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Artist Interview
脚本家　上田　誠
ヨーロッパ企画第41回公演
あんなに優しかったゴーレム  より

Photo：Tetsuro Kameyama



Artist
Interview

ヨーロッパ企画　�
京都を拠点にコメディを上演する劇団。年に1度の劇団本公演では積極的な国内ツ
アーを展開。17年には「来てけつかるべき新世界」で上田誠が第61回岸田國士戯曲賞
を受賞。劇団メンバーの活動は舞台にとどまらず映画、ドラマ、テレビ・ラジオ番組
の製作、雑誌連載、イラスト、ゲーム制作、Youtube生配信、発明…などジャンル
を超えて広がり続けている。

上田　誠　�
98年、大学入学とともに同志社小劇場に入団。同年サークル内ユニットとしてヨー
ロッパ企画を諏訪雅、永野宗典とともに結成。ヨーロッパ企画の代表であり、これま
での全公演の脚本・演出を担当。外部での脚本・演出や、映画・ドラマの脚本、企画構
成も手がける。

脚本家

上田　誠
M A K O T O  U E D A

今月のArtist Interviewは10月20日（木）RaiBoc Hall（市民
会館おおみや）大ホールで開催される「ヨーロッパ企画第41
回公演 あんなに優しかったゴーレム」で脚本・演出を務める
上田誠さんです。ヨーロッパ企画として初のさいたま公演を
前に、普段の制作現場や今回の公演について伺いました。
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16ページにプレゼントのお知らせがあります!

10月にRaiBoC Hall（市民会館おおみや）での公演を予定 
されていますが、まずはヨーロッパ企画ならではの制作現場
の様子についてお聞かせください。
　初めから完成された脚本をもとに稽古を重ねていくスタイルが
普通のやり方だとしたら、僕らは少し変わっているかもしれませ
ん。ヨーロッパ企画の稽古はまず僕が大まかな設定を出演者に口
頭で伝えて、役者さんに自由に動いてもらうエチュードを繰り返
すことで脚本を練り上げていくのが特徴ですね。僕らはもう劇団
歴も長いし、昔から劇団員の顔ぶれもあまり変わってないので、
チーム全体で作り上げています。僕自身が書きたい脚本も当然あ
るんですけど、そもそもヨーロッパ企画はこのメンバーで何か面
白いことをやりたいねというところから始まっているので、チー
ムとして面白いエンターテイメントやコメディを作るということ
を大事にしています。

皆さんのチームワークによって魅力的な作品となるのですね。
上田さん自身は脚本家として、アイディアやイメージをどの
ように得ていますか？
　最初は小さなアイディアから着想を得ています。日々、生活す
る中で「これ面白いな」とか「これは使えそうだな」と思ったことを
メモして、そのメモからアイディアを膨らませていくということ
から始めていきます。ただ公演は多くの観客に見られるものです
し、客席全体を熱狂させ笑わせる、力強い仕掛けを見つけるのは
非常に難しいことです。このアイディアではそこまでは持たない
な、とか、これだけで一つの劇が作れる、とか、そのあたりは演
劇人としての勘で判断してますね。
　舞台美術からイメージを膨らませることもあります。今回上演
する「あんなに優しかったゴーレム」（以下、「ゴーレム」）を初演
した当時は、劇団として活動する会場の規模が大きくなってきた
時期で、広い会場で大きくて派手なセットを使うと、より馬鹿馬
鹿しさが増して面白くなるのではないか、と思い始めたころです。
それで空き地に行ったら大きなゴーレムがいるというビジュアル
的なアイディアを、一つの公演に昇華させました。台詞で2時間
の演劇を支えるのも良いのですが、圧倒的な風景のセットを作れ
たらそれだけで良い演劇を見たなと僕は感じるので、舞台美術に
はかなり力をいれますね。

脚本を執筆する中でスランプになることはあるのでしょうか。
　スランプとかはあまり気にしないようにしています。過去を振
り返るとそういう時期もあったのですが、ここ10年くらいは大
きなスランプはあまりないですね。脚本を書いていると急に筆が
止まって書けなくなることもあるんですが、少し落ち着いたらま
た書けるようになったり。昨日はよく書けたのに、今日は書けな
かったなとか、日々そういうことの繰り返しですね。

今作は14年前に初演した作品ですよね。再演するに至った
経緯を教えてください。
　ここ数年はコロナのこともあって、劇団としてどういう作品を
やるべきなのか悩んでいました。これまでは役者同士の掛け合い
でお客様を笑わせることを得意としてたのですが、最近はお客様
もマスクをして観劇するので笑い声もあまり出なくて。コメディ
に拘らず、音楽やスタッフワークなどで楽しんでもらう作品を上

演したりもしました。そのよ
うな活動を積み重ねていくう
ちにコロナ禍で演劇をやる感
覚を掴んできたので、元々僕
らが得意としていた群像コメ
ディを改めてやってみようと
思ったんです。どの作品をや
ろうかと考えたときに、役者
同士の掛け合いを楽しんでい
ただくという、僕らのコメ
ディ作品の中で一番シンプル
な形の「ゴーレム」を再演することに決めました。

再演は新作とは違うモチベーションがあるのでしょうか。
　僕らはずっと新作を作り続けてきたので、再演はあまりやって
こなかったんですよね。一方で「サマータイムマシン・ブルース」
という2000年に初演した作品は再演や映像化、または森見登美
彦先生に小説にしていただいたり、一回の上演では終わらない普
遍的な魅力を秘めてたんだなと思うんです。そういう作品はこれ
からも繰り返し形を変えて色んな人に見てもらえたら嬉しいです
ね。今回の「ゴーレム」もそうです。実はただ再演するだけではな
くて、初演時と比べてキャストが2人増えているんです。初演当
時のメンバーと新たに入ってきたメンバーで更に進化した作品を
お届けしたいなと思います。「ゴーレム」は、一つの物事がどんど
んエスカレートしていく物語なので、そこをさらに発展させたい
なと考えています。

ヨーロッパ企画のさいたま公演は今回が初めてですよね。
さいたま市民の方に向けてメッセージをお願いします。
　演劇が好きな方はもちろん、劇場に来て観劇するということに
馴染みのない方にもぜひ観てもらいたいなと思っています。「ゴー
レム」はヨーロッパ企画らしい要素がたくさん詰まった、直球勝
負のコメディなので、僕たちの公演を初めて観ていただくのに
ぴったりな作品です。ぜひ会場でお楽しみください。
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ヨーロッパ企画第41回公演
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

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

OK！

友の会料金
Ｓ席4,000円
Ａ席3,000円
Ｂ席2,000円

10月20日木　開演�18：30
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）

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

発売中



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。

小曽根真×塩谷哲
DUET2022

11月19日土　開演 15：00
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）

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

人気・実力ともに現日本ジャズ・シーンを代表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）

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！

小曽根真 塩谷哲

©Kazuyoshi Shimomura

家族でエンジョイ！
ザッキー&メグムンのBooBooサックス

世代を問わず楽しめる、サックスがいっぱいのコンサートです。８
月１４日より公演をより楽しめる動画を配信予定です。
【演奏予定曲】カルメン、トイストーリー、くるみ割り人形 他

8月27日（土）10：00より発売開始
※8月28日（日）9：00より窓口にて購入も可

OK！

11月５日土　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

大人1,000円　小学生以下500円（全席指定）
2歳以下膝上鑑賞無料

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

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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ケロポンズ
クリスマスコンサート

子どもに大人気の「エビカニクス」など、大人も歌っ
て踊れるケロポンズのコンサートを開催します。

12月17日土
開演 ①13：00②15：00
プラザウエスト　さくらホール
3048-858-9080（9:00〜21:00）

大人1,500円　中学生以下1,000円
（全席指定）　3歳以下膝上鑑賞無料

9月17日（土）10：00より発売開始 
※9月18日（日）9：00より窓口にて購入も可

OK！

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。

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

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、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！

友の会料金　2,300円

気軽にクラシックvol.46
森麻季ソプラノ・リサイタル

日本を代表するオペラ歌手、森麻季の透明感
溢れる美声をお楽しみください。

9月3日（土）10：00より発売開始 
※9月4日（日）9：00より窓口にて購入も可

OK！

友の会料金　3,000円
先行予約日　9月2日金10：00
　　　　　　より発売開始

12月４日日　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

砂田知宏グループと講座参加者による
ジャズピアノ演奏会

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。

9月3日（土）10：00より発売開始 
※9月4日（日）9：00より窓口にて購入も可

OK！

12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）

500円（全席指定）　未就学児不可

国指定重要無形民俗文化財
淡路人形浄瑠璃

国指定重要無形民俗文化財である淡路人形浄瑠璃がさいたまに初上陸。
本物の様な人形達の動きと、「狐七化け」の早変わりの演出をお楽しみ
ください。【演目】「戎舞」「玉藻前曦袂(神泉苑の段・狐七化けの段)」

12月10日土　開演 14：00
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）

大人2,800円　中学生以下1,000円
（全席指定）　未就学児不可

OK！

9月10日（土）10：00より発売開始 
※9月11日（日）9：00より窓口にて購入も可

友の会料金　大人2,500円　中学生以下
1,000円　先行予約日　9月7日水～9日金
各日10：00より発売開始

戎舞

森麻季©Yuji Hori

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！

発売中

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

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。 52022/9



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

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。

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

OK！

金子三勇士
©Ayako Yamamoto

発売中

友の会料金　3,000円

さだまさしコンサートツアー2022〜孤悲〜

ソロ通算43作目となるオリジナルアルバムを
引っ提げてのコンサートツアー。

発売中

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

松井咲子・栄東ジョイントコンサート

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!

発売中

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

OK！

友の会料金　1,700円

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」

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（市民会館おおみや）　小ホール

3048-641-6131（9:00〜19:00）

大人3,500円　大学生以下2,000円
（全席指定）　未就学児不可

原田勇雅

発売中
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

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

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

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5名が登場するフェアリーテール（おとぎ話）
公演です。

発売中

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）
※小学生以下の方も座席予約が必要です。
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イベント・無料公演
※会場等、お問合せにつきましてはP13をご覧ください。

美園グループ協働事業
「岩槻高等学校書道部　書道パフォーマンス！」

岩 槻 高 等 学 校 書 道 部 の 書 道パ
フォーマンスのイベントを開催しま
す。

【問合せ】
岩槻駅東口コミュニティセンター
TEL：048－758－6500

９月17日土
開演 15：30（予定）
岩槻駅東口前クレセントモール

観覧自由・無料

落語ワークショップ
「君も今日から座布団1枚！」発表会

「落語」をプロの噺家から５日間で
学んだ子どもたちが一席披露しま
す。講師陣三人の落語会もあります。

【出演】ワークショップに参加した
子どもたち・三遊亭鳳志・三遊亭萬
橘・三遊亭好の助

【問合せ】
SaCLaインフォメーションセンター
TEL：０４８－８６６－4600

８月20日土　開演 13：30
さいたま市文化センター　多目的ホール

定員 80人　当日先着順・無料

東大宮演劇祭
劇団「レインボウ城！」のオリジナ
ルによる脚本をコメディタッチの演
出で開催します。

【申込み方法】当日直接会場へ
【問合せ】
東大宮コミュニティセンター
TEL：048－667－5604

９月17日土・18日日
開演 各日13：00（予定）
東大宮コミュニティセンター　ホール

定員 100人　観覧自由・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

ひなの里秋の音楽祭
岩槻音楽文化連盟との協働により、
岩槻区内の芸術団体を集結したコ
ンサートを開催します。

【問合せ】
岩槻音楽文化連盟事務局
担当　名越
TEL：０８０－３００７－０５４２

９月25日日　開演 13：00
市民会館いわつき　ホール

定員 622人　当日先着順・無料

「コミセン・サポセン・プラザ施設」
利用団体交流＆展示会

コミセン・サポセン・プラザ施設を
拠点に活動されている団体の日頃
の活動成果や魅力を発信する交流
展示会を開催します。

【問合せ】
市民活動サポートセンター
TEL：048－813－6400

９月25日日　9：00〜15：00
市民活動サポートセンター
ラウンジ及び多目的展示コーナー

観覧自由・無料

残席わずかの公演
公演名 開催日時 料金（友の会） 会　場 お問合せ

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

S席8,000円（7,000円）
A席7,500円（6,500円）
B席7,000円（6,000円）

※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）。

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
048–641–6131

ウエストで楽しめる名作オペラ
フィガロの結婚

9月3日(土)
開演14：00

大人2,000円
中学生以下1,000円

プラザウエスト
さくらホール

プラザウエスト
048-858-9080

東京フィル＆清塚信也の
「ブラボー！名曲アカデミー」

11月3日(木・祝)
開演15：00

S席4,500円（4,300円）
A席4,000円（3,800円）
B席3,000円（2,800円）

さいたま市文化センター
大ホール

さいたま市文化センター
048–866–3171

残席わずか

残席わずか

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。 72022/9



さいたまアーツセンタープロジェクト（SACP） 「あなたの暮らしにアートを添える。」をキーワードに
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 足立区発信！市民参加型「まちなかアートプロジェクト」の実態とは!?
「音」をテーマとした先進的な市民参加型プロジェクト「まちなかアートプロジェクト」から、実際のエピソードなどを交えながら講
師の西川さんにお話を伺います。
開催日時 9月16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  20人　
講師・出演者  西川汐

深呼吸する水曜日 能楽・金春流・二木屋
能楽の歴史や役、流派、装束、謡と舞などのほか、二木屋薪能について解説します。仕舞や謡も披露予定です。
開催日時 9月28日㈬　開場19:00　開演19:30 会場 国登録有形文化財　会席料理　二木屋（中央区大戸4-14-2）　定員  20人
講師・出演者  高橋忍　その他  お食事をする場合、別途料金がかかります。また、お食事なしでもご鑑賞いただけます。

土曜アーツチャレンジ 「カッパ師匠が泳ぐ↑↑↑」
カッパ師匠サイン会、ツーショット撮影、茶屋づくりなど、カッパ師匠とのひとときを楽しみましょう。（未知を楽しんでしまう
人のみ参加してください。）
開催日時 9月10日㈯　開演12:00 会場 space845（岩槻区大口639-1）　定員  20人　講師・出演者  カッパ師匠

サポーターミーティング
９月2日は、SNS等で情報発信をする際に気をつけたい法令等に関するセミナーを開催します。
９月30日は「アート」をテーマに「さいたま国際芸術祭2023」ディレクターの目［mé］との意見交換会を開催します。
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
申込み  8月15日㈪　10：00～　定員  各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。

地域連絡協議会協力校発表会
地域の児童・生徒による吹奏楽・展
示等、日頃の成果発表会を開催し
ます。

【問合せ】
浦和コミュニティセンター
TEL：048－887－6565

10月８日土・９日日
開演 各日10：00〜16：00
浦和コミュニティセンター　10階全フロア

観覧自由・無料

桜区区民まつり
プラザウエスト体験講座　スコーン作り

桜区区民まつりに合わせてプラザ
ウエストキッチンスタジオでスコー
ン作り体験講座を開催します。

【申込み方法】9月17日（土）9：00
から来館または電話にて（先着順、
定員になり次第締切）

【問合せ】
プラザウエスト
TEL：048－858ー9080

10月15日土　13：30〜15：00
プラザウエスト　キッチンスタジオ

定員 12人　500円

桜区区民まつり
プラザウエスト体験講座　型染コースター作り

桜区区民まつりに合わせてプラザ
ウエスト絵画アトリエで型染コース
ター作り体験講座を開催します。

【申込み方法】9月17日（土）9：00
から来館または電話にて（先着順、
定員になり次第締切）

【問合せ】
プラザウエスト
TEL：048－858ー9080

10月15日土　13：30〜15：00
プラザウエスト　絵画アトリエ

定員 12人　500円

桜区区民まつり
プラザウエスト体験講座　フラワーアレンジメント

桜区区民まつりに合わせてプラザ
ウエスト造形アトリエでフラワーア
レンジメント体験講座を開催します。

【申込み方法】９月１７日（土）９：００
から来館または電話にて（先着順、
定員になり次第締切）

【問合せ】
プラザウエスト
TEL：048－858ー9080

10月15日土　14：00〜15：00
プラザウエスト　造形アトリエ

定員 12人　500円
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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
能入門講座 日程 9月22日木・29日木・10月13日木・20日木・27日木　14:00～16:00（全5回）

会場 氷川の杜文化館 大宮区能についての一般的な知識、実技等を学ぶ初心者向けの講座です
費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の18歳以上の方　　定員  20人　　申込み   往復はがき・締切 9/9㈮
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　☎︎048-648-1177

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

こけ玉&陶器作り講座 日程 10月1日土・15日土・11月5日土　10:00～12:00（全3回）
会場 大宮工房館 大宮区こけ玉を作り、陶芸で作った器に飾ります

費用  2,800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 9/14㈬
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

 バードカービング講座 日程 10月2日〜30日（毎週日曜日）　9:30～11:30（全5回）
会場 大宮工房館 大宮区木工で鳥の置物作りを楽しみます

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　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 9/15㈭
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Ⅳ 日程 10月3日月　13:00～15:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区絵画月曜会サークルによるパステル水彩画を学ぶ体験講座です

費用  500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 9/19㈪
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

茶道入門講座 日程 10月7日金・14日金・21日金・28日金　10:00～12:00（全4回）
会場 恭慶館 浦和区初心者向けの茶道講座を開催します

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の18歳以上の方　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 9/15㈭
問合せ・送付先  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-262-1 氷川の杜文化館内恭慶館「茶道入門講座」係　☎︎048-835-7450

はじめてのアクリル画講座 日程 10月14日〜11月11日（毎週金曜日）　14:00～16:00（全5回）
会場 プラザウエスト 桜　区初心者を対象にしたアクリル画講座を開催します

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 9/15㈭
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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　スポーツ・健康づくり
心も体もリフレッシュ！ハワイアンフラダンス講座 日程 9月30日〜12月2日（毎週金曜日） 10:00～12:00（全10回）

会場 馬宮コミュニティセンター 西　区初心者を対象にリフレッシュできるフラダンス講座を開催します
費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 9/14㈬　　その他  当選者は手続きが必要です。
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

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

心も体もリフレッシュ〜健康運動講座〜 日程 10月9日㊐ 10:00～12:00（全1回）
会場 西部文化センター 西　区日頃運動不足気味でお悩みの方を対象に軽運動講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  15人　　申込み  往復はがき・締切 9/24㈯
問合せ・送付先  〒331-0052 さいたま市西区三橋6-642-4 西部文化センター　☎︎ 048-625-3851

　文化・芸術・趣味
カメラマンデビュー講座 日程 11月5日土・12日土・19日土 10:00～12:00（全3回）

会場 南浦和コミュニティセンター 南　区上手な写真撮影を学び、撮影します（初心者対象）
費用  500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  10人　　申込み  来館又は電話・10/11㈫ 9:00～
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

木目込み人形講座 日程 12月2日金・9日金 13:30～16:00（全2回）
会場 市民会館いわつき 岩槻区岩槻の伝統工芸品木目込み人形で来年の干支の卯を制作します

費用  2,200円　　対象  市内在住・在勤・在学の18歳以上の方　　定員  20人　　申込み  来館又は電話・9/28㈬ 10:00～
問合せ・受付  〒339-0052 さいたま市岩槻区太田3-1-1 市民会館いわつき　☎︎ 048-756-5151

　暮らしと社会
普通救命講習Ⅰ 日程 9月5日月 10:00～12:00（全1回）

会場 美園コミュニティセンター 緑　区成人に対する心肺蘇生法、AEDの取扱いなどの講習を行います
費用 無料　　対象  市内在住・在勤・在学の中学生以上の方　　定員  15人　　申込み  電話・8/5㈮ 9:00～
その他 申込み方法：市消防局救急課☎︎833-7921（土・日・祝を除く、9:00～17:15）、市HPから電子申請による申込みも可能（いずれも先着順）※マスク着用必須
問合せ  〒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

　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 日程 9月15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・9/8㈭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!!絵画講座 日程 10月2日㊐・16日㊐・23日㊐・30日㊐ 13:00～15:00（全4回）
会場 大宮工房館 大宮区小学生対象に絵画の基本を学びます

費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　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 9/15㈭
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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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。

キッズチャレンジ!!親子キャンドルアート講座 日程 10月16日㊐ 14:00～16:00（全1回）
会場 東大宮コミュニティセンター 見沼区ハロウィンを彩るキャンドルづくりにチャレンジしよう

費用  2,500円　　対象  市内在住・在学の小学4年生～中学生とその保護者　　定員  8組16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 9/15㈭　　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

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

親子で楽しむハロウィンレシピ料理 日程 10月23日㊐ 10:00～12:00（全1回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区小学生とその保護者を対象にハロウィン料理を親子で作ります

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  4組8人　　申込み  往復はがき・締切 9/27㈫
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

親子ウクレレ教室 日程 10月23日㊐ ①11:00～12:00 ②13:30～14:30（各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区親子で楽しくウクレレの弾き方を学びます

費用  1組1,500円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者①小学1～2年生②小学3～6年生　　定員  各15組30人
申込み  往復はがき・締切 10/3㈪　　その他  参加希望時間（①・②）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

　技能・資格・教養
パソコン講座 日程 10月4日㊋・5日氺 9:30～12:30（全2回）

会場 与野本町コミュニティセンター 中央区Word2016でチラシを作る
費用  2,000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 9/20㈫　　その他  持ち物:マスク・筆記用具・水分補給用の飲み物
問合せ・送付先  〒338-0003 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　☎︎ 048-853-7232

IT講座〜EXCELピボットテーブル講座〜 日程 10月6日木・13日木 13:00～15:00（全2回）
会場 プラザウエスト 桜　区日頃からEXCELを使っている方を対象にした（EXCELピボットテーブルを学ぶ）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 9/15㈭
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

学生ボランティア事業Ⅰ〜スマホの疑問を解決する〜 日程 10月7日金 10:00～12:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区東京IT専門学校生からスマホの使い方を学びます

費用  500円　　対象  市内在住・在勤の60歳以上の方　　定員  20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 9/23㈮
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

スマホ入門講座 日程 10月14日金・21日金・28日金 14:00～16:00（全3回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区初心者を対象に基礎から学ぶスマホ入門講座を開催します

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  14人　　申込み  往復はがき・締切 9/24㈯　　その他  ・当選者は手続きが必要です。・対象機種は「アンドロイド」です。
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

整理収納アドバイザー2級認定講座 日程 10月29日土 9:30～16:30（全1回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区整理収納アドバイザー2級資格取得を支援する講座を開催します

費用  23,600円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  8人　　申込み  電話・9/18㈰ 10:00～
問合せ・受付  〒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

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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チ ャ レ ン ジ

Challenge

劇団Liebe（リーベ）新作公演！
プラザイーストで旗揚げした劇団Liebe（リーベ）による芥川龍之介原作の杜子春をベースにした新作公演に参加していただけ
る方を募集します。

募 集
参 加 者

 令和５年２月11日（土・祝）・12日㈰　14:00開演
　 プラザイースト　ホール
 10月～公演日までの土日の10:00～17:00（全25回）
 プラザイースト　フィットネスルーム他

対象・定員  小学５年生～中学生　若干名、高校生以上20人程度
参加費  大人15,000円、大学生以下10,000円
その他  9月25日㈰に演出家他によるオーディションを行います。

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 　〒336-0932　さいたま市緑区中尾1440-8
 プラザイースト「劇団Liebe公演」参加者募集　係まで

締切日 　9月9日㈮必着
お問合せ 　プラザイースト　048-875-9933

開催日時・
会場

練習日時・
会場

エ ッ セ イ

Essay

「やってみたい」を大切にしてみませんか
〜子育て編〜

　現在、私は教員を目指す学生たちに指導をしています。学生に自分
の体験などを話している時、ふと「私が担任していた子供たちは自分
が行った指導をどのように受け止めていたのだろうか。」と思ったので
す。そこで、ちょっとドキドキではありましたが、教え子たちに当時
の話を聞いてみることにしました。
　私が担任をした当時の６年生（今は38歳～52歳です）に主に話を聞
いたのですが、共通して挙げたのは「自分たちのやりたいことを受け
止めて実際にやらせてくれた。」ということでした。子供たちがいた学
級の内２クラスはいわゆる学級崩壊状態でした。そこに私が途中から
担任として入ったのです。やりたい放題だったはずなのですが実は本
当にやりたいことはやれていなかったようです。
　学級が崩れていく要因というのは様々なのですが、そのクラスの子供たちは「先生が自分たちの話を聞いてくれない」と
口を揃えて言っていました。「先生の話を聞きもしないで自分たちの話を聞けというのか。」とついつい思ってしまうので
すが、子供たちは本気で聞いてもらえていないと感じていたのです。しかし、よくよく聞いてみるとそれは話を聞いても
らっていないというよりも「やらせてもらっていなかった」のです。
　ご家庭でも子供が要求することを全て実現させることはないと思います。子供の将来の為にならない、経済的に無理等
の理由があるからです。ひるがえって、今の若い人たちにはこうした方がいいと思っていても「行動しても変わらない」、

「やっても無駄」と考える風潮があるように思えてなりません。私は自分で考え、まずはやってみて欲しいと思うのです。
そうでないと一度しかない人生があきらめの人生で終わってしまうことにもなりかねません。
　保護者の皆さんには、子供たちの「やってみたい」を大切にして、「自分たちの力でできた」という経験を是非させてあげ
て欲しいと思います。実現するのが難しい場合には形を変えてでもやらせてみてはいかがでしょうか。

■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。



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
及び振動の発生が見込まれおりますので、ご承知の上
でご利用（ご予約）をお願いいたします。

（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧
文化施設

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
9月の休館日…12日・26日

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
令和４年７月１日（金）～令和５年３月31日（金）

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
9月の休館日…12日・26日

伝統文化施設

3０４８‒８３５‒７４５０　6０４８‒８３５‒７４５３
〒330‒0061　さいたま市浦和区常盤9‒30‒5
9月の休館日…5日・12日・20日・26日

恭慶館
3０４８‒６４８‒１１７７　6０４８‒６４８‒１３１１
〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒262‒1
9月の休館日…20日

氷川の杜文化館 盆栽四季の家
3０４８‒664‒1636
〒331-0805　さいたま市北区盆栽町267-1

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
9月の休館日…5日・12日・26日

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
9月の休館日…5日・12日・20日・26日

3０４８‒６４１‒６１３１　6０４８‒６４１‒６１３３
〒330-0846　さいたま市大宮区大門町2-118 大宮門街４～８F

Ｒ
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ホ ー ル
ａｌｌ（さいたま市民会館おおみや）

コミュニティ施設（市民活動支援施設を含む）

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

南浦和コミュニティセンター
3・6０４８‒８８６‒５８５６
〒336‒0016　さいたま市南区大谷場2‒6‒25

コミュニティセンターいわつき
3０４８‒７５８‒１９８０　6０４８‒７５８‒１９８５
〒339‒0057　さいたま市岩槻区本町1‒10‒7

大宮工房館
3０４８‒６４５‒３８３８　6０４８‒６４５‒３８８１
〒330‒0804　さいたま市大宮区堀の内町1‒577‒3

宮原コミュニティセンター
3０４８‒６５３‒８５５８　6０４８‒６５３‒８５４１
〒331‒0811　さいたま市北区吉野町2‒195‒1

七里コミュニティセンター
3０４８‒６８７‒３６８８　6０４８‒６８７‒３７０５
〒337‒0014　さいたま市見沼区大字大谷1210

与野本町コミュニティセンター
3０４８‒８５３‒７２３２　6０４８‒８５７‒１０９６
〒338‒0003　さいたま市中央区本町東3‒5‒43

西与野コミュニティホール
3・6０４８‒８５４‒８５８４
〒338‒0005　さいたま市中央区桜丘2‒6‒28

上峰コミュニティホール
3・6０４８‒８５２‒０１２１
〒338‒0014　さいたま市中央区上峰2‒3‒5

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

片柳コミュニティセンター
3０４８‒６８6‒８６６６　6０４８‒６８６‒２９９９
〒337‒0026　さいたま市見沼区染谷3‒147‒1

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

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

日進公園コミュニティセンター
3・6０４８‒６６４‒４０７８
〒331‒0823　さいたま市北区日進町1‒312‒2

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

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

美園コミュニティセンター
3０４８‒764‒8810　6０48‒764‒9310
〒336-0967　さいたま市緑区美園4-19-1

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

西部文化センター
3０４８‒６２５‒３８５１　6０４８‒６２５‒２８８１
〒331‒0052　さいたま市西区三橋6‒642‒4

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

イベントカレンダー 9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/8/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

3土 ウエストで楽しめる名作オペラ
「フィガロの結婚」

プラザウエスト
さくらホール 14:00

大人2,000円
中学生以下1,000円
（全席指定）

プラザウエスト
048-858-9080

8木 木山裕策と歌声カルテットの
昭和歌謡コンサート

さいたま市文化センター
小ホール 14:00 2,500円

（全席指定）
さいたま市文化センター
048-866-3171

10土 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」

プラザウエスト
さくらホール

①11:00
②14:00

大人2,500円
高校生以下500円
（全席指定）

プラザウエスト
048-858-9080

11日
MYSTERY NIGHT TOUR 2022
稲川淳二の怪談ナイト
～稲川怪談30年連続公演～

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

17:00
前売5,800円
当日6,000円
（全席指定）

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

17土

東大宮演劇祭
東大宮
コミュニティセンター
ホール

13:00
（予定） 入場無料 東大宮コミュニティセンター

048-667-5604

美園グループ協働事業
「岩槻高等学校書道部
書道パフォーマンス！」

岩槻駅東口前
クレセントモール

15:30
（予定） 入場無料 岩槻駅東口コミュニティセンター

048-758-6500

18日

美園コミュニティセンターまつり
「発表の部」

美園
コミュニティセンター
多目的ホール

10:00
（予定） 観覧自由・無料 美園コミュニティセンター

048-764-8810

東大宮演劇祭
東大宮
コミュニティセンター
ホール

13:00
（予定） 入場無料 東大宮コミュニティセンター

048-667-5604

リトルコンサート
～２台のピアノにのせて～

さいたま市文化センター
小ホール 13:30 入場無料

Romi Music
担当  西村
080-1159-3809

あんさんぶるおとまつ
コンサート2022

プラザイースト
映像シアター 15:30 1,000円 担当  大野

090-9370-6919

19月

秋のはじまりコンサート
浦和
コミュニティセンター
多目的ホール

9:40 資料代600円
（申込み制）

音楽を楽しむ会
担当  山田
090-3570-1684
Ｅseikoyamada62@hotmail.com

美園コミュニティセンターまつり
「発表の部」

美園
コミュニティセンター
多目的ホール

10:00
（予定） 観覧自由・無料 美園コミュニティセンター

048-764-8810

23金 春日部共栄高等学校吹奏楽部
オータムコンサート2022

さいたま市文化センター
大ホール 13:30

高校生以上900円
中学生以下600円
（全席指定）

春日部共栄高等学校吹奏楽部
〈顧問〉048-737-7611

24土
東京大衆歌謡楽団コンサート 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

気軽にクラシックvol.44
千住真理子トーク＆リサイタル

プラザウエスト
さくらホール 14:00 3,500円

（全席指定）
プラザウエスト
048-858-9080

25日

つながるカフェ
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1セミナールーム 11:00 入場無料・予約制 担当  福山

070-3275-5896

平和を祈るコンサート さいたま市文化センター
小ホール

①11:00
②15:00

4,000円
（全席自由）

さいたまシティオペラ事務局
048-887-5486

30金 まちづくりヒマワリ会 さいたま市文化センター
多目的ホール 14:00 入場無料・申込み制

（申込期間:9/2～9/12）

まちづくりヒマワリ会
担当  村松
TEL:090-1764-8210
FAX:048-887-4136
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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　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  公益財団法人いきいき埼玉で、インターネット・電話・来館にて受付中　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

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 9月16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  9月2日㈮～9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 9月1日㈭・8日㈭・15日㈭・22日㈭・29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）

152022/9

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

９月１木
▼

９月３土
いきがい大学浦和学園校友会文化祭
（写真と俳句展）

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:00▶17:00
1日は12:00から
3日は16:00まで

入場自由・無料
彩の国いきがい大学浦和学園
校友会連絡協議会
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）

９月８木
▼

９月12月
2022女性支部写真展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:30▶17:00
8日は13:00から
12日は16:00まで

入場自由・無料

全日本写真連盟埼玉県本部女性支部
担当 一瀬
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）

９月10土
▼

９月19月
第６回生徒作品展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
19日は16:00まで 入場自由・無料

田村禮子水彩画教室
担当  田村
048-686-4546

９月13火
▼

９月17土
デジタル写真展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:00▶17:00
13日は12:00から
17日は16:00まで

入場自由・無料
全日本写真連デジタル支部
担当  竹内
048-251-2932

９月18日
▼

９月20火
星野文昭絵画展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:00▶20:00
18日は12:00から
20日は19:00まで

入場自由・無料
えん罪被害者を救い、
人権を守る連絡会
担当  皆川
080-5548-9852

９月26月
▼

９月30金
第32回
うしお水彩画大宮グループ展

氷川の杜文化館
展示場

9:00▶17:00
26日は12:00から
30日は16:00まで

入場自由・無料
うしお水彩画大宮グループ
担当  神田
048-642-1673

９月26月
▼

10月1土
ののはなの会作品展2022

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
26日は12:00から
1日は16:00まで

入場自由・無料
ののはなの会
担当  折居
048-649-2186

※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



参加無料

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SaCLa６月号の「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』　サイン色紙」プ
レゼントの当選者は大久保清子様、西山和宏様、新井靖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『ヨーロッパ企画第41回公演  
あんなに優しかったゴーレム』（10月20日(木)18
時30分・会場：RaiBoC Hall）の脚本家　上田　誠さ
んのサイン色紙を抽選で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「ヨーロッパ企画色紙」プレゼント係ま
でご応募ください【締切：９月15日（木）必着】。当選者
の発表は、SaCLa12月号にて発表いたします。

16 2022/9
LINEで
友だちになろう！


