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野崎夏世
上ノ空はなび

丸本すぱじろう江戸川じゅん兵

イーガル

Artist
Interview

今月のArtist Interviewは9月10日（土）プラザウエストで開催される「0歳から楽しめるファミリーシアター『へんてこう
じょう』」にご出演いただく、上ノ空はなびさん、野崎夏世さん、丸本すぱじろうさん、江戸川じゅん兵さん、イーガル
さんの５人です。本作の見どころや意気込みについてお伺いしました。

to R mansion（上ノ空はなび・野崎夏世・丸本すぱじろう）
16カ国82都市の劇場や演劇祭、ストリートフェスティバルから招聘され、世界中
で大人気のパフォーマンスカンパニー。神戸ビエンナーレ大道芸コンペティション
でグランプリを２度獲得するなど受賞歴多数。フランスの有力紙リベラシオン紙で
も紹介されるなど、海外でも高く評価されている。東京2020 オリンピック開会式
出演。

江戸川じゅん兵
俳優、ダンサー、コメディアン、MC、シンガー、画家、アートディレクション等、
多岐にわたる活動を展開。数多くの小劇場や映画作品に出演する一方、フィリップ・
ドゥクフレやインバル・ピントなど海外演出家のミュージカル作品にも参加。近年
ではtoRmansionとタッグを組み、ジャンルを超越した新たなクリエーションを打
ち出し続けている。

イーガル
バークリー音楽大学にて文学士号を取得。作品が国内外のコンサートで演奏される
一方、バレエ、演劇、現代サーカス、映画などにも音楽を提供。作品は既成のホー
ルに留まらず様々な場所で行われ、先鋭性と伝統性が共存する音楽が高く評価され
ている。
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16ページにプレゼントのお知らせがあります!

0歳から楽しめるファミリーシアター
「へんてこうじょう」

to R mansion（トゥーアールマンション）に
よる、へんてこうじょうにようこそ！きっとみ
んなの中にある、みんなだけのへんてこを
見つけよう！

6月11日（土）１０：００より発売開始 
※6月12日（日）９：００より窓口にて発売も可

9月10日土　開演 ①11:00　②14:00
プラザウエスト　さくらホール　3048-858-9080（9:00〜21:00）

大人2,500円　高校生以下500円（全席指定）　3歳以下膝上鑑賞無料

皆さんは本誌初登場ですね。まずは上ノ空さん、野崎さん、丸本
さんの自己紹介とお三方がto R mansionを結成されたきっかけを
教えてください。
上ノ空——私はto R mansionの作品の演出やプロデュースをしていま
す。以前は小学校の先生をしていましたが、教師としてではなく、アー
ティストとして子どもたちと関わりたいと思い教師を辞めました。今
は身体と想像力を使うパントマイムやパフォーマンスを生業にしてい
ます。私たちは赤ちゃんからお年寄りまで、誰もが見て楽しめるよう
に演劇だけでなく、大道芸などもやっているんです。

野崎——私は以前、フランスの演劇学校に通って
いました。その後日本に帰ってきて、とあるイ
ベントに出演したときに大阪から上京してきた
上ノ空さんと出会ったんです。その当時私たち
の家はとても近所で、稽古後に毎日一緒に話し
ながら帰っているうちに「何かやってみようか」
となって。丸本君にも声をかけて2007年にto 
R mansionを結成しました。

丸本——僕は大学を卒業した後に演劇の専門学校に入りました。ある日
パントマイムの講義があったのですが、その時に講師として来ていた
はなびさんと出会ったんです。そこから僕も作品に参加させてもらう
ようになって、2007年からずっと一緒に活動しています。

これまでに海外でも積極的に公演をされていると伺いました。
上ノ空——活動をしていく中で次第に日本だけでなく、世界中の人にも
私たちのパフォーマンスを見てもらいたいと思うようになりました。
そこでフランスの演劇祭に参加し、1か月間毎日ストリートパフォー
マンスをしたんです。そのときに各国のプロデューサーが見に来てく
れて、そのご縁もあってこれまでに16か国82都市の劇場や演劇祭に
出演しました。

お三方と江戸川さんはこれまでに何度も共演されてますよね。
江戸川——私はもともと劇団やダンスのカンパニーに所属するなど様々
な活動をしてきました。今は基本的には舞台に立ち、時には映像作品
に出演するなど俳優業を主にやっています。

上ノ空——江戸川さんは俳優だけでなく、今回の作品の衣装や大道具の
絵なども全てアートディレクターとして手掛けてくれました。マルチ
な才能の持ち主なんです。

劇中の音楽はすべてイーガルさんが担当されてるんですよね。
イーガル——僕の本職は現代音楽の作曲家なので、
普段は舞台や映画、バレエなどの音楽を作って
います。to R mansionの作品には2011年か
ら携わっています。今回、劇中の音楽はほぼ生
演奏で、そのすべてをオリジナルで作りました。
劇中では主にピアノと鍵盤ハーモニカ、トイピ
アノなどを使っています。上ノ空さんと江戸川
さんの３人で演奏するシーンもあるんです。普
段はピアノ１人なのであまり音色の差が出ないのですが、今回は２人
がそれぞれ打楽器を一緒に演奏してくれるので、様々なジャンルの曲
を披露する予定です。

今回の公演の意気込みや見どころをお聞かせください。
上ノ空——コロナ禍で地域のイベントやお祭りが
無くなり、住民同士のつながりが希薄になるな
ど一体感を皆で味わう機会が失われてしまった
ように思います。『へんてこうじょう』は子ども
から大人まで楽しみながら参加できる舞台にな
るように工夫しました。地域の方が一体感を味
わえるような時間をお届けしたいです。見どこ
ろとしては、子どもたちからお題となる言葉を
３つ出してもらって、その言葉をもとにイーガル君が即興で作曲する
というコーナーは必見ですね。

イーガル——落語の三題噺みたいにお客さんから３つお題をもらって即

興で作曲するということをずっと個人でやっていたんです。それをは
なびさんが気に入ってくれて、この作品でも披露しています。子ども
がどんなお題を出してくれるのかは予測がつかなくて面白いんです。
全く種類の異なるお題が３つ出た方が大変だけど、楽しいですね。

丸本——僕と野崎さんで開演の少し前に子どもた
ちの心を開放させるウォーミングアップのよう
な時間もあります。登場人物の名前を覚えても
らったり、へんてこな動きをする僕を見て楽し
んでもらったり。お子様連れの方は会場に早く
いらっしゃるので、開演までに子どもたちが飽
きないようにしているんです。早く来たら早く
来たなりに楽しんでいただけるというのがこの
作品の魅力の一つかなと思います。

SaCLaをご覧の方に向けてメッセージをお願いします。
江戸川——「へんてこうじょう」という工場で働く
人たちという設定でパフォーマンスをするんで
すが、５人がそれぞれ”へんてこ”な個性あふれ
る役どころを演じています。言っていることも
やっていることも全部へんてこなんですけど、
「へんてこって楽しいし、素敵だよ」ということ
を子どもはもちろん、大人にも伝えたいですね。
「へんてこでも、自分は自分でいいんだ」と思っ
てもらいたいです。あと、子どもたちに丸とか三角の箱を見せて「こ
れ何に見える？」と聞くと大人では想像もつかないようなことを言う
んです。私たちはその声を聞き逃さずにパフォーマンスをすることを
心がけています。私たちもお客様もきっと新たな発見があるし、お互
いに刺激を与えあって公演を行いたいです。会場にお越しの際はぜひ
埼玉県の”へんてこ”を教えてください！

上ノ空——『へんてこうじょう』は乳幼児を対象とした舞台芸術の先進国
でもあるスウェーデンに行き、そこで学んだことを活かして作りまし
た。子どもたちがそれぞれ持つ個性のことを私たちは”へんてこ”と呼
んでいます。どんな子の個性も認めてあげたいし、多様性のある賑や
かで豊かな社会になったらいいなという願いがこの作品には込められ
ています。この作品を見た子どもたちには自分の個性を「周りと違う
から」と気にせずに、伸び伸びと成長していってほしいですね。

野崎——ぜひ地域の皆様に来ていただきたいですね。お子様はもちろん、
お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんなどあらゆる世代の方
に楽しんでいただける作品だと思います。地域の皆様が公演翌日に「へ
んてこうじょう見た？」と話してもらえるような公演になるように頑
張ります。この作品はこれまでに滋賀県や兵庫県、静岡県、神奈川県、
東京都など様々な場所で上演してきました。埼玉県は満を辞しての初
公演となります！ぜひ皆さんお越しください！
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今月号発売予定の公演情報です。新着公演情報
※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あることをご了承ください。

SaCLaアーツコンサート・夏
VOXRAYアカペラコンサート

８月７日日　開演 14：00
市民会館いわつき　ホール
3048–756–5151（9:00〜19:00）

大人700円　小学生以下500円（全席指定）　3歳以下膝上鑑賞無料

ヴォーカル・グループVOXRAYによる夏休みアカペラコンサートを
開催します。プロ野球やJリーグで国歌斉唱やショー出演などで活
躍するVOXRAYが子どもたちの夏休みを盛り上げます！！

5月21日（土）10：00より発売開始
※5月22日（日）9：00より窓口にて発売も可

辻井伸行×三浦文彰
ARKシンフォニエッタ

７月14日木　開演 19：00
R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホ ー ル
all　大ホール（市民会館おおみや）

3048-641-6131（9:00〜19:00）

S席8,000円　A席7,500円　B席7,000円（全席指定）※さいたま市在住・
在勤・在学の方は各席種1,000円割引き。お買い求めの際は住所等がわかる身
分証明書をご提示ください（インターネット販売は対象外）。　未就学児不可

日本が世界に誇る辻井伸行と三浦文彰、日本最高峰メンバーが集
結したスーパーオーケストラとの待望のコンサートツアーが決定！
【演奏予定曲】ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲/ベートーヴェン：
ピアノ協奏曲第４番

5月21日（土）10：00より発売開始
※5月22日（日）9：00より窓口にて発売も可

OK！

友の会料金　S席7,000円　A席6,500円　B席6,000円
先行予約日　5月18日水〜20日金各日10：00より発売開始

辻井伸行
三浦文彰
ⒸYuji Hori

チケットのお求め・お問合せは

インフォメーションセンター

【サクラ】 3048–866–4600 9時▶１７時受付 （ ）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※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。

プラザイースト
3０４８-８７５-９９３３（9:00〜21:00）

さいたま市文化センター
3048-866-3171（9:00〜19:00）

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

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

プラザウエスト
3０４８-８５８-９０８０（9:00〜21:00）

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

西部文化センター
3０４８-６２５-３８５１（９：００〜１7：０0）

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

片柳コミュニティセンター
3０４８-６８６-８６６６（９：００〜１7：０0）

美園コミュニティセンター
3０４８-764-８810（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12〜13ページをご覧く
ださい。

※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。
※先行予約期間及び発売初日は、受付順に座席を配置するため、座席指定はできません。

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

インターネットでご購入できる公演は
こちらのロゴが目印ですOK！

※発売初日の翌日から購入可

4 2022/6



さいたま市民の日 記念事業 城南海コンサートツアー
ウタアシビ２０２２ 春 さいたま市特別公演

テレビのカラオケバトルで一躍有名になった城南海のコン
サートを開催します。奄美民謡「シマ唄」をルーツに持ち、
宮本亜門演出の『狸御殿』に白木蓮役で出演したミュージカ
ルでは、カーテンコールでアカペラを披露するなど、圧倒的
な歌唱力で観客を魅了した歌声を是非ともお楽しみください。

城南海

発売中

５月29日日　開演 14：00
市民会館いわつき　ホール
3048–756–5151（9:00〜19：00）

5,000円（全席指定）　未就学児不可 友の会料金　4,000円

OK！

プレミアムシンフォニックコンサート
～花總まり・女王たちの物語 VOL.2～

８月28日日　開演 15：00
R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホ ー ル
all　大ホール（市民会館おおみや）

3048-641-6131（9:00〜19:00）

S席8,000円　A席7,500円　B席7,000円（全席指定）※さいたま市在住・在勤・在学の方は各席種1,000円割引き。
お買い求めの際は住所等がわかる身分証明書をご提示ください（インターネット販売は対象外）。　未就学児不可

5月28日（土）10：00より発売開始
※5月２９日（日）9：00より窓口にて発売も可

OK！

日本を代表するミュージカル俳優「花總まり」がこれまでに演じた世界の女王たちを歌と語りで綴るシンフォニックコンサート。
【出演】花總まり、古澤巌（ヴァイオリン）、塩谷哲（ピアノ）、田代万里生（テノール）、角田鋼亮(指揮)、東京フィルハーモニー交響楽団

友の会料金　S席7,000円　A席6,500円　B席6,000円
先行予約日　5月25日水〜27日金各日10：00より発売開始

花總まり 古澤巌 塩谷哲田代万里生

イープラスpresents
『ピアノの森』ピアノコンサート

８月14日日　開演 14：00
R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホ ー ル
all　大ホール（市民会館おおみや）

3048-641-6131（9:00〜19:00）

大人3,800円　小学生2,500円（全席指定）　未就学児不可

クラシック⾳楽をより⾝近にクラシック⾳楽の演奏会をより行きや
すく。一⾊まこと作「ピアノの森」の世界をトークとピアノの演奏で
お贈りします。※本公演は映像等の演出はございません。

ビジュアルデータ＠一⾊まこと/講談社髙木竜馬（ピアノ）

5月31日（火）10：00より発売開始
※6月1日（水）9：00より窓口にて発売も可

おすすめ公演情報
※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あることをご了承ください。

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。

東京大衆歌謡楽団
コンサート

９月24日土　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

3,500円（全席指定）　未就学児不可

昭和初期の歌謡曲を歌い続ける「東京大衆歌謡楽団」によるコン
サートです。【演奏予定曲】青い山脈　上海帰りのリル　東京ラプ
ソティ　青春サイクリング　憧れのハワイ航路　ほか

6月25日（土）10：00より発売開始
※6月26日（日）9：00より窓口にて発売も可

OK！

友の会料金　3,200円
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秋川雅史 千の風になってコンサート
～聴いてよく分かるクラシック３～

意外と知らなかった⾳楽の話！
聴いて学んで得するコンサートの第３弾。

７月９日土　開演 14：00
プラザウエスト　さくらホール
3048-858-9080（9:00〜21:00）

4,000円（全席指定）　未就学児不可

発売中

友の会料金　3,500円

OK！

プラザイースト　レコメンドコンサート
第１部～ふるさとの唄～　第２部～癒しと麗しの旅へ～

プラザイースト一押しのアーティストによるコンサートを開催します。
第１部〜ふるさとの唄〜【出演】AJIGUL（アジグル）・辻本好美（尺八）・
砂川彩乃（ピアノ）【演奏予定曲目】秩父⾳頭　刹那　他　第２部〜癒
しと麗しの旅へ〜【出演】Tsukasa（ヴァイオリン）・飯田俊明（ピアノ）
【演奏予定曲目】ロンドンデリーの歌　Endless Journey　他

発売中

７月２日土　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

1,500円（全席指定）　未就学児不可

AJIGUL

Tsukasa 飯田俊明

イルカ 50ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ コンサート
～ほのぼの行こうね！～

なごり雪等のヒット曲でお馴染みのフォークシ
ンガー・イルカによるコンサートを開催します。

６月25日土　開演 17：30
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all（市民会館おおみや）　大ホール

3048-641-6131（9:00〜19:00）

6,500円（全席指定）　未就学児不可

発売中

イルカ

能楽の音～第十一章～

能楽の『⾳』に着目した体験型鑑賞会です。テーマは鎌倉時代、曾
我物語です。【お申込み・お問合わせ】住所、氏名、電話番号、人数を下
記へ　能楽の⾳実行委員会　電話 ０８０－３１７４－４４３７　ＦＡＸ ０４８－７０８－
１８２０　メール nougakunone@yahoo.co.jp　【お申込期間】開催日まで

発売中

６月19日日　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間
3048–648–1177（9:00〜19：00）

2,000円　高校生以下無料
（全席自由）　未就学児不可 小袖曽我

恐竜パーク2022
～Erth's Dinosaur Zoo ～

かわいい赤ちゃん恐竜から大きな肉食恐竜まで
登場！家族全員で、楽しく学べるリアル恐竜ショー！

７月17日日
開演 ①13：00②16：00
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all（市民会館おおみや）　大ホール

3048-641-6131（9:00〜19:00）

3,300円（全席指定）　3歳以上有
料、2歳以下膝上観賞無料。但し、
座席が必要な場合は有料。

発売中

しまじろう英語コンサート夏公演2022
～FUN AT THE SUMMER FESTIVAL！～

しまじろうやMimi、外国人のキャストたちと一緒に、
生の英語で遊べる客席参加型コンサートです。

８月13日土
①12：45②15：15③17：45
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all　大ホール（市民会館おおみや）

3048-641-6131（9:00〜19:00）

3,480円（全席指定）　3歳以上有料。3歳
未満は保護者1名につきお子さま1名まで
膝上鑑賞無料（席が必要な場合は有料）

発売中

プレミアクラシックVol.14
情熱のタンゴ～ダンス＆コンサート～

昨年ご好評いただきました、タンゴの生演奏とダンスのコラボ
レーション。今回は２組のダンサー競演でさらに華やかな迫力あ
るステージをお贈りします！　【出演】演奏：トリアングロ　ダンス：
ダヴィッド＆ベレン、クリスティアン&ナオ　【演奏予定曲】ラ・ク
ンパルシータ　パリのカナロ　碧空　ジェラシー　他

６月５日日　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

3,500円（全席指定）　未就学児不可

OK！

友の会料金　3,000円

ダヴィッド&ベレン

クリスティアン&ナオ

第６回岩槻映画祭

岩槻映画祭実行委員会との協働により、さいたま市の映画・映像文化
の祭典を目指す市民映画祭を開催します。未来の映画界を担う若手映
画監督の作品上映や、監督・出演者の舞台挨拶など見どころ満載です。

発売中

６月４日土・５日日
開演 10：30
市民会館いわつき　ホール
3048–756–5151（9:00〜19：00）

2日間共通券1,000円（全席自由）
どなたでも

発売中 残席わずか

OK！

チケットは市民会館
いわつきのみで販売
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Stage report

　ミモザの花咲く春日和、『市民会館おおみや閉館事業 ありが
とうコンサート』が開催された。
　紅梅色、桜色、若葉色の着物姿と袴姿の、和楽器カルテッ
ト「サイタマティック」の4人による琴と三味線尺八の演奏が小
ホールで始まった。琴の音色は、柳が春風に揺れるように美し
い。
　52年も経つこの会館に、私の小さな娘達を連れて明るく輝
く舞台を見に来たものだ。末娘の足をぶらぶらさせ、ときど
き前の椅子に当たってしまう音に、気を遣いながら様々なコ
ンサートを楽しんだ。ついこの前のように思い出はやってく
る、そんな私に尺八の音色は「昔に忘れ物は有りませんよ、大
丈夫！」と教えてくれているように響く。
　サイタマティックの4人は、皆、埼玉生まれとあって、北区
の盆栽や浦和区のうなぎ、岩槻区の人形の町を和楽器で、聴か
せてくれる。なかでも、さいたま市の花『サクラソウの唄』は、
田島のさくら草の幸せそうなピンク色を感じる。
　公演の１部が終了した休憩中に、お客様へインタビューを

した。本日は男性のお客様が多い。浦和からいらした男性は普段は「ありがとう」はあまり言わないとのこと。でも多
分、今日は心の中で「ありがとう、アリガトウ」と言って最後の公演を鑑賞していることだろう。「最後だし、聴きに来
た。このホールでの三味線の音はたまらないね」とお話されていた。
　2部の大宮区を象徴するような曲『鉄道のまち』は車掌のアナ
ウンス風のセリフから始まり、三味線が電車のガタゴトとする
音色を奏でる。着物の袂を帯に挟んで短めにして琴を奏でる姿
は、まるで天女のようだ。
　何処にも行けない数年だったが、今日は切符の要らない各駅
停車でのんびりと旅へと出掛けたようだった。最後はいきもの
がかりの『ありがとう』で市民会館おおみやへ「長い間ありがと
う」と伝える。誰も忘れものはありません、明日を楽しく生き
るために、「さようなら、そして、こんにちは」
　4月1日からは「R

レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホール
all」として、新しい歴史が始まる。

SaCLaサポーターズ
佐々木るい子（参加歴9年目）

市民会館おおみや閉館事業
『ありがとうコンサート』
　3月13日（日）、市民会館おおみや52年の歴史と長年ご
愛顧いただきました市民の皆さまへ感謝の気持ちを込めて、
和楽器カルテット「サイタマティック」によるコンサート
が開催されました。
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　暮らしと社会
ヘルシー料理で健康維持！野菜たっぷり料理講座 日程 6月30日木・7月7日木・14日木 10:00～12:00（全3回）

会場 馬宮コミュニティセンター 西　区夏野菜を使った簡単ヘルシー料理講座を開催します
費用  4,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  8人　　申込み  往復はがき・締切 6/16㈭
問合せ・送付先  〒331-0061 さいたま市西区西遊馬533-1 馬宮コミュニティセンター　☎ 048-625-8821

教室・講座情報
■申込み方法 •来館での申込み    　　：先着順に受付し、受付開始時に定員を超えた場合はその場で抽選します。

•電話での申込み    　　：先着順に受付します。（定員になり次第締切）
•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。

往復はがきの往信裏に、
・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。）
・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。）
・年齢（学年も必ず記入してください。）
・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。

共
通
事
項

※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。

【記入例】
往信表 返信表返信裏 往信裏

〒○○○-○○○○

こちらには、

何も記入しない

でください

・教室又は講座名
・住所
・氏名（ふりがな）
・年齢
・電話番号
・その他

送
付
先
の
住
所

「
○
教
室
」係

講
座

住
　所

氏
　名

〒○○○-○○○○

　文化・芸術・趣味
活動サークルボランティア講座 日程 6月20日月 10:00～12:00（全1回）

会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区サークルの体験会、ビーズでメガネ（マスク）チェーンを作ります
費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  5人　　申込み  電話又はさいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 6/10㈮
問合せ・受付  〒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　☎ 048-644-3360

写経体験会 日程 6月26日日 14:00～16:00（全1回）
会場 光秀寺 岩槻区写経と納経を体験する講座を開催します

費用  800円　　対象  市内在住・在勤・在学の中学生以上の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 5/31㈫　　その他  ※会場に現地集合解散
問合せ・送付先  〒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　☎ 048-764-8810

趣味の講座～初夏リース～ 日程 7月7日木 9:00～12:00（全1回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区初夏リースを作る講座を開催します

費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  12人　　申込み  電話又はさいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 6/15㈬
問合せ・受付  〒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　☎ 048-686-8666

フューネラルフラワーアレンジメント講座 日程 7月9日土 10:00～12:00（全1回）
会場 コミュニティセンターいわつき 岩槻区暑い夏に向けて、プリザーブドフラワーでお供え花を作ります

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  20人　　申込み  電話・6/18㈯ 10:00～
問合せ・受付  〒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　☎ 048-758-1980

ベーゼンドルファークラブinSummer 日程 7月23日土 9:00～21:00（全1回）
会場 プラザイースト 緑　区世界3大ピアノと称される「ベーゼンドルファー」をホールにて演奏いただけます

費用  3,500円　　対象  小学生以上のピアノ経験者　　定員  12人　　申込み  電話・6/24㈮ 10:00～6/30㈭ 21:00　　その他  当選者には7月10日㈰までに電話等で通知
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　☎ 048-875-9933

電動ろくろ講座Ⅰ 日程 8月3日水・10日水・24日水 10:00～12:00（全3回）
会場 大宮工房館 大宮区中級者向けの電動ろくろを使って、陶芸を楽しむ講座をします

費用  1,600円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  8人　　申込み  電話又はさいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 7/20㈬ 
問合せ・受付  〒330-0804 さいたま市大宮区堀の内町1-577-3 大宮工房館　☎ 048-645-3838
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簡単おうちごはん②～洋食編～ 日程 7月16日土 10:00～12:30（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区簡単に作れる料理講座を開催します

費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈬
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

　スポーツ・健康づくり
ボクピング講座 日程 6月25日土・7月2日土・9日土 10:00～11:00（全3回）

会場 南浦和コミュニティセンター 南　区ボクシングと卓球を融合させたスポーツ「ボクピング」の講座です
費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  20人　　申込み  来館又は電話・6/7㈫～（9:00～17:00）
問合せ・送付先  〒336-0016 さいたま市南区大谷場2-6-25 南浦和コミュニティセンター　☎ 048-886-5856

　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 日程 6月16日木 11:00～11:30（全1回）

会場 美園コミュニティセンター 緑　区美園図書館との共催で絵本の読み聞かせや手あそびなどを行います
費用  無料　　対象  2～3歳児とその保護者　　定員  7組
申込み  電話・6/9㈭9:00～ ※月曜日〈祝・休日の場合、翌々日の水曜日〉を除く、平日（9:00～20:00）、土・日・祝・休日（9:00～18:00）　　その他  マスク着用必須
問合せ・受付  〒336-0967 さいたま市緑区美園4-19-1 美園図書館　☎ 048-764-9610

キッズ学びの広場 似合う色を知って魅力を発見！親子カラー診断体験講座 日程 7月23日土 10:00～11:00（全1回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区親子（未就学児対象）で似合う色を知り自分の魅力を再発見します

費用  800円　　対象  市内在住の未就学児とその保護者　　定員  6組12人　　申込み  往復はがき・締切 6/24㈮　
問合せ・送付先 〒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　☎ 048-834-0570

子ども陶芸教室 日程 7月23日土 ①9:45～10:30 ②11:00～11:45
　　　7月24日日 ③9:45～10:30 ④11:00～11:45（各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区小学生を対象に、陶芸作品をひとつ作成します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の①③小学1～3年生②④小学4～6年生　　定員  各20人
申込み  往復はがき・締切 7/1㈮　　その他  学年・参加希望時間（①・②・③・④）を明記
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　☎ 048-875-9933

親子講座　切り絵に挑戦しよう 日程 7月24日日 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学1～3年生の親子を対象にした切り絵の講座を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の小学1～3年生とその保護者　　定員  6組12人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈬ 
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

子ども華道体験教室 日程 7月24日日 ①10:00～11:30 ②13:30～15:00（各全1回）
会場 恭慶館 浦和区小学生を対象とした華道体験教室を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  各10人　　申込み   往復はがき・締切 6/24㈮　　その他  参加希望時間（①・②）を明記
問合せ・送付先  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-262-1 氷川の杜文化館　☎ 048-835-7450

キッズチャレンジ!!子ども陶芸講座 日程 7月24日日・8月7日日 10:00～12:00（全2回）
会場 七里コミュニティセンター 見沼区夏休み陶芸を作りましょう

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  18人　　申込み  往復はがき・締切 7/11㈪ 
問合せ・送付先  〒337-0014 さいたま市見沼区大谷1210 七里コミュニティセンター　☎ 048-687-3688

素焼き皿に好きな絵を描こう！ 日程 7月27日水 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学1～3年生を対象にした陶芸教室を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学1～3年生　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈬ 
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

新型コロナウイルスの影響により、中止や延期をする場合があります。詳しくは、事業団ホームページ（https://www.saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。
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　子ども・子育て・親子の時間
子ども茶道体験教室 日程 7月27日水・28日木・29日金・30日土 10:00～12:00（全4回）

会場 恭慶館 浦和区小学生を対象とした茶道体験教室を開催します
費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 6/24㈮
問合せ・送付先  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-262-1 氷川の杜文化館　☎ 048-835-7450

夏の子どもわくわくスクール！子ども将棋講座 日程 7月27日水・28日木・29日金 10:00～12:00（全3回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区小学生を対象に将棋講座を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  30人　　申込み  往復はがき・締切 6/24㈮
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　☎ 048-758-6500

陶芸粘土でオリジナルシーサーを作ろう！ 日程 7月28日木 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学4～6年生を対象にした陶芸教室を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の小学4～6年生　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈬ 
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

夏の子どもわくわくスクール！はじめての親子でフラダンス 日程 7月29日金・8月5日金・19日金 10:00～11:30（全3回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区夏休みに親子でチャレンジできるフラダンス教室を開催します

費用  1組2,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  7組14人　　申込み  往復はがき・締切 6/27㈪
問合せ・送付先  〒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　☎ 048-764-8810

親子で木製フォトフレームを作ろう！ 日程 7月30日土 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学1～3年生の親子を対象にした木工教室を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学1～3年生とその保護者　　定員  6組12人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈬ 
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

親子で木製フラワースタンドを作ろう！ 日程 7月30日土 13:30～16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区小学4～6年生の親子を対象にした木工教室を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の小学4～6年生とその保護者　　定員  6組12人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈬ 
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

子どもタイルアート教室 日程 7月30日土 ①10:00～12:00 ②13:30～15:30
　　　7月31日日 ③10:00～12:00 ④13:30～15:30（各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区

①・③コースター作り、②・④植木鉢にタイルを貼ってオリジナ
ル作品を作ります
費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の①③3歳～2年生（保護者同伴）②④小学3～6年生　　定員  各20人
申込み  往復はがき・締切 7/8㈮　　その他  学年・参加希望時間（①・②・③・④）を明記
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　☎ 048-875-9933

キッズチャレンジ!!親子料理講座 日程 7月31日日 10:00～13:00（全1回）
会場 七里コミュニティセンター 見沼区地元の農家『オーガニック・ハーベスト丸山』の野菜を使いカレーとナンを作ります

費用  1,500円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  5組10人　　申込み  往復はがき・締切 7/11㈪ 
問合せ・送付先  〒337-0014 さいたま市見沼区大谷1210 七里コミュニティセンター　☎ 048-687-3688

キッズチャレンジ‼押し花貯金箱作り 日程 8月1日月 10:00～12:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区押花を使って貯金箱をつくる講座です

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  20人　　申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 7/18㈪
問合せ・受付  〒330-0804 さいたま市大宮区堀の内町1-577-3 大宮工房館　☎ 048-645-3838

キッズチャレンジ!!子ども絵画講座 日程 8月6日土 10:00～12:00（全1回）
会場 七里コミュニティセンター 見沼区夏休み子ども絵画講座

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 7/22㈮
問合せ・送付先  〒337-0014 さいたま市見沼区大谷1210 七里コミュニティセンター　☎ 048-687-3688
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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。

　技能・資格・教養
IT講座②～EXCEL基礎＆関数活用講座～ 日程 7月21日木・28日木 13:00～16:00（全2回）

会場 プラザウエスト 桜　区EXCELを普段から活用している方向けの関数について学ぶパソコン講座を開催します
費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学のEXCELを普段から活用している方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 6/15㈬
問合せ・送付先  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎ 048-858-9080

新型コロナウイルスの影響により、中止や延期をする場合があります。詳しくは、事業団ホームページ（https://www.saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。
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エ ッ セ イ

Essay

「違い」を楽しめる大人に
～子育て編～

　岩槻にある老舗割烹「ほてい家」でジャズライブを開催しまし
た。ひな壇や吊るし雛等ひな祭りの装飾で囲まれた大広間で、
プロの琴奏者 大平光美さん、アコーディオン奏者　Miyackさ
んとのジャズライブでした。江戸時代創業の割烹を会場として
和楽器を代表する琴、そしてヨーロッパの香りがするアコー
ディオン、それに岩槻Jazzのメンバーが担当するフルート、
ピアノ、ベース、ドラムが入ったらどのような音楽になるので
しょうか。普通に考えればミスマッチですね。
　学校というところは、このライブのように異質な子供たちが
集まって学ぶ場です。一人一人の育ってきた環境、性格や考え
方も全く違う子供達はそのような中で葛藤したり、新たな発見
をしたりして生活しています。小学校３、4年生ぐらいになると行動範囲が広くなり、徒党を組んで活動し始めます。そ
うなるとそれぞれの違いが鮮明になり、ぶつかり合いが頻繁に起こるようになります。その時にどう対応するかがこれか
ら先の人生にかなりの影響を与えるのではないかと思っています。
　ダイバーシティーという言葉をよく聞くようになりました。これは人種だけでなく、性別、個人の考え方などによる違
いはマイナスではないということを示す言葉でしょう。違いがある人とコミュニケーションをとることによって知識は増
え、考え方も広がります。私は以前、小学校の担任をしていましたが、学級内では必ず「違い」に起因する課題が出てきま
す。その度に子供たちは何とか解決策を生み出そうと真剣に考えます。そして出されるのが双方の言い分を取り入れた折
衷案や新しい案なのです。「違い」は新しい考えや方法を生み出すことができる大切な要素なのです。
　ほてい家では和と欧、新生アメリカの生んだジャズという異質なものが合わさり新しい音楽が奏でられました。大広間
は老舗料亭とも、ホテルとも、ライブハウスとも違う不思議な空間となりました。そして、その会場は笑顔に包まれたの
です。

琴ジャズ2022（撮影 岩上拓郎）

「琴ジャズ」の
動画が視聴
できます。

■執筆者プロフィール
共栄大学教育学部客員教授　岩槻Jazz代表
今村 信哉（いまむら しんや）
さいたま市の小学校で教職につき、日本人学校にも勤務する。教育委員会指導主事を経て、幼稚園長、小学
校長、教育委員会管理職、文部科学省の学習指導要領編集協力員、「私たちの道徳」編集委員などを歴任。退
職後は共栄大学で教員を目指す学生の指導にあたると共に市内小学校で教員研修の指導や保護者向け子育て
講座の講師等を務める。また、「岩槻Jazz」を立ち上げ、音楽を通してまちづくりに参画している。
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3・6０４８‒８５２‒０１２１
上峰コミュニティホール

〒338‒0014　さいたま市中央区上峰2‒3‒5

案内図14 馬宮コミュニティセンター
3０４８‒６２５‒８８２１　6０４８‒６２５‒８８２２
〒331‒0061　さいたま市西区西遊馬533‒1

案内図15

3０４８‒６４４‒３３６０　6０４８‒６４４‒３３６１
高鼻コミュニティセンター

〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒292‒1

案内図❼
3０４８‒６６７‒５６０４　6０４８‒６５４‒５５９４
東大宮コミュニティセンター

〒337‒0051　さいたま市見沼区東大宮4‒31‒1

案内図 6

3０４８‒６４５‒３８３８　6０４８‒６４５‒３８８１
大宮工房館

〒330‒0804　さいたま市大宮区堀の内町1‒577‒3

案内図❾
3０４８‒６２５‒３８５１　6０４８‒６２５‒２８８１
西部文化センター

〒331‒0052　さいたま市西区三橋6‒642‒4

案内図 8

3０４８‒７５８‒１９８０　6０４８‒７５８‒１９８５
コミュニティセンターいわつき

〒339‒0057　さいたま市岩槻区本町1‒10‒7

案内図20
3０４８‒７５８‒６５００　6０４８‒７５８‒６５２１
岩槻駅東口コミュニティセンター

〒339‒0057　さいたま市岩槻区本町3‒1‒1

案内図21

3・6０４８‒８８６‒５８５６
南浦和コミュニティセンター

〒336‒0016　さいたま市南区大谷場2‒6‒25

案内図19
3０４８‒８８７‒６５６５　6０４８‒８８７‒７０９０
浦和コミュニティセンター
〒330‒0055　さいたま市浦和区東高砂町11‒1
コムナーレ10F

案内図18

3０４８‒８３４‒０５７０　6０４８‒８３４‒０５８０
下落合コミュニティセンター
〒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

案内図16
3０４８‒６８6‒８６６６　6０４８‒６８６‒２９９９
片柳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

案内図 17

3０４８‒８５８‒９０８０　6０４８‒８５８‒９０２０
プラザウエスト

〒338‒0835　さいたま市桜区道場4‒3‒1
6月の休館日…13日・27日

案内図 5

3０４８‒８７５‒９９３３　6０４８‒８７５‒９９６０
プラザイースト

〒336‒0932　さいたま市緑区中尾1440‒8
6月の休館日…13日・27日

案内図 4
3０４８‒７５６‒５１５１　6０４８‒７５６‒５１５２
さいたま市民会館いわつき

〒339‒0052　さいたま市岩槻区太田3‒1‒1
6月の休館日…6日・13日・20日・27日

案内図 3

3０４８‒６４１‒６１３１　6０４８‒６４１‒６１３３
（さいたま市民会館おおみや）
Ｒ
レ イ ボ ッ ク
ａｉＢｏＣＨ

ホ ー ル
ａｌｌ

〒330-0846　さいたま市大宮区大門町2-118
大宮門街４～８F

案内図 2
3０４８‒８６６‒３１７１　6０４８‒８３７‒２５７２
さいたま市文化センター

〒336-0024　さいたま市南区根岸1-7-1
6月の休館日…6日・13日・20日・27日

案内図 1

3０４８‒６８７‒３６８８　6０４８‒６８７‒３７０５
七里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

案内図10
3０４８‒６５３‒８５５８　6０４８‒６５３‒８５４１
宮原コミュニティセンター

〒331‒0811　さいたま市北区吉野町2‒195‒1

案内図 11

3・6０４８‒８５４‒８５８４
西与野コミュニティホール

〒338‒0005　さいたま市中央区桜丘2‒6‒28

案内図13
3０４８‒８５３‒７２３２　6０４８‒８５７‒１０９６
与野本町コミュニティセンター

〒338‒0003　さいたま市中央区本町東3‒5‒43

案内図12
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3０４８‒６４８‒１１７７　6０４８‒６４８‒１３１１
氷川の杜文化館

〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒262‒1
6月の休館日…20日

案内図26
3０４８‒８３５‒７４５０　6０４８‒８３５‒７４５３
恭慶館

〒330‒0061　さいたま市浦和区常盤9‒30‒5
6月の休館日…6日・13日・20日・27日

案内図27

3０４８‒664‒1636
盆栽四季の家

〒331-0805　さいたま市北区盆栽町267-1

案内図28

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
（
市
民
活
動
支
援
施
設
を
含
む
）

★はチケット取扱い施設
（取扱時間はP4をご覧ください）

さいたま市内
施設案内図
西　区：　　　　北　区：
大宮区：　　　　見沼区：
中央区：　　　　桜　区：
浦和区：　　　　南　区：
緑　区：　　　　岩槻区：

3０４８‒813‒6400　6０48‒887‒0161
さいたま市市民活動サポートセンター
〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町11-1
コムナーレ9F

案内図25
3０４８‒764‒8810　6０48‒764‒9310
美園コミュニティセンター

〒336-0967　さいたま市緑区美園4-19-1

案内図 24

3・6０４８‒６６４‒４０７８
日進公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

案内図22 ふれあいプラザいわつき
老人憩いの家（シニア憩いの家）ふれあいプラザ
3０４８‒７５６‒６０００　6０４８‒７５６‒６０３６
〒339‒0005　さいたま市岩槻区東岩槻6‒6

案内図23

※施設の中規模修繕のため休館していましたが、4月
７日（木）より施設利用を再開します。
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ホール

イベントカレンダー 6月新型コロナウイルスの影響により、中止や延期をする場合があります。
詳しくは、事業団ホームページ（https://www.saitama-culture.jp/）
又は各主催者・施設等へ。

※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 令和4年/5/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

4土 しまじろうコンサート さいたま市文化センター
大ホール

①11:00
②14:00
③17:00

会館特別価格
3,480円
（全席指定）

しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

5日

しまじろうコンサート さいたま市文化センター
大ホール

①11:00
②14:00
③17:00

会館特別価格
3,480円
（全席指定）

しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

ギターアンサンブル　みゅ～ず プラザイースト
映像シアター 13:30 入場無料 担当  栗田洋一

090-7732-9770

情熱のタンゴ～ダンス＆コンサート～ プラザイースト
ホール 14:00 3,500円

（全席指定）
プラザイースト
048-875-9933

18土 民謡民舞 プラザイースト
多目的ルーム 9:30 入場無料 担当  山口勉

048-882-4222

25土 イルカ 50th Anniversary コンサート
～ほのぼの行こうね！～

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

17:30 6,500円
（全席指定）

KMミュージック
045-201-9999
（月・水・金11:00～13:00）

26日 つながるカフェドーナツ
不登校や引きこもりの方のご家族の会

プラザイースト
第2セミナールーム 11:00 無料 担当  福山真理

070-3275-5896
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申込み・お問合せ さいたま市市民活動サポートセンター
Ｈhttp://www.saitamacity-support.jp/
〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町１１－1 コムナーレ９F
TEL：048-813-6400　FAX：048-887-0161

さ ット 談ポ 相 市民活動のための無料相談を行っています

会計相談 公認会計士などによる市民活動団体の会計についての無料相談を行います
開催日時 6月17日㈮　各回1時間程度　①13:00～　②14:15～　③15:30～　対象・定員  市民活動団体・各1団体
申込期間  6月3日㈮～10日㈮　申込方法  来館・電話・FAX　郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、希望時間（①・②・③）、相
談内容をご連絡ください。【申込書】さいたま市市民活動サポートセンターにて配布、さポットホームページからダウンロード

法律相談 弁護士による市民活動についての無料相談を行います
開催日時 6月2日㈭・9日㈭・16日㈭・23日㈭・30日㈭　①15:00～　②16:00～　③17:00～　④18:00～
対象・定員  市民活動団体・各1団体　申込方法  当日、来館にて受付（先着順）

七夕飾りde活動紹介パネル展の参加団体募集
市民活動を広く社会にＰＲするためにパネル展に参加する団体を募集します。
開催日時 6月19日㈰~7月9日㈯　【準備】6月18日　【片付】7月10日　
対象・定員 市民活動団体・10団体　費用  無料　申込期間  5月17日㈫～6月17日㈮
申込方法  申込書にご記入の上、来館・FAX・e-mailで、ご連絡ください。
　　　  【申込書】さいたま市市民活動サポートセンターにて配布、さポットホーム
　　　　ページからダウンロード

152022/6

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

６月３金
▼

６月５日
月桃忌
-近田洋一の世界

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:30▶19:00
5日は20:00まで 入場自由・無料

宮北会
担当  江藤
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）

６月６月
▼

６月12日
馬宮水彩画の会
第９回水彩画展

氷川の杜文化館
展示場

10:00▶17:00
6日は13:00から
12日は15:00まで

入場自由・無料
馬宮水彩画の会
担当 清水
048-624-0390

６月10金
▼

６月12日
戦後77年アジアとともにパネル展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶18:00
10日は12:00から
12日は17:00まで

入場自由・無料
埼玉県平和資料館を考える会
担当  小川
090-7422-2002

６月13月
▼

６月19日
第14回ウオック絵画展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
13日は13:00から
19日は12:00まで

入場自由・無料
WOC（ウオック）絵画サークル
担当  牧田
090-1208-1065

６月15水
▼

６月19日
ヴィオレ・C展（油彩・水彩）

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶20:00
19日は15:00まで 入場自由・無料

アートスタジオ・U
担当  西村
090-4429-9179

６月22水
▼

６月26日
こまゆの会　桜　着物リメイク展示会 プラザウエスト

ギャラリー
10:00▶16:00
22日は13:00から 入場自由・無料

こまゆの会　桜
担当  鬼山
090-4539-5775

６月23木
▼

６月25土
第36回清流会書展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00

25日は15:00まで 入場自由・無料
清流書道会
担当  細田
048-624-6844

６月23木
▼

６月26日
木彫「野鳥とのふれ会い」作品展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶16:30
23日は10:30から
26日は15:00まで

入場自由・無料
浦和バードカービングクラブ
担当  和仁
080-4790-6397

※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。展示

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information



チ ャ レ ン ジ

Challenge

地元劇団による演劇ワ－クショップ～あすのスターは君だ！～

美園コミュニティセンターまつり「発表の部」

小学生を対象とした地元劇団による演劇ワ－クショップを開催します。最終日には発表会もあります。

日頃、美園コミュニティセンターで活動する団体の成果発表会の参加者を募集します。

募

募

集

集

参

参

加

加

者

者

 8月28日㈰　開演10:30
 宮原コミュニティセンター　多目的ホール
 7月24日㈰・30日㈯・31日㈰、8月6日㈯・7日㈰・11日（木・祝）・
 20日㈯・21日㈰・27日㈯　各日9:00~12:00 （全9回）
 宮原コミュニティセンター　多目的ホールまたはレクリエーションルーム
対象・定員  小学生・20人
参加費  5,000円
その他  講師：ＮＰＯ法人劇団サードクォーター

 9月18日㈰・19日㈪　各日10:00開演予定
　 美園コミュニティセンター　多目的ホール
対象・定員  美園コミュニティセンター利用団体の方・各日10団体
参加費  無料

 応募多数の場合は、抽選または調整にて決定します。
 パフォーマンス時間は、出入りを含め30分程度、発表

の順番は事務局にて決定します。

応募方法  5月21日㈯から、申込書・参加費を添えて直接、
宮原コミュニティセンター窓口へお申込みくだ
さい。

申込み先  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1階事務室
締切日  7月17日㈰　先着順・定員になり次第締切
お問合せ  宮原コミュニティセンター
 048-653-8558

応募方法 　6月15日㈬から、当館で配布・事業団ホームページに掲載の参加申
込書（1団体1通）に団体名、発表内容、参加人数、代表者の氏名（ふ
りがな）、電話番号等を記入の上、美園コミュニティセンター受付
窓口または下記へご応募ください。

申込み先 　〒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まつり』参加団体募集」
 ※FAX申込み可　FAX　048-764-9310
締切日 　7月31日㈰必着
お問合せ 　美園コミュニティセンター　048-764-8810

開催日時・
会場

開催日時・
会場

練習日時・
会場

その他

編集・発行
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　https://www.saitama-culture.jp/

さいたま市文化振興事業団 検索
⬆

プレゼント当選発表 情報誌SaCLa3月号の「新日本フィルハーモニー交響楽団オリジナルグッズ」プレゼントの当選者は秋
山稔様、神田由希子様、中村純子様に決定いたしました。たくさんのご応募ありがとうございました。

今月号の表紙を飾る「0歳から楽しめるファミリー
シアター『へんてこうじょう』」（9月10日(土)11時
～/14時～・会場：プラザウエスト）に出演される野
崎夏世さん、上ノ空はなびさん、丸本すぱじろうさ
ん、江戸川じゅん兵さん、イーガルさんのサイン色
紙とオリジナルグッズのセットを抽選で３名様にプ
レゼントします。

読者プレゼント
応
募
方
法

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⑤6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「へんてこうじょうサイン色紙」プレゼ
ント係までご応募ください【締切:6月15日（金）必着】。
当選者の発表は、SaCLa9月号にて発表いたします。

16 2022/6
LINEで
友だちになろう！


