …申込み締切

他 …その他

中央区

下落合コミュニティセンター

申込方法

①
１２月１６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１７日㈫から電話予約も可能

お問合せ
受付会場

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料理講座

２年 1月20日
調理室
令和

・2月3日 ・17日

10:00〜13:00（全3回）

2,500円
地元の料理店の協力の下、料理講座を開催します
対 市内在住・在勤の方 ６人

大宮区

高鼻コミュニティセンター

申込方法

①

往復はがきにて

お問合せ
送付先

3048‑644‑3360

〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-292-1 高鼻コミュニティセンター「○教室又は講座」係

①布ぞうりづくり講座

２年 1月30日
第１会議室
令和

・2月6日

13:00〜15:00
（全2回）

1,500円
布ぞうりをつくります。自分でつくった布ぞうりを履いてみましょう
対 市内在住・在勤・在学（１８歳以上）の方 １２人
締 令和2年1月9日㈭
他 持ち物：
３０ｃｍ定規・かぎ針８〜１０号・糸切りハサミ
大宮区

大宮工房館

申込方法

①

往復はがきにて

②
１月７日㈫１０:００から来館にて受付
（先着順・定員になり次第締切）

お問合せ

3048‑645‑3838

送付先・受付会場 〒330-0804

さいたま市大宮区堀の内町1-577-3 大宮工房館「○教室又は講座」係

①ビジネスで使えるパソコン「エクセル」講座
令和
２年

2月8日 ・9日

第１・２多目的ルーム

10:00〜16:00
（全2回）

2,000円

北 区

申込方法

①
１月8日㈬１０
：
００から来館又は電話・ＦＡＸ
にて受付（先着順・定員になり次第締切）
②
１月２４日㈮１０
：
００から来館又は電話・ＦＡＸ
にて受付（先着順・定員になり次第締切）
①②共に
受付開始時に定員を超えた場合はその場で抽選
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

見沼区

東大宮コミュニティセンター

申込方法

①

往復はがきにて

2月11日 ・
第１・２多目的ルーム 10:00〜13:00（全1回）
令和
２年

1,500円

仕事で使うなら押さえておきたい。ビジネスシー
ンで活用できるExcelスキルを身につける講座
対 市内在住・在勤の方 ２０人
締 令和2年1月11日㈯

日進公園コミュニティセンター

②心のこもったバレンタイン・ラッピング講座

バレンタインデーのラッピングに一味を加える
ことで可愛くする講座
対 市内在住・在勤の方 15人

お問合せ

3048‑664‑4078

受付会場

〒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

①親子ひろば（冬）

2月3日
体育室
令和
２年

10:00〜10:30（全1回）

無料

北区３館児童センターとの協働で親子体操、リ
ズム遊びなどを楽しみます
対 市内在住の１歳以上の未就学児とその保護者
１５組３０人 ※０歳児の同伴可

送付先

２年 2月25日
和室・茶室
令和

10:30〜11:30（全1回）

無料

お問合せ

②おはなし会ｉｎ日進公園コミセン（冬）

絵本の読み聞かせや手遊びなど親子で楽しみま
しょう
対 市内在住の１〜３歳児とその保護者 １０組２０人
※０歳児の同伴可 他 講師：大宮西部図書館

3048‑667‑5604
〒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大人のヘルシースイーツ作り講座（女性講座）

1月25日
調理実習室
令和
２年

10:00〜13:00（全1回）

2,500円
女性を対象に大人の女性に嬉しいヘルシース
イーツを作る講座を開催します
対 市内在住・在勤の女性 １６人 締 令和2年1月11日㈯
他 持ち物：エプロン・三角巾・布巾・台布巾・手拭き用タオル

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

岩槻駅東口コミュニティセンター

3048‑758‑6500

お問合せ
送付先

〒339-0057 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「○教室又は講座」係

申込方法

①東部地区コミセン連携事業「陶芸講座 〜花瓶を作ろう！〜」

①

往復はがきにて
年齢を明記

２年 3月1日 ・
8日
クラフトルーム
10:00〜12:00（全2回）
令和

3,000円
「花」を共通のテーマとした東部地区コミセン連携事
業として、陶芸で花瓶を制作する講座を開催します
対 市内在住・在勤・在学の１５歳以上の方（中学
生を除く） １５人 締 令和2年2月8日㈯

緑
区

プラザイースト

申込方法

お問合せ

①②共に
往復はがきにて

送付先

①日本画講座

〒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

②日本画模写講座

14:00〜16:00（全6回）

2月27日〜3月26日（毎週木曜日）
アトリエ造形
13:30〜16:00（全5回）

初心者を対象とした日本画を学ぶ講座を開催します
対 市内在住・在勤・在学の方 １０人
締 12月18日㈬

鳥獣人物戯画を和紙に墨で写し、草木染めをします
対 市内在住・在勤・在学の方 １０人
締 令和2年2月6日㈭

令和
２年

1月8日〜2月12日（毎週水曜日）

3048‑875‑9933

アトリエ造形
3,000円

令和
２年

2,000円

緑 区

美園コミュニティセンター
イ ン フォメ ー ション

申込方法

Information

①②共に
当日先着順
③
１２月１６日㈪１０：００から来館にて受付（市内在住・在
学の小学生に限る、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はその場で抽選
１２月１７日㈫から電話予約（市外小学生）も可能
④
往復はがきにて

登録者募集

お問合せ

3048‑764‑8810

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）
12月19日
第１・２集会室

②おはなし会（美園図書館との共催事業）

11:00〜11:30（全1回）

1月16日
第１・２集会室
令和
２年

11:00〜11:30（全1回）

（公財）
さいたま市文化振興事業団アーティストバンク事業
無料

無料

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歳児とその保護者

SaCLa（サクラ）アーツ募集

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歳児とその保護者

SaCLaアーツは、さいたま市の文化・芸術にかかわる人材情報バンク事業です。

③小学生タグラグビー体験会

④浦和レッズハートフルクラブによるキッズサッカー教室

令和
令和
さいたま市の文化芸術にかかわる人材情報を登録し、アーティストを呼びたい
（指導してもらいたい）市民等と表現活動（講師含む）をしたい文化
２年 2月15日
２年 3月8日
芸術団体
（個人）との橋渡しを行います。
多目的ホール
10:00〜12:00（全1回）
多目的ホール
13:00〜14:00（全1回）
200円
無料

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

⬆

ラグビーの基礎となるタグラグビーを体験します
浦和レッズハートフルクラブコーチによるサッカー教室を開催します
登録資格
さいたま市にかかわりがあり、文化芸術活動を行っている方
対 市内在住
対 市内在住・在学の小学１・２年生 ２５人 締 令和2年1月27日㈪
・在学の小学生
３０人
募集期間
随時
他 持ち物
他 持ち物：室内履き・動きやすい服装・汗拭きタ
：室内履き・動きやすい服装・汗拭きタ
申込み・問合せ
048‑866‑4600（SaCLaインフォメーションセンター）
※詳しくは事業団ホームページにも掲載しています。どうぞご覧ください。
オル・飲み物（蓋付き）等
オル・飲み物
（蓋付き）
等
（公財）
さいたま市文化振興事業団 検索

イ ン フォメ ー ション

Information
全ての施設でFREESPOTがご利用可能になりました。
詳しくは各施設の窓口にお尋ねください。
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対 …対象・定員

締 …申込み締切

他 …その他
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（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

Ｔ０４８⊖８６６⊖３１７１ Ｆ０４８⊖８３７⊖２５７２

〒336︲0024 さいたま市南区根岸1︲7︲1
1月の休館日…1日～3日・6日・14日・20日・27日

さいたま市民会館うらわ
Ｔ048︲822︲7101

Ｆ048︲822︲7106

〒330⊖0062 さいたま市浦和区仲町2︲10︲22
1月の休館日…1日～3日・6日・14日・20日・27日

さいたま市民会館おおみや

Ｔ０４８⊖６４１⊖６１３１ Ｆ０４８⊖６４１⊖６１３３

〒330⊖0844 さいたま市大宮区下町3⊖47⊖8
1月の休館日…1日～3日・8日・22日

さいたま市民会館いわつき

Ｔ０４８⊖７５６⊖５１５１ Ｆ０４８⊖７５６⊖５１５２

〒339⊖0052 さいたま市岩槻区太田3⊖1⊖1
1月の休館日…1日～3日・6日・20日・27日

コミュニティ施設
プラザイースト

プラザウエスト

東大宮コミュニティセンター

〒336⊖0932 さいたま市緑区中尾1440⊖8
1月の休館日…1日～3日・27日

〒338⊖0835 さいたま市桜区道場4⊖3⊖1
1月の休館日…1日～3日・14日・27日

〒337⊖0051 さいたま市見沼区東大宮4⊖31⊖1
1月の休館日…1日～3日

Ｔ０４８⊖８７５⊖９９３３ Ｆ０４８⊖８７５⊖９９６０

Ｔ０４８⊖８５８⊖９０８０ Ｆ０４８⊖８５８⊖９０２０

Ｔ０４８⊖６６７⊖５６０４ Ｆ０４８⊖６５４⊖５５９４

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

〒330⊖0803 さいたま市大宮区高鼻町2⊖292⊖1
1月の休館日…1日～3日

〒331⊖0052 さいたま市西区三橋6⊖642⊖4
1月の休館日…1日～3日

〒330⊖0804 さいたま市大宮区堀の内町1⊖577⊖3
1月の休館日…1日～3日

Ｔ０４８⊖６４４⊖３３６０ Ｆ０４８⊖６４４⊖３３６１

Ｔ０４８⊖６２５⊖３８５１ Ｆ０４８⊖６２５⊖２８８１

Ｔ０４８⊖６４５⊖３８３８ Ｆ０４８⊖６４５⊖３８８１

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

〒337⊖0014 さいたま市見沼区大字大谷1210
1月の休館日…1日～3日

〒331⊖0811 さいたま市北区吉野町2⊖195⊖1
1月の休館日…1日～3日

〒338⊖0003 さいたま市中央区本町東3⊖5⊖43
1月の休館日…1日～3日

Ｔ０４８⊖６８７⊖３６８８ Ｆ０４８⊖６８７⊖３７０５

Ｔ０４８⊖６５３⊖８５５８ Ｆ０４８⊖６５３⊖８５４１

Ｔ０４８⊖８５３⊖７２３２ Ｆ０４８⊖８５７⊖１０９６

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

〒338⊖0005 さいたま市中央区桜丘2⊖6⊖28
1月の休館日…1日～3日

〒338⊖0014 さいたま市中央区上峰2⊖3⊖5
1月の休館日…1日～3日

〒331⊖0061 さいたま市西区大字西遊馬533⊖1
1月の休館日…1日～3日

Ｔ・Ｆ０４８⊖８５４⊖８５８４

下落合コミュニティセンター

Ｔ０４８⊖８３４⊖０５７０ Ｆ０４８⊖８３４⊖０５８０

〒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

1月の休館日…1日～3日

Ｔ・Ｆ０４８⊖８５２⊖０１２１

片柳コミュニティセンター

浦和コミュニティセンター

〒337⊖0026 さいたま市見沼区染谷3⊖147⊖1
1月の休館日…1日～3日

〒330⊖0055 さいたま市浦和区東高砂町11⊖1⊖10F
1月の休館日…1日～3日

Ｔ０４８⊖６８6⊖８６６６ Ｆ０４８⊖６８６⊖２９９９

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

〒336⊖0016 さいたま市南区大谷場2⊖6⊖25
1月の休館日…1日～3日

〒339⊖0057 さいたま市岩槻区本町1⊖10⊖7
1月の休館日…1日～3日

Ｔ・Ｆ０４８⊖８８６⊖５８５６

Ｔ０４８⊖６２５⊖８８２１ Ｆ０４８⊖６２５⊖８８２２

Ｔ０４８⊖７５８⊖１９８０ Ｆ０４８⊖７５８⊖１９８５

Ｔ０４８⊖８８７⊖６５６５ Ｆ０４８⊖８８７⊖７０９０

岩槻駅東口コミュニティセンター
3０４８⊖７５８⊖６５００ 6０４８⊖７５８⊖６５２１
〒339⊖0057

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（月）から令和２年２月11日
（火・祝）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

〒331⊖0823 さいたま市北区日進町1⊖312⊖2
1月の休館日…1日～3日

〒339⊖0005 さいたま市岩槻区東岩槻6⊖6
1月の休館日…1日～3日

〒336-0967 さいたま市緑区美園4-19-1
1月の休館日…1日～3日

Ｔ・Ｆ０４８⊖６６４⊖４０７８

Ｔ０４８⊖７５６⊖６０００ Ｆ０４８⊖７５６⊖６０３６

Ｔ０４８⊖764–8810

Ｆ０48⊖764⊖9310

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
1月の休館日…1日～3日・20日

〒330⊖0061 さいたま市浦和区常盤9⊖30⊖5
1月の休館日…1日～4日・6日・14日・20日・27日

〒331︲0805 さいたま市北区盆栽町267︲1
1月の休館日…1日～3日
11月の休館日…5日
・11日・18日・25日

Ｔ０４８⊖６４８⊖１１７７ Ｆ０４８⊖６４８⊖１３１１

Ｔ０４８⊖８３５⊖７４５０ Ｆ０４８⊖８３５⊖７４５３

Ｔ０４８⊖664⊖1636
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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

5日

6月

演

名

12日

場

13:00

一般 3,000円
高校生以下 2,000円
（全席自由）

雅楽演奏会

市民会館いわつき

14:00

300円（全席自由）

冬休み子ども映画会

七里コミュニティセンター

14:00

申込み不要・無料

春野図書館
048-687-8301

プラザイースト

13:30

入場自由・無料

担当 船木まさこ
090-4527-2575

合唱！カルミナ・ブラーナ東京フィル
ハーモニー交響楽団
with さいたま市民合唱団
オカリナコンサート
「エトワール達の音楽祭」

ホール

505・506集会室

多目的ホール

ホール

さいたま市文化センター
大ホール

美園コミュニティセンター
多目的ホール

17金

新春寄席 三遊亭楽京独演会

日進公園
コミュニティセンター
体育室

13:00

16:00

入場自由・無料

S席 4,000円
A席 3,000円
B席 2,000円
（全席指定）

つくし会
048-866-5562
clessidraensemble@gmail.com
担当 大熊
050-5889-5525
市民会館いわつき
048-756-5151

SaCLaインフォメーションセンター
048-866-4600

14:00

当日先着順・無料

美園コミュニティセンター
048-764-8810

13:00

申込み制・無料

SaCLaインフォメーションセンター
048-866-4600

14:00

500円（全席自由）

日進公園コミュニティセンター
048-664-4078

16:00

完売

SaCLaインフォメーションセンター
048-866-4600

塩谷哲Special Duo with 古澤巌
“HARMONIAⅡ”

さいたま市文化センター

国際交流講演会＆落語会
「ダイアン吉日から見た日本」

市民会館うらわ

14:00

500円（全席指定）

さいたま市民会館うらわ
048-822-7101

ウィンナー・ワルツオーケストラ
～宮殿祝賀コンサート～

市民会館おおみや

14:00

6,000円（全席指定）

光藍社
050-3776-6184

プラザイースト新春寄席

プラザイースト

14:00

3,000円（全席指定）

プラザイースト
048-875-9933

氷川の杜文化館

18:30

5,000円（全席自由）

香風舎
070-5567-9561

第15回「夢の星音楽会」
ウィンターコンサート

プラザウエスト
さくらホール

13:30

無料・観覧自由

プラザウエスト
048-858-9080

新春琴のしらべ

宮原コミュニティセンター

14:00

申込み制・無料

宮原コミュニティセンター
048-653-8558

みんなで歌おう新春コンサート

市民会館うらわ

14:30

入場自由・無料

担当 山田
090-3570-1684

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・200円

七里地区社会福祉協議会
048-687-9997

第21回気功と気功ダンスの発表会～気
を見て感じてみよう～

さいたま市文化センター

13:30

入場自由・無料

FBM気功教室
048-866-0623

新春の雅楽

氷川の杜文化館

14:00

2,000円（全席自由）

氷川の杜文化館
048-648-1177

即興神楽衆ウタマヒノツカサ
「令和二年神楽初メ」

25土

問い合わせ

市民会館うらわ

国際交流基金
日本語国際センター

22水

入場方法

Clessidra Ensemble concert

小ホール

談慶＆マクミランのエンジョイ落語！ 2020
～日本語でも英語でも分かる
はじめての落語～

19日

開演時間

さいたま市文化センター

13月

18土

14

会

令和元年/12/1現在

第38回つくし会
ヴァイオリン発表会

さいたま市PTAコーラス祭

11土

1月

2020/1

小ホール

ホール

大ホール

ホール

伝承の間

多目的ホール

コンサート室

多目的ホール

小ホール

伝承の間

25土

26日

28火

松元ヒロ・ソロライブ2020

市民会館おおみや

15:00

3,000円（全席指定）

㈲スタッフ21
048-299-6321

夢の共演！
高橋多佳子とヤングピアニスト

プラザイースト

15:00

1,500円（全席指定）

プラザイースト
048-875-9933

ビッグバンドジャズコンサート
サタデー・ナイト・ジャズVol.38

さいたま市文化センター

18:00

入場無料

さいたま市文化センター
048-866-3171

0歳からの・はじめてのオーケストラ

市民会館うらわ

10:20

小学生以上 2,000円
未就学児 1,000円
（全席自由）

日本サロンコンサート協会
03-6868-5193

DRUM TAO 2020
ザ・ドラマーズFINAL

市民会館おおみや

16:30

SS席 6,800円
S席 6,000円
A席 5,200円
（全席指定）

さいたま市民会館おおみや
048-641-6131

丘みどりコンサート2020
～演魅Vol.２～

市民会館おおみや

14:00

S席 5,800円
A席 5,300円
（全席指定）

カンフェティ
0120-240-540

展示
▼

１月10金

物

▼

１月14火
▼

１月16木

１月16木
▼

１月31金
１月17金
▼

１月19日
１月18土
▼

１月25土

開催時間

入場方法

問い合わせ

9:00▶17:00

入場自由・無料

コミュニティセンターいわつき
048-758-1980

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

遊々クラブ

大宮工房館

9:00▶21:00

入場自由・無料

大宮工房館
048-645-3838

ソラスト作品展

氷川の杜文化館

9:00▶17:00
14日は13:00から
16日は12:00まで

入場自由・無料

株式会社ソラスト
担当 井尻
03-3450-2678

9:00▶17:00

入場自由・無料

美園コミュニティセンター
048-764-8810

大宮工房館

9:00▶21:00

入場自由・無料

大宮工房館
048-645-3839

大谷中学校美術部作品展

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

第21回埼玉一美会書道展

氷川の杜文化館

9:00▶17:00
17日は11:00から
19日は15:00まで

入場自由・無料

埼玉一美会
担当 浅見峰雄
090-2725-0656

神輿展示

プラザウエスト

10:00▶16:00

入場自由・無料

プラザウエスト
担当 新井
048-858-9080

11:00▶17:00
31日は13:00から
5日は16:00まで

入場自由・無料

担当 安原竹夫
048-736-6560

～みなさんの活動をひろーく

レッドタンポポ

氷川の杜文化館
展示場

コミュニティセンター
いわつき

出会い・ふれあいコーナー

いこいの展示ホール

展示場

～みなさんの活動をひろーく
１月27月 広報しましょう～
▼

場

大宮観写真クラブ
担当 藤野弘一
048-543-2569

▼

１月31金

会

入場自由・無料

１月16木 ぐるりパネル展（冬シーズン）

１月16木

大ホール

9:00▶17:00
4日は13:00から
10日は16:00まで

第17回大宮観写真クラブ

１月４土 見沼区コミセン３館協働
▼
１月15水 『地域の児童絵画展』

１月15水

コンサート室

名

１月13月 広報しましょう～

１月５日

多目的ホール

大ホール

１月４土 ぐるりパネル展（冬シーズン）
▼

ホール

※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P12・13をご覧ください。
催

１月４土

小ホール

トールペイントの会

１月31金 安原竹夫展
▼
２月５水 現代絵画「ほどける風景シリーズ」から

美園
コミュニティセンター

いこいの展示ホール

出会い・ふれあいコーナー

展示場

ギャラリー

氷川の杜文化館
展示場

2020/1
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チ ャ レ

ン

ジ

Challenge
参加者
募集

ぐるりパネル展（春シーズン）作品募集

令和2年2月１日㈯〜2月12日㈬

与野本町コミュニティセンター

開催日時・
会場

令和2年2月16日㈰〜2月26日㈬

対象・定員

活動をＰＲしたい個人・団体・サークル

参加費

〜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。

各コミュニティ施設で、展示申込書をお受け取りになり、

応募方法

宮原コミュニティセンター

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。

令和2年3月１日㈰〜3月12日㈭ 高鼻コミュニティセンター
令和2年3月16日㈪〜3月26日㈭ プラザイースト

※先着20団体まで、数に達した時点で受付終了となりま
す。
各コミュニティ施設にお問い合わせください。

申込み先

無料

令和2年1月15日㈬必着

締切日

各コミュニティ施設にお問い合わせください。（連絡先は、

お問合せ

P13に掲載しております。）

参加者
募集
練習日時・
会場
対象・定員
参加費
その他

マリンバ・ドラムセット・ジャンベ・ボンゴなど打楽器の奏法と合奏を体験してみませんか。はじめての方も経験者も
みんなで一緒にリズムに乗って楽しく演奏しましょう。
令和2年3月22日㈰ 14:00開演 プラザイースト ホール
令和2年2月22日㈯・23日（日・祝）・24日（月・振休）・29日㈯、
3月1日㈰・14日㈯・15日㈰・20日（金・祝）・21日㈯（全9回）
10:00〜12:00 多目的ルーム 他
市内在住・在学の小中学生

応募方法

申込み先

30人程度

10,000円
※打楽器用スティック、練習用パッドをお持ちでない方は、練習時に別
途購入して頂く必要があります。（3,000円程度）

締切日
お問合せ

読者プレゼント

編集・発行

令和2年1月11日㈯必着

048-875-9933
（プラザイースト）

SaCLaを手にした場所⑤1月号の感想を記入の
応募方法

2020/1

〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8
「さいたま子どもスーパーカッション」係まで

はがきに①住所②氏名③電話番号④情報誌

今月号の表紙を飾る『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」』に出演
の武田孝史さん、伊左さん
のサイン色紙と国立能楽堂
立版古(ペーパークラフト)
のセットを抽選で３名様に
プレゼントします。

16

往復はがき（１人１通）に住所、氏名（ふりがな）
、
年齢、電話番号を記入の上、下記までご応募くだ
さい。

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「武田孝史・伊左 サ
イン色紙・立版古」プレゼント係までご応募くだ
さい【締切:1月15日（水）必着】
。当選者の発表は、
情報誌SaCLa4月号にて行います。

（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 Ｔ048︲866︲3467

（公財）
さいたま市文化振興事業団

検索

扌

開催日時・会場

さいたま子どもスーパーカッション第８回定期演奏会

メールマガジン

登 録
募集中

