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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。

Artist
Interview

平田明子
A K I K O

H I R A T A

増田裕子
Y U U K O

M A S U D A

ケロポンズ
1999年結成、増田裕子と平田明子からなるミュージック・ユニット。あそびうたや体操の作詞、
作曲、振付を手掛ける。あそびうた、体操、歌とストーリーが一体となったミュージックパネル
等で構成される親子コンサートや、保育士・幼稚園の先生を対象とした保育セミナーを全国で行う。
育児雑誌や保育雑誌にこどもとのふれあい遊びや体操の紹介記事を執筆、楽曲・振付の提供、絵
本の創作等も行う。CD・DVD・書籍・雑誌等に収録される、作詞・作曲を手掛けた歌やあそびうた・
考案したあそびは1000作品を超える。代表作「エビカニクス」のYouTube動画再生回数は１億
回を突破。
2008年よりNHK「おかあさんといっしょ」に楽曲提供、2009年よりBS日テレ「それいけ！アン
パンマンくらぶ」
に出演、2013年からフジロックフェスティバルに連続出演中。
増田裕子
（ケロ）
東京都出身。国立音楽大学教育科 幼児教育専攻卒。大学の卒論でミュージックパネル「すてき
な帽子屋さん」を創作、首席の学生に与えられる岡本賞を受賞。4年間の幼稚園勤務の後、中川
ひろたか、福尾野歩と共に「トラや帽子店」を結成、11年間キャプテンを務める。1999年より平
田明子とケロポンズを結成。ソロアルバムとして「らりるれろんちゃん」、「チャームポイント」を
リリース。主な著書に
「増田裕子のミュージックパネル1、2」
（クレヨンハウス）、歌つき絵本「ケ
ロちゃんえほんシリーズ」
（そうえん社・
「えらいえらい！」、
「ねこのおいしゃさん」、
「のってるのっ
てる」
など11冊既刊）
などがある。
平田明子
（ポン）
広島県出身。安田女子大学文学部児童教育学科卒。学生時代「トラや帽子店」と出会っておもしろ

さに虜になり、広島で「トラや」のコンサートを主催、800人集客。増田裕子のパネルセミナーの
伴奏をしながら横浜の幼稚園「りんごの木こどもクラブ」で5年間保育。1999年「トラや」を休業
した増田裕子とケロポンズを結成。ウクレレ、リコーダーなど様々な楽器を楽しく演奏。動物の
鳴き真似は絶品。主な著書にエッセイ集「保育でポン！」、
「ポンちゃんの0,1,2歳児とふれあって
あそぼう」
、絵本
「モジャキのくすり」などがある。

今 月 のArtist Interviewは12月17日
（土）
プラザウエストさくらホールで開催され
る「ケロポンズ クリスマスコンサート」に
出演されるケロポンズの増田裕子
（ケロ）
さん、平田明子
（ポン）さんです。ユニッ
ト結成の経緯や代表曲「エビカニクス」誕
生の秘話などを伺いました。
撮影場所協力：武蔵野公会堂

2

2022/10

まずはお二人の出会いとケロポンズを結成したきっかけを
教えてください。

増田——私は元々、ケロポンズを結成する前にトラや帽子店というバン
ドのメンバーとして親子向けの音楽や、パネルシアター（ボードに絵
や文字を貼ったり外したりして物語や遊びを展開する表現方法）など
をやっていました。後にそのバンドは解散したんですが、私はまたト
ラや帽子店と同じようなことをしたいなと思っていたんです。それで
パネルシアターの講習会をやっていた時にピアノの伴奏をしてくれて
いたポンちゃんを誘ってケロポンズを結成しました。実はポンちゃん
はトラや帽子店を初めて広島に呼んでくれた人でもあります。

平田さんが増田さんを
「広島に呼んだ」
とは、どういうことですか。
平田——私は当時、地元である広島県の大学に

お二人の代表曲「エビカニクス」はケロポンズ公式YouTube
チャンネルで既に一億回以上も再生されていますね。

この楽曲を制作されたときのお話をお聞かせください。

増田——昔、とある雑誌に私たちの遊び歌を掲載する連載をしていた時
に、子どもが簡単な動きで楽しめる体操を作ろうと話し合っていたん
です。その時に、ピースサインの二本指を下
に向けたらエビで、上に向けたらカニのポー
ズになるアイディアが出たときに「これ面白
いじゃん！」って盛り上がって。エビとカニ
の動きがある体操なので、エアロビクスをも
じって「エビカニクス」と名付けました。

平田——実は「エビカニクス」は知り合いの方に

誘っていただいて、ニューヨークでレコー

通っていたのですが、４年生の時にトラや帽

ディングしたんです。2001年の11月に渡米

んです。それまで親子向けのコンサートは大

起きてしまったんですよね。当時はテレビを見て本当に驚いて、この

たが、大人も子どもも一緒に楽しんでいる様

た。それでもニューヨークの方々が「こんなことで音楽を止めていい

た。当時、トラや帽子店は広島県に来たこと

私たちもせっかくの機会だしと考えなおして、思い切って渡米しまし

子店のコンサートを初めて見て衝撃を受けた

したんですが、その二か月前の9月11日にニューヨークでテロ事件が

人が子どもを楽しませるというイメージでし

状況では二か月後にニューヨークなんて行けないだろうなと思いまし

子を見て、全身に雷が落ちたような感覚でし

の？子どもたちのために皆で一緒にやろうよ」と言ってくれたんです。
た。

がなかったので、こんなに面白いバンドなら

地域の子どもや親子連れにぜひ見せたいと思って、友人らとコンサー
トを企画したんです。会場を自分たちで借りたり、保育園や幼稚園

にチラシを配ったりして結果的に800人以上のお客様が集まりました。
在学中は小学校の先生を目指していたんですが、トラや帽子店の皆さ
んに憧れてその勢いのまま大学卒業後に上京したんです。それから増
田さんのソロ活動のお手伝いをするようになり、後に二人で活動する
ようになりました。

平田さんは増田さんのファンだったんですね。
今ではケロポンズの楽曲のほとんどをお二人で作られていますが、
楽曲制作やコンサート時に意識していることはありますか。

増田——まずは自分たちが面白いと思えるものを作るようにしています。
私たちが面白くないと、見ている子どもたちも面白くないと思うので。
心から面白いと思える曲やダンスを作るのは簡単ではないですけど、
パネルシアターも子どもの前で披露しているうちに、どんどん面白く
なっていくところがあるので、子どもたちからヒントをもらったりし
ながら作っていますね。お子さんからのリアクションをダイレクトに
得られるのがコンサートの醍醐味です。

平田——私たちはかつて保育士をしていたので、その時に一緒に遊んで
いた子どもたちの姿が今でも胸の中にあるんです。その子たちに作っ

た曲を聞かせたらどんな反応をするかなと想像することが多いですね。
でも、実際にコンサートに来てくれた子どもたちの前で披露すると、
思ったよりウケないなということも当然あります（笑）面白いかどうか
の答えは全部、子どもたちが知っているので、私たちも子どもたちか

増田——現地のミュージシャンたちとレコーディングしたんですが、
コーラスはゴスペル歌手の方々をお呼びしました。アルファベットで

「E、BI、KA、NI、KU、SU、DE・・・」と歌詞を書いて歌ってもらっ

たんです。現地の方々は歌詞の意味を聞くと爆笑していましたね（笑）

平田——録音し終わった日の翌朝には帰りの飛行機に乗らなきゃいけな
かったんです。夜中に全ての作業が終了して、そこから皆で最初から

最後まで聴きなおして、聴き終わった頃には全員が感動で泣いていて。
そういう当時の雰囲気や思い出も一つ一つの音に詰まっているのかな
と思います。

様々な奇跡が重なって完成した楽曲なんですね。
今回の公演でもお二人の魅力的な楽曲とパフォーマンスが楽しみ
です。 最後に公演を楽しみにされている読者の方へメッセージを
お願いします。
増田——12月に開催するのでクリスマスの曲はもちろん、いつもの歌

やパネルシアターもあって、盛り沢山なコンサートになると思います。
親子連れだけではなく、例えば大人の方がお一人で来てくださるのも
大歓迎ですし、全員に楽しんでもらえたらなと思います。せっかくの
機会なので遊びに来てくれたら嬉しいです。

平田——会場に足を運んでいただいた方々に楽しいひと時をお届けでき
たらと思っています。こちらからの一方的なコミュニケーションでは
なく、一緒に楽しい時間を作れたら嬉しいです。会場でお待ちしてお
ります。

ら学ぶことが多いです。

ケロポンズ クリスマスコンサート
9月17日（土）10：00より発売開始

※9月18日(日)９
：
００より窓口にて発売も可

12月17日土
開演 ①13：00 ②15：00

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

読者プレゼント

今月号の表紙を飾る『ケロポンズクリスマスコン
サート』（12月17日（土）13時 /15時・会場:プラザ
ウエスト）に出演される増田裕子さん、平田明子さ
んのサイン色紙を抽選で3名様にプレゼントします。

応募方法

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。

OK！

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⑤10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「ケロポンズ色紙」
プレゼント係までご応募ください【締切:10月14日（金）必着】。
当選者の発表は、SaCLa1月号にて発表いたします。

プレゼント当選発表

情報誌SaCLa7月号の「SaCLaアーツ Friday One Coin Concert Vol.43
〜親子で楽しもう！音楽とダンスのどうぶつ音楽会〜 サイン色紙」プレ
ゼントの当選者は戸井田宣太郎様、小泉保夫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。
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チケットのお求め・お問合せは

3048⊖866 4600

︻サクラ︼

受付

※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。

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

※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。

インフォメーションセンター ※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。
さいたま市文化センター
3048-866-3171（9:00〜19:00）

プラザウエスト

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

東大宮コミュニティセンター

美園コミュニティセンター
3 ０４８-764-８810（９：００〜１7：０0）

3 ０４８-８５８-９０８０（9:00〜21:00）

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

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）

・各館の窓口でもお買い求めいただけます。

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

・各館の休館日は13ページをご覧ください。

プラザイースト

3 ０４８-８７５-９９３３（9:00〜21:00）
OK！

西部文化センター

https://saitama-culture.jp/

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

（
（公財）さいたま市文化振興事業団ホームページ）

※発売初日の翌日から購入可

新着公演情報

（発売初日の翌日から発売）

今月号発売予定の公演情報です。

※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。

シアター オーケストラ トーキョー
ニューイヤー・バレエ・コンサート

１０月１日(土)１０
：
００より発売開始
※１０月２日
（日）
９
：
００より窓口にて購入も可

OK！

Kバレエ カンパニーを支えるオーケストラとダンサーによるニュー
イヤー・コンサート。新年を彩るワルツや、バレエの名曲・名シーン
が登場する華やかな公演です。
【出演】指揮：齋藤友香理、演奏：シアター オーケストラ トーキョー、
ナビゲーター：松浦景子、バレエ：Kバレエ カンパニー
ⒸJin Kimoto
令和
５年

１月14日土

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4,000円 A席3,500円 B席3,000円（全席指定） 未就学児不可

RaiBoC Hall（レイボックホール）
ニューイヤーコンサート2023

友の会料金 S席3,800円 A席3,300円 B席2,800円
先行予約日 9月29日㊍・30日㊎各日10：00より発売開始

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

OK！

新年の始まりを華やかに祝うRaiBoC Hallのニューイヤーコンサート！司会に朝岡聡、ゲスト
にはソプラノのミューズ 森麻季を迎え、新春にふさわしい名曲をはじめ「お楽しみリクエス

ト曲」や「お年玉プレゼント企画」等、どなたでも楽しめるコンサートを開催します。ご家族・
ご友人と連れ立って、又はお一人でゆっくりと、音楽と共に新年をお迎えください。
令和
５年

１月７日土

レ イ ボ ッ ク

ホール

指揮:梅田俊明ⒸK.Miura

ソプラノ:森麻季ⒸYuji Hori 司会:朝岡聡

開演 15：00

RaiBoC Hall
（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）
未就学児不可 ※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）。
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演奏:東京フィルハーモニー交響楽団
Ⓒ上野隆文

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 10月6日㊍・7日㊎各日10：00より発売開始

スティールパンコンサート

SaCLaアーツFriday One Coin Concert Vol.４４
～木管五重奏で楽しむクリスマスのひととき～

チケットは美園コミュニ
ティセンターのみで販売

048 764 8810

10月15日（土）10：00より来館にて発売開始

10月15日（土）10：00より発売開始

※10月16日（日）9：00から電話にて予約申込みも可

※10月16日（日）9：00より窓口にて購入も可

ドラム缶が素材と思えないスティールパンの
魅力的な音色を子どもから大人まで楽しめる
楽曲でお届けします。

12月４日日

こもれびクインテットによる木管五重奏の柔らかい音色にのせ
て、12月にぴったりのクリスマスソングをお贈りします。
【演奏予定曲】クリスマスメドレー、くるみ割り人形より抜粋 他
出口

開演 14：00

12月23日金

雅生

開演 14：00

さいたま市文化センター 小ホール

美園コミュニティセンター
多目的ホール

3048‑764‑8810（9:00〜17:00）

SaCLaインフォメーションセンター
3048‑866 4600（9:00〜17：00）

500円（全席自由） ３歳以下膝上鑑賞無料

500円（全席自由） 未就学児不可

Ｐｅ
ｌ
ｅ

家族でエンジョイ！ピアノ＆パーカッション
「フィーリンのラカトンパーン」

OK！

10月15日（土）10：00より発売開始

OK！

ハンガリーとドイツで学んだピアニスト島貫愛
がハンガリーの音楽家リストの名曲をお届けし
ます。極上の音色をお楽しみください。

開演 14：00

令和
５年

プラザウエスト さくらホール

１月８日日

開演 14：00

市民会館いわつき ホール

3048‑858‑9080
（9:00〜21:00）

大人1,000円

SaCLaアーツコンサート・冬
島貫 愛ピアノ・リサイタル
※10月23日（日）9：00より窓口にて購入も可

未就学児～小学校低学年の子どもを対象に、音楽の楽し
みを伝える公演を開催します。【演奏予定曲】ディズニー
スーパーメドレー、エンターテイナー 他

１月14日土

こもれびクインテット

10月22日（土）10：00より発売開始

※10月16日（日）9：00より窓口にて購入も可

令和
５年

OK！

3048‑756‑5151（9:00〜19:00）

小学生以下500円

先行予約日
10月14日㊎10：00より発売開始

（全席指定） ２歳以下膝上鑑賞無料

おすすめ公演情報
三浦祐太朗 10ｔｈ Ａｎｎ
ｉ
ｖｅｒ
ｓａｒ
ｙＴｏｕｒ
「AND YOU」
発売中

500円（全席指定） 未就学児不可

※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。

松山バレエ団 2022年 Xmas 公演
発売中

ますます磨きのかかるそのあたたかく優しい
歌声。 初心と感謝の気持ちを込めてソロデ
ビュー１０周年のライブをお届けします。

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。

10月10日月・

開演 14：30

さいたま市文化センター 大ホール

10月８日土
レイボック ホール

3048 866 3171（9:00〜19：00）

開演 15：00

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

RaiBoC Hall（市民会館おおみや） 大ホール
3048‑641‑6131（9:00〜19:00）

©エー・アイ

※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

6,000円（全席指定） 未就学児不可

文果祭～クラシック編
究極の管楽器アンサンブル

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

発売中

発売中

全 国 で 活 躍して い る管 楽 器 の 名 演 奏 家 が
RaiBoC Hallに集結します。
クラリネットアンサンブル、木管五重奏、英国
式金管アンサンブルなどお楽しみください。

10月15日土
レイボック ホール

開演 16：00

小川佳津子（監修・Perc） 秋山かえで
（Cl）

10月16日日

RaiBoC Hall（市民会館おおみや） 大ホール

開演 14：00

市民会館いわつき ホール

3048‑641‑6131（9:00〜19:00）

大人1,800円 大学生以下1,000
円（全席自由） 未就学児不可

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。

3048 756 5151（9:00〜19：00）
新井秀昇
（Euh）

大人2,000円 小学生以下無料（全席指定）

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。

※小学生以下の方も座席予約が必要です。
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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

OK！

発売中

OK！

発売中

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

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。

開演 18：30

レイボック ホール

RaiBoC Hall（市民会館おおみや） 大ホール

10月22日土

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

友の会料金 S席4,000円
A席3,000円 B席2,000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)
『公文協アートキャラバン事業劇場へ行こう２』
参加事業

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

OK！

発売中

開演 14：00

プラザウエスト さくらホール

金子三勇士

3048‑858‑9080（9:00〜21:00）

3,500円（全席指定） 未就学児不可

©Ayako Yamamoto

友の会料金 3,000円

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～
発売中

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

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

10月30日日

開演 15：00

レイボック ホール

3048‑641‑6131
（9:00〜19:00）

3048 875 9933
（9:00〜21:00）

4,500円（全席指定） 未就学児不可

開演 15：00

RaiBoC Hall（市民会館おおみや） 小ホール

プラザイースト ホール

友の会料金 4,000円

家族でエンジョイ！ザッキー&メグムンの
BooBooサックス

OK！

発売中

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

松井咲子・栄東ジョイントコンサート

OK！

発売中

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。 公演をより楽しめる動画も配信中で
す。「イースト BooBoo」で検索。【演奏予定曲】
カルメン・トイストーリー・くるみ割り人形 他

11月５日土

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！

11月５日土

開演 14：00

3048‑866‑3171（9:00〜19:00）

3048 875 9933
（9:00〜21:00）

大人1,000円

2,000円（全席指定） 未就学児不可

小学生以下500円

（全席指定） ２歳以下膝上鑑賞無料

文化庁

ザッキー&メグムン

小曽根真×塩谷哲
DUET２０２２

OK！

発売中 残席僅か

レイボック ホール

開演 15：00

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） 未就学児不可
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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。

12月３日土

RaiBoC Hall（市民会館おおみや） 大ホール
小曽根真

©Kazuyoshi Shimomura

塩谷哲

友の会料金 Ｓ席4,000円
Ａ席3,500円 Ｂ席3,000円

友の会料金 1,700円

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」

発売中

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。※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）。

11月19日土

開演 14：30

さいたま市文化センター 小ホール

プラザイースト ホール

6

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

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

OK！

気軽にクラシックvol.46
森麻季ソプラノ・リサイタル

国指定重要無形民俗文化財
淡路人形浄瑠璃

OK！

発売中

OK！

発売中

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。

12月４日日

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

レイボック ホール

開演 14：00

RaiBoC Hall（市民会館おおみや） 大ホール

プラザウエスト さくらホール
3048‑858‑9080（9:00〜21:00）

森麻季

3048‑641‑6131
（9:00〜19:00）

大人2,800円 中学生以下1,000円

友の会料金 3,000円

3,500円（全席指定） 未就学児不可

戎舞

©Yuji Hori

友の会料金 大人2,500円
中学生以下1,000円

（全席指定） 未就学児不可

残席わずかの公演
公演名
東京フィル＆清塚信也の
「ブラボー！名曲アカデミー」

残席わずか

開催日時

料金
（友の会）

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）

会

場

さいたま市文化センター
大ホール

お問合せ

048 866 3171

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。

「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。
【申込み方法】
当日、直接、会場へ
【問合せ】
市民活動サポートセンター
TEL：048－813－6400

９月25日日

地域連絡協議会協力校発表会

10：00～15：00

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

プラザイーストロビーコンサートVol.26
～声楽の華・二期会ソプラノと国際派名ピアニスト 夢の共演～
【出演】山崎陶子（ソプラノ）
、
吉武雅子（ピアノ）
【予定曲目】・プッチーニ／オペラ「ジャンニ・ス
キッキ」より 「私のお父さん」・小林秀雄／落
葉松・リスト／ペトラルカの3つのソネット 他
【申込み方法】当日、直接、会場へ
【問合せ】プラザイースト
TEL：048－875－9933

10月15日土

開演 12：00

プラザイースト エントランス
定員 100人

当日先着順・無料

第２２回 さいたま市民音楽祭
さいたま市内で活動している音楽
団体による演奏会を行います。
【申込み方法】
当日、直接、会場へ
【問合せ】さいたま市民音楽祭実
行委員会事務局
TEL：
０４８－８６６－３４６７

10月30日日

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

アフタヌーンコンサート
～午後のひとときに本格ジャズをあなたへ～
出演はベーシスト石原雄介が結成した
ピアノトリオ。幅広い楽曲が特徴です
【申込み方法】
9月27日（火）10：00から来館にて
チケットを配布又は電話にて受付
【問合せ】
日進公園コミュニティセンター
TEL：048－664－4078

10月22日土

開演 13：30

日進公園コミュニティセンター 体育室
定員 50人 申込み制・無料
未就学児不可

ファミリーコンサート
開演 10：00

さいたま市文化センター
大・小ホール
観覧自由・無料

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。
【申込み方法】
当日、直接、会場へ
【問合せ】
浦和コミュニティセンター
TEL：048－887－6565

『大宮吹奏楽団』によるコンサート
を開催。指揮者体験コーナーも有
ります。
【申込み方法】
来館又は電話にて受付中（先着順）
【問合せ】
七里コミュニティセンター
TEL：
０４８－６８７－３６８８

10月30日日

午前の部11:00～12：00
午後の部14：00～15：30

七里コミュニティセンター 多目的ホール
定員 各部150人

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。

申込み制・無料
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いわつき茶会
岩槻茶道会による茶会を開催しま
す。
【申込み方法】
当日、直接、会場へ
【問合せ】
市民会館いわつき
TEL：
０４８－７５６－５１５１

氷川の杜茶会
11月３日木・

10：00～13：00

市民会館いわつき 501・502集会室
定員 100人

当日先着順・無料

日進公園コミセン
レクフェスタ

日進公園コミセンの利用グループ
の成果発表会です。
【申込み方法】
当日、直接、会場へ
【問合せ】
日進公園コミュニティセンター
TEL：
０４８－６６４－４０７８

申込み
お問合せ

11月３日木・

10：00～13：00
（受付9：30～12：00）
氷川の杜文化館
定員 48人

申込み制・500円

区民まつり茶会

11月5日土

10：00～13：00

日進公園コミュニティセンター体育室
定員 50人

観覧自由・無料

西部文化センターまつり＆バリアフリーフェスティバル
ホールにて展示会、13日のみロ
ビーにてバリアフリーフェスティバ
ルを開催します。
【申込み方法】
当日、直接、会場へ
【問合せ】
西部文化センター
TEL：048－625－3851

誰でも気軽に参加できるお茶会を
開催します。※参加費は当日徴収
※施設内は必ず靴下等着用
【申込み方法】
１０月１５日（土）１０:００より電話に
て受付
【問合せ】
氷川の杜文化館
TEL：048－648－1177

11月12日土・13日日

開演 10：00～16：00（両日とも）

西部文化センター
ロビー・１階多目的ホール
定員 200人

観覧自由・無料

浦和区民まつりと同日に茶会を開
催します。
※区民まつりが中止の場合は中止
※施設内は必ず靴下等着用
【申込み方法】
当日、直接、会場へ
【問合せ】
恭慶館
TEL：048－835－7450

11月6日日

10：00～14：00

恭慶館

定員 100人

当日先着順・無料

プラザイースト25周年 シネマパラダイス
午前の部「レゴ・ムービー」

レゴブロックの世界を舞台にした
映画を上演します。
【申込み方法】１０月２８日（金）
（必
着）までに、往復はがき（１家族１通）
に住所、氏名（ふりがな）
、電話番号、
参 加 希 望 人 数 を 記 入し、〒3360932 緑区中尾1440-8へ（抽選）
。
【問合せ】プラザイースト
TEL：
０４８－８７５－９９３３

11月27日日

開演 10：00

プラザイースト ホール
定員 395人

申込み制・無料

下記HPより、
ご希望のプログラムにお申込みください。
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
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）

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。

金曜日の芸術学校

公立文化施設の実験：市民による企画会議「アリオス・プランツ！」

福島県いわき市の文化施設「いわきアリオス」では2008年の開館当初、市民による企画会議に取り組みました。この事業に携わった森
隆一郎さん
（10月創設のアーツカウンシルさいたまプログラムディレクター就任予定）
に市民協働についてお話を伺います。
開催日時 10月14日㈮ 開演19:00 会場 RaiBoC Hall
（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 森隆一郎

深呼吸する水曜日

「音楽の再現と創造」

ロジャース：レッスンズ・オブ・ザ・スカイ 吉松隆：ファジー・バード・ソナタ 他
サクソフォンとピアノのために作曲されたクラシック音楽を中心に演奏します。
開催日時 10月19日㈬ 開演19:30 会場 RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
小ホール
講師・出演者 吉尾悠希、三塚汐莉

土曜アーツチャレンジ

定員

300人

○○の目線で描く

会場周辺を散歩して、虫・魚など、いつもとは違ういろいろな目線で、見たものをもとに絵を描きます。
開催日時 10月29日㈯ 開演14:00 会場 師岡制作所
（さいたま市見沼区膝子345-6）
ほか 定員 20人 講師・出演者 平川恒太

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 10月21日㈮ 開演19:00 会場 RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
５階情報発信コーナー
その他 オンライン
（Zoom）参加も可能です。ZoomのURLはお申込み後にお送りします。
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定員

30人程度

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。

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。
【記入例】

往復はがきの往信裏に、

返信表

往信裏

所

何も記入しない

名

こちらには、

住

〒○○○-○○○○

氏

・年齢（学年も必ず記入してください。）

返信裏

送付先の住所

・氏名（ふりがな）
（保護者も参加する場合はその方の氏名も記入してください。）

教室
」係
講座

・住所（市内在勤の方は勤務先名・住所も記入してください。）

往信表
〒○○○-○○○○

「○

共通事項

・教室又は講座名（希望コース・参加日時は必ず記入してください。）

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。

・教室又は講座名
・住所
・氏名（ふりがな）
・年齢
・電話番号
・その他

※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。

文化・芸術・趣味
陶芸講座Ⅲ

削りも含め作陶する講座です
費用

1,600円

問合せ・受付

対象 市内在住・在勤・在学の方
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 10/5㈬
〒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

電動ろくろ講座Ⅱ

中級者向け、電動ろくろで作品作りを楽しみます
費用

1,600円

問合せ・受付

18世紀のイタリア発祥で、小さなガラスのパーツを型枠にはめてプチチャームを作る講座を開催します
3,000円

問合せ・送付先

初心者を対象に上手な写真撮影を学びます
500円

問合せ・受付

ステンドグラスの基本を学びます
3,200円

問合せ・受付

日程 11月9日水 13:00～15:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区

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 10/25㈫
〒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

紙を巻いて作る

ペーパークイリング講座

細長い紙をくるくると巻きつけ、それを組み合せるペーパークラフトの講座を開催します
費用

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

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㈫より 9:00～17:00
〒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

ステンドグラス講座
費用

日程 11月5日土 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜 区

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 10/14㈮
〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト ☎︎048-858-9080

カメラマンデビュー講座
費用

日程 10月22日土・29日土・11月19日土 10:00～12:00（全3回）
会場 大宮工房館 大宮区

対象 市内在住・在勤・在学の方
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 10/7㈮
〒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

イタリアの伝統工芸 ミクロモザイク講座
費用

日程 10月19日水・26日水・11月16日水 10:00～12:00（全3回）
会場 大宮工房館 大宮区

3,000円

問合せ・送付先

日程 11月12日土 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜 区

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 10/14㈮
〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト ☎︎048-858-9080

東大宮地域コミュニティセンター5館連携事業

「動画で学ぶどこでも講座」プリザで作る正月ドア飾り
家でも施設でも、動画を視聴して作品作りをする講座を開催します

日程 11月12日土 10:00～12:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区 、七里・片柳コミュニティセンター 見沼区

※東大宮コミュニティセンター（見沼区）、高鼻コミュニティセンター（大宮区）はお問い合わせのみ

対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 40人
3,000円
申込み 各会場へ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 10/19㈬

費用

問合せ・受付

P13をご覧ください。
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文化・芸術・趣味
スティールパン体験会

最終日にはコンサートに出演し、1曲演奏を披露します

日程 11月13日㊐・20日㊐・27日㊐・12月4日㊐ 10:30～12:00（全4回）
会場 美園コミュニティセンター 緑 区

対象 市内在住・在勤・在学の小学生以上の方
定員 15人
申込み 来館・10/15㈯ 10:00～
500円
※受付開始時点で定員を超えた場合は、その場で抽選 ※10/16㈰から市外の方も電話申込み可能 ※12/4㈰体験会終了後、14:00から講師とコンサート出演予定
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

費用

その他

趣味の講座～木目込み人形～

日程 11月19日土・26日土 13:30～16:30（全2回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区

干支にちなんだ人形をつくります
費用

2,100円

問合せ・送付先

対象 市内在住・在勤の方
定員 20人
申込み 往復はがき・締切 10/15㈯
〒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

水彩画講座

日程 11月22日～12月27日（毎週火曜日） 13:30～16:00（全6回）
会場 プラザイースト 緑 区

初心者向けの水彩画講座を開催します
費用

3,000円

問合せ・送付先

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 11/1㈫
〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト ☎︎048-875-9933

鉛筆デッサン講座

日程 11月23日～12月28日（毎週水曜日） 13:30～16:00（全6回）
会場 プラザイースト 緑 区

初級者向けの鉛筆デッサン講座を開催します
費用

3,000円

問合せ・送付先

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 11/2㈬
〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト ☎︎048-875-9933

クラフトあ～と倶楽部～はりこのお面作り～
はりこのお面を作る講座を開催します
費用

1,000円

問合せ・送付先

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 10/14㈮
〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト ☎︎048-858-9080

東大宮地域コミュニティセンター5館連携事業

「動画で学ぶどこでも講座」水引で作る小川和紙のポチ袋＆マスクチャーム
家でも施設でも、動画を視聴して作品作りをする講座を開催します
費用

日程 11月25日㊎ 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜 区

日程 11月26日土 10:00～12:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区 、七里・片柳コミュニティセンター 見沼区

※東大宮コミュニティセンター（見沼区）、高鼻コミュニティセンター（大宮区）はお問い合わせのみ

2,000円
市内在住・在勤・在学の方
50人
各会場へ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 10/19㈬
対象

定員

申込み

木目込み人形講座

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

木目込み人形講座

令和5年の干支（卯年）にちなんだ人形を制作します
費用

2,100円

問合せ・送付先

P13をご覧ください。

日程 12月2日㊎・9日㊎ 13:30～16:00（全2回）
会場 市民会館いわつき 岩槻区

対象 市内在住・在勤・在学の18歳以上の方
定員 20人
2,200円
〒339-0052 さいたま市岩槻区太田3-1-1 市民会館いわつき

問合せ・受付

問合せ・受付

申込み 来館又は電話・9/28㈬ 10:00～
☎︎048-756-5151

日程 12月3日土・10日土 10:00～13:00（全2回）
会場 西部文化センター 西 区

対象 市内在住・在勤の中学生を除く、15歳以上の方
定員 18人
申込み 往復はがき・締切 10/22㈯
〒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

暮らしと社会
奇跡のタイムカプセル～南鴻沼遺跡講座～

与野郷土資料館との共催で遺跡の座学と出土品を見学します
費用

無料

問合せ・受付

定員 45人
申込み 電話・10/1㈯ 9:00～
その他【休館日】月曜日（祝日は除く）、祝日の翌日（土曜日・日曜日・祝日は除く）
市内在住・在勤・在学の方
〒338-0003 さいたま市中央区本町東3-5-23 地階 与野郷土資料館 ☎︎048-714-5471 開館時間：9:00～16:30

対象

夫婦で、親子で、そば打ち体験

夫婦や親子2人一組でそば打ち体験をする講座です
費用

日程 11月12日土 9:00～12:30（全1回）
会場 宮原コミュニティセンター 北 区

対象 市内在住・在勤の18歳以上の夫婦、親子
定員 5組10人
1組3,500円
〒331-0811 さいたま市北区吉野町2-195-1 宮原コミュニティセンター

問合せ・送付先
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日程 10月22日土 14:00～15:30（全1回）
会場 与野本町コミュニティセンター 中央区

2022/10

往復はがき・締切 10/24㈪
☎︎048-653-8558

申込み

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。

スポーツ・健康づくり
心と身体をメンテするヨガ講座

免疫力をアップさせ、心も身体も元気にする講座を開催します
費用

500円

定員 10人
申込み 往復はがき・締切 10/12㈬
その他 持ち物：ヨガマット又はバスタオル、タオル、飲み物
市内在住・在勤・在学の18歳以上の方
〒338-0005 さいたま市中央区桜丘2-6-28 西与野コミュニティホール ☎︎048-854-8584

対象

問合せ・送付先

自分改善！自宅でできる簡単トレーニング

自宅でできる筋トレや無理なく効果的なトレーニングを学びます
費用

日程 10月23日㊐・30日㊐ 10:00～12:00（全2回）
会場 西与野コミュニティホール 中央区

1,000円

問合せ・送付先

日程 11月5日土・12日土 10:00～12:00（全2回）
会場 七里コミュニティセンター 見沼区

対象 市内在住・在勤の方
定員 10人
申込み 往復はがき・締切 10/21㈮
〒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

子ども・子育て
・親子の時間
おはなし会

日程 10月20日㊍ 11:00～11:30（全1回）
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 会場 美園コミュニティセンター 緑 区
対象 2～3歳児とその保護者
定員 7組
無料
電話・10/13㈭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）
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

費用

申込み

地域の農園でいもほり収穫体験

近隣の農園で芋掘り体験と焼き芋を行います

その他

保護者の方はマスクの着用をお願いします。

日程 10月22日土 9:30～12:00（全1回）
会場 美園農園 緑 区

対象 市内在住・在学の小学生とその家族
定員 8家族32人
申込み 往復はがき・締切 9/22㈭
1家族1,000円
（1家族4人まで可能）
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

費用

その他

親子講座～田舎まんじゅう～

親子で一緒にあんこ入り田舎まんじゅうを作ります
費用

1,000円

問合せ・受付

対象 市内在住・在学の小学生とその保護者
定員 4組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 10/15㈯
〒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

親子講座～手軽にストレッチ～

おうちで親子で手軽に出来るストレッチ講座を開催します
費用

1,000円

問合せ・受付

日程 11月13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

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 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 10/15㈯
〒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

はじめての茶道体験

幼稚園児対象の茶道体験会を開催します
費用

日程 11月3日㊍・
9:30～12:00
（全1回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区

無料

問合せ・送付先

日程 11月27日㊐ 10:00～12:00（全1回）
会場 恭慶館 浦和区

対象 幼稚園児とその保護者
定員 10組20人
申込み 往復はがき・締切 10/31㈪
〒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「はじめての茶道体験」係

☎︎048-835-7450

技能・資格・教養
魅力的なプレゼン資料を作ろう！パワーポイント講座
パワーポイントの基礎を学びます
費用

日程 11月12日土・13日㊐ 10:00～16:00（全2回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区

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 10/18㈫
2.000円
〒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ィング301・401 下落合コミュニティセンター ☎︎048-834-0570

問合せ・受付

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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エッセ イ

Essay

～レシピ編～「旬の野菜を楽しもう
！」
新米の出揃う季節になりました。

７月頃に九州から始まり、８月に近畿・東海・北陸、そして９月には関東・東北・北海道で

生産された新米が店頭に並びます。産地、銘柄、収穫時期、栽培方法など色々な工夫が施
され、味覚の違ったお米が売られています。各地のお米の特徴を調べ、自分好みの種類の
お米を見つけるのも楽しみの一つです。今回は新米を使い、旬の味覚であるきのこと一緒
に召し上がっていただくレシピです。現在きのこが原木栽培だけではなく、工場栽培でも生産されていて、一年中品質や価格が安定
しています。きのこには旬がないように思われるかもしれません。きのこの一種である「松茸」は、秋の味覚として有名です。この季
節にしか味わうことができない食材の一つです。天然のきのこは秋に旬を迎えます。きのこに含まれる栄養素はビタミンB1、B2、ビ
タミンD、食物繊維などが入っています。また低カロリーなので、ダイエットに向いている食品で、生活習慣病が気になっている方
にもおすすめです。新米のみずみずしさ、炊くとツヤツヤで光っています。是非おうちご飯にお召し上がりください。
●しいたけごはん

【材料】
・お米
2合
・醤油 大さじ1.5
・酒
大さじ1
・みりん 大さじ1

・塩
ひとつまみ
・顆粒だし 小さじ1
・しいたけ 100g
・細ねぎ
3本

●きのこバター醬油

【材料】
・エリンギ・舞茸・しめじ
・バター
・醬油
・パセリのみじん切り

合わせて300g位
20g
大さじ1

【作り方】
①お米を洗い、炊飯器に入れ、調味料と水を加え、2合の目盛りにする。
②しいたけは軸を切り、1cm弱にうす切り。油あげは湯通しをして、みじん切りし、
細ねぎは小口切りにする。
③しいたけと油あげを加え、炊飯する。
④ご飯を器に盛り、細ねぎを散らす。
【作り方】
①エリンギは食べやすい長さに切り、5mm程のうす切りに。しめじは軸を落とし小房、
舞茸も小房に分ける。
②フライパンをあたため、きのこを加え、あまり動かさずに焼き付ける。
③焼き色がつき、しんなりしたらバターを入れる。醬油はなべ肌から回し入れる。
④お皿に盛り、パセリを散らす。

■執筆者プロフィール
料理教室講師

星野 弘子
（ほしの ひろこ）

さいたま市在住、東京家政大学栄養学科卒業
日々の食生活を通じて健康を維持することが大切だと考え、家庭料理などの料理教室に携わっています。
主にマクロビオティックや雑穀、ハーブ、飾り巻き寿司、食育を学びました。現在は「埼玉県地域デビュー楽しみ隊」
の一員として、地域の方々と一緒に料理を作り、笑顔で「美味しいね」と言い合える、新しい仲間を作る活動に関
わっています。また、さいたま市ラウンドコーディネーター、公益社団法人さいたま観光国際協会に参加してい
ます。自宅ではガーデニングや野菜とハーブ作りを楽しんでいます。

チ ャ レ

参加者
募集

ン

ジ

Challenge

アコースティックギター（フォークギター）ワークショップ＆発表会
講師にギタリストの榎本大介氏を迎え、アコースティックギターを楽しく学ぶ初心者向けワークショップです。

令和５年２月26日㈰ 14:00開演
RaiBoC Hall（市民会館おおみや） 小ホール
11月17日㈭〜令和5年2月9日㈭の毎週木曜日
練習日時・
各日18:00〜20:55（全12回）
会場
RaiBoC Hall（市民会館おおみや）小ホール、リハーサルルーム
市内在住・在勤・在学の方（中学生以上）・22人程度
対象・定員
※応募者多数の場合は抽選となります。
参加費
20,000円 楽器は各自ご用意ください。
【説明会】11月10日㈭ 19:00〜
その他
RaiBoC Hall（市民会館おおみや） 小ホール
開催日時・
会場

参加者
募集
開催日時・
会場
練習日時・
会場
対象・定員
参加費

12

申込み先

締切日

お問合せ

往復はがき（１人１通）に住所、氏名（ふりがな）
、年齢、
電話番号を記入の上、下記までご応募ください。
〒330‐0846 さいたま市大宮区大門町2-118
大宮門街4F
RaiBoC Hall（市民会館おおみや）
「アコースティックギターワークショップ＆発表会参加
者募集」係まで
10月20日㈭必着
RaiBoC Hall（市民会館おおみや） 048-641-6131

伝統芸能体験教室
「お囃子（おはやし）」を体験し、伝統芸能普及フェスティバル内で発表をします。

11月20日㈰ 13:00〜16:00
プラザイースト ホール
11月13日㈰ 13:00〜15:00、19日㈯ 10:00〜11:00
20日㈰ 11:00〜16:00（全3回）
プラザイースト フィットネスルーム・ホール
小学２年生以上の方・10人
小・中学生500円、高校生以上1,000円
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応募方法

応募方法
申込み先
締切日

お問合せ

氏名・年齢・電話番号をメールにて送信いただくか、
電話又は窓口にてお申し込み下さい。
Ｅpla-e@saitama-culture.jp
「伝統芸能体験教室 参加希望」まで
10月28日㈮
プラザイースト 048-875-9933

（公財）さいたま市文化振興事業団

管理施設一覧

文化施設
レ イ ボ ッ ク ホール

さいたま市文化センター

Ｒａ
ｉ
ＢｏＣＨａ
ｌ
ｌ（さいたま市民会館おおみや）

3０４８ ８６６ ３１７１ 6０４８ ８３７ ２５７２

〒336‑0024 さいたま市南区根岸1‑7‑1
10月の休館日…3日・11日・17日・24日・31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

プラザイースト

プラザウエスト

〒336 0932 さいたま市緑区中尾1440 8
10月の休館日…24日

〒338 0835 さいたま市桜区道場4 3 1
10月の休館日…11日・24日

3０４８ ８７５ ９９３３ 6０４８ ８７５ ９９６０

3０４８ ８５８ ９０８０ 6０４８ ８５８ ９０２０

さいたま市民会館いわつき

3０４８ ７５６ ５１５１ 6０４８ ７５６ ５１５２

〒339 0052 さいたま市岩槻区太田3 1 1
10月の休館日…3日・17日・24日・31日
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。

コミュニティ施設（市民活動支援施設を含む）
東大宮コミュニティセンター

高鼻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
令和４年11月１日
（火）
〜令和５年８月31日
（木）

〒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 ６６７ ５６０４ 6０４８ ６５４ ５５９４

施設の中規模修繕に伴い休館になります。
休館中は片柳コミュニティセンターにて臨時窓口を
開設しています。

3０４８ ６４４ ３３６０ 6０４８ ６４４ ３３６１

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。

大宮工房館

七里コミュニティセンター

宮原コミュニティセンター

3０４８ ６４５ ３８３８ 6０４８ ６４５ ３８８１

3０４８ ６８７ ３６８８ 6０４８ ６８７ ３７０５

3０４８ ６５３ ８５５８ 6０４８ ６５３ ８５４１

〒330 0804 さいたま市大宮区堀の内町1 577 3

〒337 0014

〒331 0811

与野本町コミュニティセンター

西与野コミュニティホール

上峰コミュニティホール

3０４８ ８５３ ７２３２ 6０４８ ８５７ １０９６

3・6０４８ ８５４ ８５８４

3・6０４８ ８５２ ０１２１

〒338 0003

〒338 0005

〒338 0014

さいたま市中央区本町東3 5 43

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

さいたま市見沼区大字大谷1210

さいたま市中央区桜丘2 6 28

さいたま市北区吉野町2 195 1

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

片柳コミュニティセンター

3０４８ ８３４ ０５７０ 6０４８ ８３４ ０５８０

3０４８ ６８6 ８６６６ 6０４８ ６８６ ２９９９

〒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 ノースウィング301・401

〒337 0026

さいたま市見沼区染谷3 147 1

浦和コミュニティセンター

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

3０４８ ８８７ ６５６５ 6０４８ ８８７ ７０９０

3・6０４８ ８８６ ５８５６

3０４８ ７５８ １９８０ 6０４８ ７５８ １９８５

〒336 0016

〒339 0057

〒330 0055 さいたま市浦和区東高砂町11 1
コムナーレ10F

さいたま市南区大谷場2 6 25

さいたま市岩槻区本町1 10 7

岩槻駅東口コミュニティセンター

日進公園コミュニティセンター

3０４８ ７５８ ６５００ 6０４８ ７５８ ６５２１

3・6０４８ ６６４ ４０７８

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

〒339 0057

〒331 0823

〒339 0005

さいたま市岩槻区本町3 1 1

さいたま市北区日進町1 312 2

美園コミュニティセンター

さいたま市市民活動サポートセンター

3０４８ 764‒8810

3０４８ 813 6400 6０48 887 0161

〒336-0967

6０48 764 9310

さいたま市緑区美園4-19-1

3０４８ ７５６ ６０００ 6０４８ ７５６ ６０３６

さいたま市岩槻区東岩槻6 6

〒330‑0055 さいたま市浦和区東高砂町11‑1
コムナーレ9F

伝統文化施設
氷川の杜文化館

恭慶館

〒330 0803 さいたま市大宮区高鼻町2 262 1
10月の休館日…17日

〒330 0061 さいたま市浦和区常盤9 30 5
10月の休館日…3日・11日・17日・24日・31日

3０４８ ６４８ １１７７ 6０４８ ６４８ １３１１

3０４８ ８３５ ７４５０ 6０４８ ８３５ ７４５３

盆栽四季の家
3０４８ 664 1636
〒331‑0805

さいたま市北区盆栽町267‑1
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イベントカレンダー
ホール

8

10

13

15

演

名

場

開演時間

問い合わせ

18:00

8,800円
(全席指定)

チケットポート
03-6327-3710

美子の部屋・善チャンネルコラボ
井上善策・美紗子リサイタル

さいたま市文化センター

14:00

3,000円
(全席自由)

音故知新
担当 小林
048-717-3122

Singer's Cup

プラザイースト

11:40

入場無料

Singerʼs
担当 船原
080-4731-9348

大ホール

小ホール

ホール

三浦祐太朗 10th Anniversary Tour
「AND YOU」

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

15:00

6,000円
（全席指定）

イズム
048-872-1113

14:30

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
（全席指定）

松山バレエ団公演事務局
03-3408-7939

松山バレエ団2022年 Xmas 公演

さいたま市文化センター

第７回太極拳愛好連合会演武会

プラザイースト

12:00

3,000円

担当 鈴木
070-5556-8332

アロハ ユー フラ ホイケ 2022

プラザイースト

13:00

入場無料

担当 谷野
048-874-3667

ミニコンサート

プラザイースト

10:30

入場無料

担当 多筥
（タハコ）
090-6176-9233

プラザイースト

12:00

入場無料

プラザイースト
048-875-9933

ロビーコンサート

大ホール

ホール
ホール
ホール

Vol.26

エントランス

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

第22回三曲演奏会

さいたま市文化センター

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

小ホール

ホール

16:00

11:00

15:00

前売1,000円
当日1,500円
（全席自由）

浦和フィル事務局
担当 庄子
070-5452-4754
Ｈhttps://www.urawaphil.com/

18:30

S席 5,000円
A席 4,000円
B席 3,000円
（全席指定）
3,500円
（全席指定）

20
22

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

プラザウエスト
さくらホール

14:00

不登校や引きこもりの方の保護者の会
「つながるカフェドーナツ」

プラザイースト

11:00

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

プラザイースト

15:00

第22回 さいたま市民音楽祭

さいたま市文化センター

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〜

2022/10

第3セミナールーム

ホール

大・小ホール

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
小ホール

さいたま市三曲協会
担当 柘植
048-822-0264
プラザウエスト
048-858-9080

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

入場無料

一般社団法人文果組
048-767-6200

大人2,000円
小学生以下無料
（全席指定）

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

大ホール

大人1,800円
大学生以下1,000円
（全席自由）

14:00

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）

30

入場方法

さいたま市文化センター

浦和フィルハーモニー管弦楽団
第69回定期演奏会

23

14

会

令和4年/9/1現在

さだまさしコンサートツアー2022
〜孤悲〜

文果祭〜クラシック編
究極の管楽器アンサンブル

16

10 月

※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

6

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。

10:00

15:00

入場無料
予約制
4,500円
（全席指定）

入場自由・無料
大人3,500円
大学生以下2,000円
（全席指定）

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
048-641-6131
プラザウエスト
048-858-9080
担当 福山
070-3275-5896

プラザイースト
048-875-9933
さいたま市民音楽祭
実行委員会事務局
048-866-3467
文果組
048-767-6200

展示

※開催期間内に施設が休館している場合がございます。
※各施設の休館日はP13をご覧ください。
催

10月

▼

10月７
10月５
▼

10月９
10月10
▼

10月16
10月15
▼

10月30
10月18
▼

10月23
10月21
▼

10月23
10月24
▼

10月29
10月29
▼

10月30

物

名

会

場

開催時間

ひまわりの会絵画展

氷川の杜文化館

水墨画、彩墨画、工筆画の展示

さいたま市文化センター

第九回

氷川の杜文化館

第10回

入場自由・無料

ひまわりの会
担当 羽成
048-673-7117

10:00▶17:00

入場自由・無料

担当 山口
090-4968-6374

9:30▶16:30
10日は13:00から
16日は15:00まで

入場自由・無料

四季彩会
担当 青木
048-687-9660

8:30▶21:00
30日㈰は15:00まで

入場自由・無料

ふれあいプラザいわつき
048-756-6000

10:00▶17:00
18日は13:00から
23日は15:00まで

入場自由・無料

明水会
担当 神方
048-622-2037

展示室

展示場

地域連絡協力校
「児童・生徒作品展示会」
上里小学校・東岩槻小学校・徳力小学校・
川通中学校

ふれあいプラザ
いわつき
1階ロビー

氷川の杜文化館

明水会水彩画展

展示場

勇気と希望の教室

市民活動
サポートセンター

大宮水彩クラブ作品展

氷川の杜文化館

花の輪・人の輪

市民活動
サポートセンター

10:00▶17:00
21日は10:10から
入場自由・無料
23日は9:00から16:00まで

多目的展示コーナー
展示場

みんなの花展

問い合わせ

10:00▶17:00
1日は13:00から
7日は15:30まで

展示場

四季彩会展

入場方法

多目的展示コーナー

10:00▶17:00
24日は13:00から
29日は15:00まで

入場自由・無料

9:30▶17:00
29日は13:00から
30日は15:00まで

入場自由・無料

NPO法人アソマナ
担当 太田
048-866-0000
大宮水彩クラブ
担当 永山
090-4138-6694
いけばな小原流浦和支部
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）

イ ン フォメ ー ション

ƈȃǩǮ Information
申込み・お問合せ

⬅公式サイト
「さポット」
は
こちら

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

さポ ット 相談

法律相談
開催日時

弁護士による市民活動についての無料相談を行います

市民活動団体・各1団体

会計相談
開催日時

市民活動のための無料相談を行っています

10月6日㈭・13日㈭・20日㈭・27日㈭

対象・定員

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。

申込方法

①15:00〜

②16:00〜

③17:00〜

当日、来館にて受付
（先着順）

④18:00〜

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

10月21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

10月7日㈮〜14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。
申込期間

さポ ット 講座

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

印刷作業室 de ポスターづくり講座

サポートセンターの印刷作業室の機器を使い、ポスターを作る方法をお伝えします
開催日時
申込方法

10月8日㈯

14:00〜15:00

全1回

電話・メールにて受付中（先着順）

対象・定員

その他

NPOや市民活動をしている方・10人

費用

持ち物：筆記用具

無料

パソコンではじめるZoom講座

自分のパソコンを使って、オンライン会議ツールZoomの使い方が学べる講座を開催します
開催日時

10月23日㈰、30日㈰

対象・定員
申込方法

14:00〜16:30

全2回

ＮＰＯ、市民活動をしている方または市民活動を始めようと考えている方・15人

電話・メールにて受付中（先着順） その他 持ち物：パソコン・筆記用具

費用

無料

※詳しくは当センターまでお問い合わせください

2022/10

15

チ ャ レ

練習日時・
会場
開催日時・
会場
対象・定員
参加費

16

ジ

Challenge

ジャズ体験ワークショップ

ジャズ演奏のワークショップを開催します。最終回はプロの演奏家と一緒に演奏します。

11月26日㈯、12月3日㈯
12月17日㈯

14:00〜17:00

9:00〜16:00

応募方法

岩槻駅東口コミュニティセンター
12月17日㈯ 13:00〜16:00
岩槻駅東口コミュニティセンター

ミニホール

申込み先

ミニホール

締切日

3,500円

編集・発行

（公財）さいたま市文化振興事業団

WEB
TEL

市内在住・在勤・在学（高校生以上）で３年以上の管楽器経験のある方・20人

2022/10

さいたま市生涯学習システムWEB又は電話
申込（抽選）

※午前中はリハーサル （全3回）

お問合せ

https://gakushu.city.saitama.jp/

048-758-6500

10月29日㈯
岩槻駅東口コミュニティセンター
048-758-6500

https://saitama-culture.jp/

さいたま市南区根岸1‑7‑1 Ｔ048‑866‑3467

さいたま市文化振興事業団

LINE で
検索

⬆

参加者
募集

ン

友だちになろう！

