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Artist Interview
怪談家　稲川淳二
MYSTERY NIGHT TOUR 2022
稲川淳二の怪談ナイト
～稲川怪談30年連続公演～  より



今月のArtist Interviewは9月11日（日）RaiBoc Hall（市民会館おおみや）大ホールで開催される「MYSTERY NIGHT 
TOUR 2022 稲川淳二の怪談ナイト～稲川怪談30年連続公演～」にご出演いただく、稲川淳二さんです。30年にわたっ
て怪談ツアーを行ってきた稲川さんの口から語られたのは、ファンへの深い感謝と怪談家としての今後を見据えた真っ直
ぐな思いでした。

Artist
Interview

怪談家

稲川淳二
J Y U N J I  I N A G A W A

1947年8月21日 東京都渋谷区恵比寿生まれ。
桑沢デザイン研究所を経て工業デザイナーとして活動し、
過去には専門学校や短期大学において立体構造の講師として教鞭をとる。
1996年には、個人でデザインを手がけた「車どめ」が、当時の通商産業省選定のグッドデザイン賞を受賞。
元祖リアクション芸人として、そして怖い話を得意とする人気タレントとして茶の間を賑わせていた
45歳の年に怪談ライブを始め、その反響の大きさに感銘を受けた稲川は残りの人生を“怪談家”として
没頭することを決意する。
自身の怪談を愛してくれる多くのファンの方々に失礼の無いようにと、片手間にではなく怪談を探求す
ることを第一に考え、タレントとして多忙を極めた絶頂期、55歳の時に周囲の反対を押し切り、あら
ゆるレギュラー番組やドラマ出演から降板した。
2012年、"MYSTERY NIGHT TOUR 稲川淳二の怪談ナイト"の20年連続公演の偉業が認められ、八月
十三日が「怪談の日」として制定された。（日本記念日協会）
また、昨今は怪談家としての活動のみならず、障害者の子供を持つ親の見地からバリアフリーや人権が
テーマの講演会にも精力的に参加をしている。
2021年にはパラアーティストの活躍の場を拡げる団体に助力し、『稲川芸術祭』と称する絵画作品コン
テストを開催した。
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30年間を振り返って
　昔、オールナイトニッポンにひょんなことから出るようになっ
て。ある日、プロデューサーが「夏休み中の中学生や高校生を楽
しませるために怪談やらない？」って言ったんですよ。それまで
仲間内で怖い話を聞かせてたんだけど、実際にラジオでやってみ
たらすごく反響があったんです。まさかその時は怪談を生業にす
るなんて思ってもみなかったんですけど。それから様々な場所で
怪談を披露していたんですが、45歳の時に「怪談のツアーをやり
ませんか」と声をかけていただきました。その時は自分の怪談を
認めてもらえたような気がして本当に嬉しかったですねぇ。
　それからツアーを10年くらい続けていたらファンレターをい
ただくことも増えました。昔テレビタレントとして休む間もなく
働いていた頃はファンレターなんてもらったことなかったのに、
怪談を始めたら色んな方がお手紙をくださって。その時に怪談っ
て単に怖がらせるだけじゃないんだなって感動した記憶がありま
す。公演を重ねるうちに、怖いだけではなく、悲しくて切ない「優
しい怪談」も話すようになったんですよ。それから次第にマスコ
ミの方が私の話を「稲川怪談」という言葉で取り上げてくれるよう
になりました。私のことを話し方が特徴的だって言ってくれる人
もいるし、表現の仕方が独特だって言う人もいるけど、私はこの
「優しい怪談」こそが自信を持って自分の特徴だと言えますね。そ
れもこの怪談ツアーを始めたからこそできたことなんですよ。お
よそ２時間の公演を行うとなると、ただ怖いだけではなく色々な
話を織り交ぜることで流れを作ろうとしますよね。そうやって試
行錯誤する中で「優しい怪談」が生まれたので、そういう意味では
ファンの方とともに怪談を作り上げてきた、更に言えばファンの
方が私を育ててくれたと思っています。

怪談ツアーを始めたことによる変化
　私は55歳の時にタレント業を辞めたんです。当時は怪談のツ
アーをしながらテレビに出たり色々な仕事をやっていたから楽し
かったんですけど、このまま続けていても自分自身に進歩はない
だろうなと思ったんですよね。それなら怪談に集中して本気でや
ろうと思って。ずっと支えてくださったファンやスタッフの皆さ
んにも失礼がないようにケジメをつけようと思って20年前にタ
レント業は辞めました。今になっても全く後悔してないし、そう
して良かったなと思ってます。あの時、もしもタレント業を辞
めずに怪談も並行してやっていたら30年は続かなかっただろう
なぁ。自分自身で怪談を開拓しようなんて気持ちは湧かなかった
と思います。怪談というものと改めて向き合ってみたら、まだま
だ知りたいことが沢山あって、より夢中になれたんですよね。
　私はこの怪談ツアーを始めてから人に感謝する人間になりまし
たね。ファンの方々からまさに自分の人生をもらったと感じてい
ます。私も人間ですから、たまには辛いことや悲しいことがあり
ますよ。そんな時にね、縁もゆかりもない人から手紙が来るとそ
れだけでもジーンとくるんです。私はその人に会ったこともない
のに、私のことを思いながらこうやって手紙を書いてくれる人が
いるんだなと思ったらね、そりゃ嬉しいじゃないですか。私は何
も持っていない人間だけど、こういうことがあると恵まれている
なと感じます。人生っていつかどこかで帳尻が合うんですよね。
嬉しいことがあれば結構辛いことや悲しいこともあるし、すごく
苦労した後にはそれなりに報われることがある。沢山お金を儲け

た人が満足しているとは限ら
ないし、逆に苦労はしたかも
しれないけど「あの人は素敵
だったね」っていつまでも語
り継がれる人だっているわけ
だし、どこかでちゃんと帳尻
が合うんですよ。

30年が経った今、思うこと
　私が70歳を過ぎてから思
うのは、やっぱり今この時が
一番大事なんですよね。60
歳くらいまでは昔のことを思
い出してはあの頃は良かったなって、そんなことばかり考えてま
した。でも、今は前だけを向いていますね。良い怪談を残したい
という欲すらあります。いつか私がいなくなっても、私の怪談が
皆さんの心の中に残っていてくれたら嬉しいですからね。
　それで思い出したんだけど、ある時に小学校3年生の男の子が
手紙をくれたんですよ。その手紙には「僕のお父さんが稲川さん
の大ファンで、ライブにもよく行っています。僕も大きくなった
らライブに行きたいです。これはお父さんから聞いた、とても
怖い話なんですが良かったら稲川さんのライブで使ってくださ
い」って書いてあったんですよ。でも、そこに書いてあった話っ
て私がライブで披露した怪談なんですよね（笑）
　ただ、すごく嬉しかったのは手紙に書いてあった話と私が話し
た内容が全く同じだったんですよ。ということは、お父さんはしっ
かり私の話を聞いてくれて、間違いなく息子さんに伝えてるんで
すよね。そしてまだ幼い小学校3年生の彼はその話をしっかり覚
えてるんですよ。こうやって私の怪談を語り継いでくれてるんで
すから、一つでも多く、良い怪談をお届けできるように私も人生
を捧げたいなと思っています。

読者の皆さんに向けて
　怪談を聞くと怖さを味わえるだけではなくて、日本古来の風情
とか懐かしい雰囲気も感じることができるんですよね。そんな時
間を皆さんと共有するのが楽しみです。ぜひ会場にお越しくださ
い。

16ページにプレゼントのお知らせがあります!
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MYSTERY NIGHT TOUR 2022 稲川淳二の怪談ナイト
〜稲川怪談30年連続公演〜

今年もあいつがやって来る。稲川淳二が語
る「本当にあった怖い話」の数々。

９月11日日　怪宴 17：00
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）

前売5,800円　当日6,000円（全席指定）　未就学児不可

発売中

稲川淳二



親子のためのクラシックコンサート
音楽の絵本 フェアリーテール

10月16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2,000円　小学生以下無料（全席指定）

市民会館いわつきが毎年恒例で開催している「音楽の絵本」。今年
のプログラムは管弦楽四重奏とピアノの可愛いドレスの弦うさぎた
ちが5名で登場するフェアリーテール（おとぎ話）公演です。

※小学生以下の方も座席予約が必要です。

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。

気軽にクラシックvol.45
金子三勇士ピアノ・トークリサイタル

日本とハンガリーの血を引く若き天才ピアニスト、金子三勇士（か
ねこみゆじ）のリサイタルを開催します。

7月23日（土）10：00より発売開始
※7月24日（日）9：00より窓口にて購入も可

OK！

10月22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）

3,500円（全席指定）　未就学児不可

7月23日（土）10：00より発売開始
※7月24日（日）9：00より窓口にて購入も可

友の会料金　3,000円
先行予約日　７月20日水～22日金各日10：00より発売開始

金子三勇士
ⒸAyako Yamamoto

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://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
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さだまさしコンサートツアー2022
～孤悲～

10月６日木　開演 18：00
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

8,800円（全席指定）　未就学児不可

ソロ通算43作目となるオリジナルアルバムを携えてのコンサートツ
アー。

8月5日（金）10：00より発売開始
※8月6日（土）9：00より窓口にて購入も可

松井咲子・栄東
ジョイントコンサート

11月５日土　開演 14：30
さいたま市文化センター　小ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

2,000円（全席指定）　未就学児不可

フジテレビ『芸能界特技王決定戦 TEPPEN』ピアノ部門で５度の優勝を誇り、タレント・ピアニストとして活躍する
松井咲子さんと、栄東中学・高等学校吹奏楽部によるジョイントコンサートを開催！２度目の開催となる今年も数々
の名曲を披露します。松井咲子さんと栄東中学・高等学校吹奏楽部の息の合った演奏を是非お楽しみください。

8月6日（土）10：00より発売開始
※8月7日（日）9：00より窓口にて購入も可

OK！

文化庁　統括団体によるアートキャラバン事業（コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業）
「JAPAN LIVE YELL project」

ヨーロッパ企画
あんなに優しかったゴーレム

1998年結成以来、一貫してコメディを上演しつづける、劇団「ヨーロッ
パ企画」の演劇をお楽しみください。※公演終了後アフタートークあり。

10月20日木　開演 18：30
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5,000円　A席4,000円　B席3,000円（全席指定）　未就学児不可

7月30日（土）10：00より発売開始
※7月31日（日）9：00より窓口にて購入も可

OK！

文化庁　統括団体によるアートキャラバン事業（コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業）
『公文協アートキャラバン事業劇場へ行こう２』参加事業

友の会料金　S席4,000円　A席3,000円　B席2,000円
先行予約日　7月27日水～29日金各日10：00より発売開始

文果組RaiBoC Hall シリーズ（秋）
永遠の森～歌と朗読で綴る本多静六とその時代～

10月30日日　開演 15：00
R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホ ー ル
all　小ホール（市民会館おおみや）

3048-641-6131（9:00〜19:00）

大人3,500円　学生2,000円（全席指定）　未就学児不可

8月12日（金）10：00より発売開始
※8月13日（土）9：00より窓口にて発売も可

日本の「公園の父」と言われた埼玉の偉人・本多静六の物語を、日
本や諸外国の名曲とともにお届けします。
【出演】原田勇雅(バリトン)　他

原田勇雅

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　1,700円
先行予約日　８月３日水～５日金
　　　　　　各日10：00より発売開始

52022/8



SaCLaアーツコンサート・夏
VOXRAYアカペラコンサート

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が子供たちの夏休みを盛り上げます！！

発売中

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

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

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（席が必要な場
合は有料）。

発売中

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～

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。※出演を予定しておりました角田鋼亮（指揮）は、
都合により三ツ橋敬子に変更となりました。【出演】花總まり、田代万里生（テノール）他

発売中

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
（インターネット販売は対象外）。　未就学児不可

OK！

友の会料金　S席7,000円
A席6,500円　B席6,000円

古澤巌 塩谷哲

花總まり 田代万里生

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。

イープラスpresents
『ピアノの森』ピアノコンサート

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。

発売中

ビジュアルデータ
＠一⾊まこと/講談社

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

髙木竜馬（ピアノ）

さいたま子どもミュージカル
第４回公演「しあわせの青い鳥」

小学生〜高校生の29名が、優しさ・勇気・思
いやりをモットーに日々稽古を重ねております。
仲の良さが自慢です！お客様一人一人に元気
をお裾分けし、心に温かい光を灯します。

８月21日日
開演 ①12：00②16：30
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）

前売1,900円　当日1,990円（全席指定）

発売中

小曽根真×塩谷哲
DUET2022

人気・実力ともに現日本ジャズ・シーンを代表とするピアニストによる夢の共演！２人が奏
でる極上の演奏を存分にお楽しみください。【出演】小曽根真(ピアノ)、塩谷哲(ピアノ)

11月19日土　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5,000円　A席4,500円　B席4,000円（全席指定）※さいたま市在住・在勤・
在学の方は各席種500円割引き（インターネット販売は対象外）。未就学児不可

8月20日（土）10：00より発売開始
※8月21日（日）9：00より窓口にて購入も可

OK！

塩谷哲
小曽根真

©Kazuyoshi Shimomura

友の会料金　S席4,000円　A席3,500円　B席3,000円
先行予約日　8月17日水～19日金各日10：00より発売開始
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東京大衆歌謡楽団　コンサート

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
京ラプソディ、青春サイクリング、憧れのハワ
イ航路　ほか

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

OK！

友の会料金　3,200円

東京フィル＆清塚信也の
「ブラボー！名曲アカデミー」

東京フィルハーモニー交響楽団と清塚信也による、解説付きクラシックコンサートを開催します。
【ピアノ＆お話】清塚信也　【指揮】円光寺雅彦　【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

発売中

11月３日木・ 　開演 15：00
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

S席4,500円　A席4,000円
B席3,000円（全席指定）　未就学児不可

OK！

友の会料金　S席4,300円
A席3,800円　B席2,800円

東京フィルハーモニー交響楽団
©TakafumiUeno

清塚信也
©Kunito Watanabe

円光寺雅彦
©K.Miura

木山裕策と歌声カルテットの
昭和歌謡コンサート

家族を想う名曲『home』（紅白歌合戦出場曲）でお
馴染みの「木山裕策」が、プロの演奏家・ボーカリスト
で結成された「歌声カルテット」と共に、誰もが口ずさ
んだことのある懐かしの名曲をお届けします。【演奏
予定曲】青い山脈、学生時代、秋桜、涙そうそう

発売中

９月８日木　開演 14：00
さいたま市文化センター　小ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

2,500円（全席指定）　未就学児不可

OK！

プラザイースト２５周年アニバーサリーコンサート
島田歌穂&島健DUOコンサート

女優・歌手として、舞台やコンサートで幅広
い活躍をしている島田歌穂、夫でピアニスト、
作編曲家の島健によるDUOコンサートを開催
します。

10月23日日　開演 15：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

4,500円（全席指定）　未就学児不可

OK！

発売中

友の会料金　4,000円

気軽にクラシックvol.44
千住真理子トーク＆リサイタル

第一線で活躍するヴァイオリニスト千住真理子
によるリサイタルを開催します。

９月24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）

3,500円（全席指定）　未就学児不可

OK！

千住真理子
ⒸKiyotaka Saito(SCOPE）

発売中

友の会料金　3,000円

友の会料金　2,300円

ウエストで楽しめる名作オペラ
フィガロの結婚

子どもから大人まで、ワクワク胸躍るオペラ
の傑作、名作オペラ「フィガロの結婚」をお楽
しみください。

９月３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）

大人2,000円　中学生以下1,000円
（全席指定）　未就学児不可

発売中

OK！

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」

愉快な工場員達と、体操をしたり、形の当てっ
こをしたり、歌を作ったり、光の地図を作った
り、、、観客参加型のステージアート。

９月10日土
開演 ①11：00②14：00
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

to R mansion
金子愛帆

OK！

松山バレエ団 2022年 Xmas 公演

クリスマスの夜を舞台にした心あたたまるバレエ作品。楽しい
口上役のナビゲートで初心者の方にもおすすめの作品です。

発売中

10月10日月・ 　開演 14：30
さいたま市文化センター　大ホール
3048–866–3171（9:00〜19：00）

大人　S席7,500円　A席5,500円　B席2,500円
小学生以下　S席5,500円　A席4,000円　B席
2,500円　※B席は大人・小学生以下共通の料金になり
ます。（全席指定）　3歳以上有料、2歳以下入場不可

©エー・アイ

文化庁　統括団体によるアートキャラバン事業（コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業）
『公文協アートキャラバン事業劇場へ行こう２』参加事業

発売中 残席わずか

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。 72022/8



さいたまアーツセンタープロジェクト「ライフスタイルにアートを。」をテーマに無料のイベントを開催しています。

申込み 下記HPより、ご希望のプログラムにお申込みください。
お問合せ 公益財団法人さいたま市文化振興事業団  アーツカウンシル課

Ｈhttps://sites.google.com/view/sightama-artscenter-project
〒３３６－００２４　さいたま市南区根岸１－７－１

 SaCLaインフォメーションセンター　TEL:０４８-８６６-４６００　FAX:０４８-８３７-２５７２　（９：００～１７：００、火～土曜）

金曜日の芸術学校 市民参加ってなんだろう？「あらゆる人を巻き込むエレクトロニコス・ファンタスティコス！」
身近な家電を楽器に変えるプロジェクト「エレクトロニコス・ファンタスティコス」から市民参加とは何かを学びます。
開催日時 8月26日㈮　開演19:00 会場 RaiBoCホール（市民会館おおみや）リハーサルルーム　定員  20人
講師・出演者  清宮陵一

深呼吸する水曜日 「夜のギターズ」によるギターの演奏会
オリジナル曲からジャズ、映画音楽、ポップスなど幅広いジャンルの曲をギター２台で演奏します。
開催日時 8月17日㈬　開場19:00　開演19:30 会場 RaiBoCホール（市民会館おおみや）小ホール　定員  300人
講師・出演者  夜のギターズ

土曜アーツチャレンジ なりきりパティシエ☆夢のお菓子作り体験（粘土でお菓子の彫刻を作ります。）
クッキープロジェクトとのコラボワークショップ。粘土で夢のお菓子の彫刻を作り、店内を飾ります。
開催日時 8月13日㈯　開演14:00 会場 マーブルテラス（浦和区常盤10-21-9コミューンときわ1F）　定員  20人
講師・出演者  石上城行

サポーターミーティング
さいたま国際芸術祭サポーターによるミーティングを開催します。
開催日時 9月2日㈮・30日㈮　各日開演19:00 会場 RaiBoCホール（市民会館おおみや）５階情報発信コーナー　定員  30人程度
その他  オンライン（Zoom）参加も可能です。ZoomのURLはお申し込み後にお送りします。

キッズコンサート
ベビーカーでそのまま入れる、小
さなお子さんから楽しめる歌のコ
ンサートを開催します。

【申込み方法】8月9日（火）10：00
から電話にて（先着順、定員にな
り次第締切）。

【問合せ】
日進公園コミュニティセンター
TEL：048－664－4078

９月11日日 開演 10：30
日進公園コミュニティセンター　体育室

定員 12組　申込み制・無料

美園コミュニティセンターまつり
「発表の部」

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

９月18日日・19日月・
開演 各日10：00(予定）
美園コミュニティセンター　多目的ホール

定員 100人　観覧自由・無料

イベント・無料公演
※会場等、お問合せにつきましてはP12〜13をご覧ください。

みやはら演劇フェス
この夏開催の「地元劇団による演
劇ワークショップ〜あすのスターは
君だ！〜」の発表会です。

【申込み方法】8月6日（土）9：00か
ら8月21日（日）１９：００まで窓口に
て（先着順、定員になり次第締切）。

【問合せ】
宮原コミュニティセンター
TEL：048－653－8558

８月28日日 開演 10：30
宮原コミュニティセンター　多目的ホール

定員 100人　申込み制・無料
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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
アルコールインクアート講座 日程 9月3日土・11日日　10:00～12:00（全2回）

会場 ふれあいプラザいわつき 岩槻区アルコールインクアートの基礎を学ぶ
費用  3,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 8/19㈮
問合せ・送付先  〒339-0005 さいたま市岩槻区東岩槻6-6 ふれあいプラザいわつき　☎︎048-756-6000

重陽の茶会 日程 9月4日日　10:00～13:00（全1回）
会場 恭慶館 浦和区はじめての方でも気軽に楽しめる季節の茶会を開催します

費用  500円　　対象  小学生以上の方　　定員  48人　　申込み  電話・8/20㈯ 10:00～　　その他  ※参加費は当日徴収　※施設内は必ず靴下等着用
問合せ・受付  〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9-30-5 恭慶館　☎︎048-835-7450

基礎から学ぶ「デッサン教室」 日程 9月6日火・13日火・20日火　10:00～12:00（全3回）
会場 西部文化センター 西　区鉛筆一本で、楽しくデッサン力を身につけましょう

費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  10人
申込み  電話・FAX又はさいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・8/8㈪～22㈪　　 その他  持ち物：スケッチブック、鉛筆　6B、消しゴム
問合せ・受付  〒331-0823 さいたま市北区日進町2-1195-2 日進公民館　☎︎・Ｆ048-663-6611

グループ2館連携　自分で作ったカップでバリスタ（コーヒー）体験！ 日程 9月10日土・24日土・10月8日土　14:00～16:00（全3回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区東口コミセンでカップを作陶し、コミセンいわつきでバリスタ（コーヒー）体験をします

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 8/19㈮
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

活動サークルによるボランティア講座Ⅱ 日程 9月12日月・26日月　10:00～12:00（全2回）
会場 大宮工房館 大宮区ちりめん工芸創作人形サークル遊によるつるし雛作り体験講座です

費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  4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 9/1㈭
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

活動サークルによるボランティア講座Ⅲ 日程 9月13日火・20日火・27日火　10:00～12:00（全3回）
会場 大宮工房館 大宮区籐工芸サークルすみれによる籐でハンドバックを作る体験講座です

費用  2,000円～2,300円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  10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 9/1㈭
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

趣味の講座～フューネラルフラワー～ 日程 9月15日木　9:00～12:00（全1回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区ブ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・在勤の方　　定員  16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 8/15㈪
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

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://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
「夏のわくわくキッズスクール」小学生プログラミング講座 日程 8月6日土・13日土 14:00～16:00（各全1回）

会場 ふれあいプラザいわつき 岩槻区小学校の必須科目であるプログラミングの基礎を学ぶ
費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 7/22㈮　　その他  ※両日とも同じ内容となります。ご希望の日程をご記入ください。
問合せ・送付先  〒339-0005 さいたま市岩槻区東岩槻6-6 ふれあいプラザいわつき　☎︎ 048-756-6000

おはなし会 日程 8月18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・8/11㈭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  保護者の方はマスクの着用をお願いします。
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

キッズチャレンジ!!親子スイーツ講座 日程 9月11日日 14:00～16:30（全1回）
会場 東大宮コミュニティセンター 見沼区親子で作れる簡単なスイーツを作ろう

費用  3,000円　　対象  市内在住・在学の小学4年生～中学3年生とその保護者　　定員  8組16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 8/15㈪　　その他  往復はがき可
問合せ・受付  〒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　☎︎ 048-667-5604

親子講座～インターネット～ 日程 9月18日日 10:00～12:00（全1回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区スマホで動画づくりチャレンジ

費用  1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  8組16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 8/15㈪
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

地域の農園でいもほり収穫体験 日程 10月22日土 9:30～12:00（全1回）
会場 美園農園 緑　区近隣の農園で芋掘り体験と焼き芋を行います

費用  1家族1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその家族　　定員  8家族32人（1家族4人まで可能）　　申込み  往復はがき・締切 9/22㈭
その他  参加する家族全員の氏名（小学生は学年も）をご記入ください。※会場に現地集合解散　※雨天時は10月23日㈰順延
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

　スポーツ・健康づくり
血流改善！健康体操講座 日程 9月14日～10月12日（毎週水曜日） 14:00～16:00（全5回）

会場 日進公園コミュニティセンター 北　区柔軟性と筋力を高める健康維持を目的とした体操講座です
費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  20人　　申込み  来館又は電話・8/5㈮ 10:00～
問合せ・受付  〒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　☎︎ 048-664-4078

初めてのゆったりフラダンス教室 日程 10月6日木・13日木・20日木 10:00～11:00（全3回）
会場 プラザイースト 緑　区年齢を問わず楽しめる初心者向けのフラダンス教室を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  25人　　申込み  往復はがき・締切 9/15㈭
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

　文化・芸術・趣味
日本発祥の彫紙（ちょうし）アート講座 日程 9月18日日・25日日 10:00～12:00（全2回）

会場 プラザウエスト 桜　区重ねた色紙をアートナイフで掘り込み、3Dアート作品を作る講座を開催します
費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  15人　　申込み  往復はがき・締切 8/15㈪
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

色鉛筆画講座 日程 9月28日～11月2日（毎週水曜日） 10:00～12:00（全6回）
会場 浦和コミュニティセンター 浦和区大人向けに色鉛筆画講座を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 9/7㈬
問合せ・送付先  〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町11-1（コムナーレ10F） 浦和コミュニティセンター　☎︎ 048-887-6565
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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
「星空観望会」～スター・ウィーク“伝統的七夕”に星空を見よう～ 日程 8月4日木 19:00～20:30（全1回）

会場 埼玉スタジアム２○○２ 緑　区太陰太陽暦の「かつての七夕」にちなんだ星空観察を行います
費用  100円　　対象  市内在住・在勤・在学の方（小学生以下は18歳以上の保護者同伴）　　定員  20人　　申込み  来館又は電話・受付中
その他  ※会場に現地集合解散　※雨天時、美園コミュニティセンターにて座学へ内容変更
問合せ・受付  〒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

パソコン講座～はじめてのExcel ～ 日程 9月7日氺・8日木・9日㊎ 13:00～16:00（全3回）
会場 プラザウエスト 桜　区初心者を対象にしたExcel講座を開催します

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 8/15㈪
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://saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。
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エ ッ セ イ

Essay
～ マナー編 ～

人間関係を潤す「ちょっとしたひと言」⑩「あとよし言葉」で円満に
「あとよし言葉」をご存知でしょうか。あまり聞き慣れないかもしれませんが、話を肯定的に終えることを意味し、

会話や文章の末尾の否定形を肯定形に置き換える工夫を施した言葉を指します。「分かりません」を「分かりかねます」、
「できません」は「できかねます（いたしかねます）」と変化させるわけです。「分からない」「できない」ことに変わりあ
りませんが、肯定形「ます」のほうが柔らかい響きになるでしょう。

ビジネスの現場では分からないのに分かるかのように誤解させたり、できないのにできるかもしれないと相手に期
待させるとトラブルの要因になるため、意思を明確に伝えることが不可欠です。とは言え、「できません」「分かりま
せん」「知りません」と否定形を連発すると冷たく映り、相手に素直に受け入れてもらうのは難しくなるかもしれません。

また、「ない」ことを伝える場合も「ある」ものと併せて情報提供するだけで会話が広がります。その際、順序が重要
です。例えば、デパートで素敵なシャツを見つけたとき、「バーゲンだから色違いの白は売り切れかなぁ」と思いつつ
店員さんに尋ねたとしましょう。店員さんから「アイボリーならありますが、白はありません」とピシリと言い切られ
たら、「あ、そうですか」で会話は終了。一方、「あいにく白は切らしておりますが、アイボリーならございます」と、「ない」
で終わらず「ある」で終える対応をされると、客としては「アイボリーも白っぽいから見せてもらおうかな」という前向
きな気分になりませんか。

日本語は会話や文章の最後で「できる」「できない」が判明する文法構成のため、末尾の言葉が印象に残りやすい傾
向があります。また、日本には「不吉な言葉が現実にならないようにネガティブなことは口に出さない」という「こと
だま言霊信仰」があるようです。食品に不向きな「腐」を避けて「豆富」と記したり、「する（損をする）」を嫌がって「する
め」を「あたりめ」と呼ぶなど例はいくらでも挙げられます。

否定形を使っていけないわけではなく、ネガティブな表現が続かないようにメリハリをつけると和やかに会話は展
開していくはずです。仕事でビジネス文書作成の指導をする際も、今後につながるようなポジティブな文言で終えま
しょうと伝えています。「あとよし言葉」は、どなたでも簡単にできる配置の操作です。円満にコミュニケーションを
とるために取り入れてみてはいかがでしょうか。

2010年1月に会社設立以降、人材育成コンサルタントとして２万人の社会人対象に「ビジネス文書・メール
の書き方」「コミュニケーションスキル」「ビジネスマナー」等の研修や講演を行い現在に至る。ファイナン
シャルプランナー（１級ＦＰ技能士）、表千家教授、草月流師範、カラーコーディネーター。著書『「大人こと
ば」で穏やかに話す』
http://shu-ha-ri.co.jp/

■執筆者プロフィール
株式会社シュハリ 代表取締役　山崎 朋子（やまさき ともこ）
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（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧
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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

3０４８‒６４５‒３８３８　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
8月の休館日…8日・22日

案内図 5

3０４８‒６４１‒６１３１　6０４８‒６４１‒６１３３
（さいたま市民会館おおみや）
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〒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
8月の休館日…1日・8日・15日・22日・29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

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

令和４年7月１日（金）～令和５年３月31日（金）

施設の中規模修繕に伴い休館（予定）になります。
休館中は大宮工房館にて臨時窓口を開設しています。

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
8月の休館日…8日・22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
8月の休館日…1日・8日・15日・22日・29日

案内図 3

令和4年8月から令和5年2月末(予定)まで外壁・屋上改
修工事をいたします。施設の利用はできますが、騒音
及び振動等に伴い皆様にはご不便やご迷惑をおかけし
ます。
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七里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
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25 さいたま市市民活動サポートセンター
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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
8月の休館日…22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
8月の休館日…1日・8日・15日・22日・29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
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チ ャ レ ン ジ

Challenge

ジャズピアノ発表会のためのジャズピアノ講座
ピアノ経験者を対象に発表会に向けてプロのジャズピアニストによる講座を開催します。

募 集
参 加 者

 12月3日㈯　14:00開演
 プラザウエスト　さくらホール
 9月4日㈰・11日㈰・25日㈰、10月2日㈰・9日㈰・16日㈰、
 11月6日㈰・13日㈰・27日㈰　各日14:00～15:30
 ※11月27日のみ　13:30～16:30（全9回）　プラザウエスト
対象・定員 市内在住・在勤・在学のピアノ経験者の方(講座のみの参加は不可）・10人
参加費  10,000円

応募方法 　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。

申込み先 　〒338‐0835　さいたま市桜区道場4-3-1
「演奏会のためのジャズピアノ講座参加者募集」係まで

締切日 　8月15日㈪必着
お問合せ 　プラザウエスト　048-858-9080

開催日時・
会場

練習日時・
会場

ホール

イベントカレンダー 8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://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/7/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

11木 ピアノ発表会 プラザイースト
ホール 13:00 入場無料 担当  峯岸聡美

090-8105-7899

13土
しまじろう英語コンサート夏公演2022
～FUN AT THE SUMMER 
FESTIVAL ！～

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

①12:45
②15:15
③17:45

3,480円
（全席指定）

英語コンサート事務局
https://faq.l-tike.com/
contact/0067/ 

14日 イープラスpresents
『ピアノの森』ピアノコンサート

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

14:00
大人　3,800円
小学生　2,500円
（全席指定）

イープラス
050-3185-6449

18木 マリンバ・打楽器　発表会 プラザイースト
ホール 13:00 入場無料 担当  小川佳津子

048-887-1812

20土
L
ら
a F

ふ ぇ す た
esta　ピッコロコンサート プラザイースト

ホール 10:30 入場無料 担当  山岸美保子
048-873-4355

L
ら
a F

ふ ぇ す た
esta　歌の祭典 プラザイースト

ホール 14:00 入場無料 担当  山岸美保子
048-873-4355

21日 さいたま子どもミュージカル
第4回公演「しあわせの青い鳥」

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

①12:00
②16:30

前売　1,900円
当日　1,990円
（全席指定）

さいたま子どもミュージカル
Ｅskm.2022.taiken@gmail.com

23火 さいたまクラシックBOX　Vol.2 さいたま市文化センター
大ホール 13:30

一般　2,500円
小学生以下　1,000円
（全席自由）

オフィスノイ
担当  髙岡舞
090-2404-9890

26金 オカリナコンサート プラザイースト
ホール 13:30 2,000円 担当  山本

090-3537-8905

28日

みやはら演劇フェス
宮原
コミュニティセンター
多目的ホール

10:30 入場無料・申込制
詳細はP8をご覧ください。

宮原コミュニティセンター
048-653-8558

つながるカフェドーナツ
不登校や引きこもりの方の保護者の会

プラザイースト
第３セミナールーム 11:00 入場無料

予約制
担当  福山真理
070-3275-5896

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～

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

15:00

S席　8,000円
A席　7,500円
B席　7,000円
（全席指定）
※さいたま市民割引（各席
種1,000円引き）あり。

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
048-641-6131
（9:00～19:00）

14 2022/8



さ ット 座ポ 講 ＮＰＯや市民活動を行っている方、または始めようと考えている方が参加できる無料の講座です

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

 e-mail：supportcenter@saitama-culture.jp

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

市民活動はじめの一歩
地域活動に関する基本的な知識を学んだのち、活動を体験します。
開催日時 9月17日㈯　13:30～16:00　全1回　対象・定員  ボランティアやNPO活動に関心のある方・30人　費用  無料
申込方法  7月20日㈬ 9時から、公益財団法人いきいき埼玉で、インターネット・電話・来館にて受付　TEL:048-728-7116
Ｈhttps://www.iki-iki-saitama.jp/kenkatsu/kouza/　その他  講師：藤井美登利氏　持ち物：筆記用具　事例発表団体：ＮＰＯ法人
子ども文化ステーション、岩槻ホタルの会、(公社)さいたま観光国際協会国際交流センター

NPOと学生生活のススメ
NPOや市民活動、ボランティア活動をしている人の体験談を聞いて、話して学生生活に新たな一歩を活かしてみませんか。
開催日時 8月24日㈬　14:00～16:00　全1回　対象・定員  市民活動等を始めようと考えている10代から30代の方・15人
費用  無料　申込方法  来館・電話・メールにて受付（先着順）
その他  持ち物：筆記用具　講師：NPO法人アクションポート横浜 代表理事　高城芳之氏

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 8月19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  8月5日㈮～12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、公式サイト「さポット」からダウンロードできます。

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 8月4日㈭・18日㈭・25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）

152022/8

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

７月28木
▼

８月３水
視覚障害者の書道
言霊のひびき

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:00▶21:00
28日は12:00から
3日は18:00まで

入場自由・無料
ロービジョンラボ
担当  髙瀬喜代美
090-5537-0330

８月13土
▼

８月14日
地球市民学習・展示発表
（SDGsの視点）

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶17:00 入場自由・無料

世界に目を向けよう
～今、私たちにできること～
担当 金子玲子
080-9420-0221

８月19金
▼

８月21日
プラザウエスト作品展 プラザウエスト

ギャラリー
10:00▶16:00
21日は15:00まで 入場自由・無料 プラザウエスト

048-858-9080

８月20土
▼

８月21日
地球市民学習　SDGs
～共に未来を創る仲間として～

プラザイースト
エントランスホール 10:00▶17:00 入場自由・無料

世界に目を向けよう
～今、私たちにできること～
担当  金子玲子
080-9420-0221

※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

⬅公式サイト
　「さポット」は
　こちら

みんなの気持ちの交流から
きずなをつなぐ中間支援を
行っています。

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information



チ ャ レ ン ジ

Challenge

「第22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・器楽アンサンブルなど）の参加を募集します。

募 集
参 加 者

 10月30日㈰　10:00開演予定
 さいたま市文化センター　大・小ホール
 10月上旬頃に出演団体を対象とした説明会を予定して

おります。
 市内で活動している音楽団体（吹奏楽・オーケストラ・

器楽アンサンブルなど）で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
 申込多数の場合は抽選とし、実行委員会により出演団体

を決定します。

応募方法 　市役所文化振興課、各区役所情報公開コーナー、市内公民館、図
書館、さいたま市文化センター、各コミュニティセンターなどで
配布する募集要項をご確認の上、要項に添付されている申込書を
ご提出ください。

申込み先 　〒336-0024　さいたま市南区根岸1-7-1
 （公益財団法人さいたま市文化振興事業団内）
 「さいたま市民音楽祭実行委員会事務局」まで
締切日 　8月10日㈬必着
お問合せ 　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事業課内）
 048-866-3467

開催日時・
会場

練習日時・
会場

参加費

その他

対象・定員

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://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SaCLa５月号の「ウエストで楽しめる名作オペラ　サイン色紙」プレゼントの当選者は河合和
奏様、萩原久美子様、戸井田宣太郎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『MYSTERY NIGHT TOUR 
2022稲川淳二の怪談ナイト～稲川怪談30年連続公
演～』（9月11日(日)17時・会場:RaiBoC Hall）に出
演される稲川淳二さんのサイン色紙を抽選で4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⑤8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「稲川淳二サイン色紙」プレゼント係ま
でご応募ください【締切:8月15日㈪必着】。当選者の
発表は、SaCLa11月号にて発表いたします。

16 2022/8
LINEで
友だちになろう！


