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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

アコースティック・
インストゥルメンタル・ユニット

TSUKEMEN
Wヴァイオリン&ピアノによる 3 人組アンサンブル・ユニット 。

撮影場所協力：パルテノン多摩

日本全国のみならず欧米・アジアなど世界で600本を超える公演を開催。40万人以上の観
客を動員。リリースしたCDはクラシック・チャート1位を次々と獲得。ルーツであるクラ
シックをはじめ、映画音楽・ジャズ・ポップス・ロック・アニメなど 幅広いジャンルのカバー
曲、インストのみならず合唱曲・組曲など様々なスタイルのオリジナル曲までを演奏。

TAIRIK ／ヴァイオリン・ヴィオラ （写真・左）
心揺さぶるヴァイオリンとヴィオラの二刀流プレイヤー。TSUKEMENのリーダー。
1984年8月11日生まれ。長野県出身。4歳からヴァイオリンを始める。
2010年3月に桐朋学園大学音楽学部大学院を卒業。
SUGURU ／ピアノ （写真・中央）
虹色の音色で聴衆を魅了する鍵盤の上のファンタジスタ。
1985年12月8日生まれ。広島県出身。4歳からピアノを始める。
2010年3月に桐朋学園大学音楽学部研究生修了。
KENTA ／ヴァイオリン （写真・右）

変幻自在に音を操るヴァイオリン・マジシャン。魅惑のセクシー・ダンディ。
1984年10月24日生まれ。熊本県出身。5歳からヴァイオリンを始める。
2007年3月に東京音楽大学を卒業。

今月のArtist Interviewは令和5年2月4日（土）さいたま市文化センター小ホールで開催される「TSUKEMEN CONCERT

the BEST」に出演されるTSUKEMENのTAIRIKさん、SUGURUさん、KENTAさんです。デビュー15周年を目前に控え
た皆さんにこれまでの活動を振り返っていただき、今後に向けたお話も伺いました。
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皆さんは間もなくデビュー15周年を迎えられます。

これから更なる将来を見据えて活動されていくと思いますが、

TAIRIK——デビューして間もない頃ですが、当時の事務所の社

TAIRIK——私たちにとって最終的なゴールは多分ないんだろう

これまでの活動の中で印象的だった出来事を教えてください。

長はすごく印象的な人でした。その人のおかげでデビューする
ことができたのですが、私たちが一人前の音楽家になれるよう

に頻繁に海外に連れて行ってくれたんです。現地でコンサート
やレコーディングを行ったことで、かけがえのない心の財産を
たくさん得ることができました。今思うと、私たちの将来に対
して投資してくれていたんだなと感じています。
KENTA——３人で「時を超える絆」という合唱曲を作ったことも
ありましたね。それまではメンバーそれぞれがオリジナル曲を
作っていましたが、３人で一つの曲を作ったのはこれが初めて
でした。地方をツアーで回ったときにこの曲を各地の学生さん
と一緒に披露して、それぞれの思いが込められた歌声にすごく
感動しました。
今回のツアータイトルは
「the BEST」
と銘打っていますが、
そこに込められた思いや意気込みを教えてください。
SUGURU——ここ数年はコロナによって
コンサートを行うことが難しい時期も続
いたので、空白の期間ができてしまいま
した。その中で今年の４月に以前の事務
所から独立もしましたし、ファンの方々
に対して改めて私たちの魅力や決意を伝
えていきたいと思ったんです。これまで
は毎年新譜を出すことに集中していて、
過去を振り返るような機会は多くありませんでした。そのため
デビュー15周年を前に、ファンの方とこれまでの歩みを振り
返るベストアルバムのようなコンサートをやりたいなと思った
んです。
KENTA——これまではニューアルバムを出して、その収録曲を
メインにツアーをやることがほとんどでした。でも今回は私た
ちがこれまでに発表した100曲以上ある楽曲の中から、これな
らファンの皆さんが楽しめるだろうなと思える曲たちを惜しみ
なく披露する予定です。15周年に向けてTSUKEMENの真骨頂
といえるような、五感で楽しめるコンサートをお見せしたいと
思っています。
皆さんは生のコンサートを一番大事にされているグルーブだなと
いう印象があります。やはりお客様の前だけで味わえる醍醐味が
あるのでしょうか。
TAIRIK——もちろんお客様に楽しんでも
らうことが第一ですが、最近は３人それ
ぞれの歯車が嚙み合って演奏しているこ
とを実感できると気持ちいいですね。私
たちが気持ちよく演奏していることはお
客様にも必ず伝わると思うので、まずは
自分たちが楽しむことを大事にしていま
す。あとは会場によってホールの大きさ
や音の響き方なども全然違うので、その違いも楽しみながら演
奏しています。
SUGURU——お客様の前で演奏する緊張感も醍醐味の一つだと
思っています。お客様一人ひとりが様々な思いを抱きながらそ
の日のコンサートに来てくださっているので、最高の時間をお
届けしたいんです。来てくれた方には「今日のTSUKEMENは
今までで最高だったね」と思ってもらえるくらいの演奏をする
という責任感を持ちながら日々ステージに立っています。ス
テージ上での振る舞いはお客様の前に立たないとレベルアップ
できないので、コンサートでしか得ることのできない大事な経
験です。

皆さんが最終的に目標としていることはなんですか。

なと思います。でも、メンバーそれぞれがTSUKEMENという

グループに対して、新鮮な気持ちを持ってワクワクしながら活

動を続けていきたいですね。
SUGURU——私たちが20代前半でデビューしたときから応援し
てくれている方もたくさんいますし、その方々と一緒に年齢を
重ねながらこれからも歩んでいけたらいいですね。３人で活動
していく中で迷ったり、悩んだりすることも当然あると思いま
すが、そんな時でもチームとしてあり続けることが大事だと感
じています。皆が元気なうちは集まって楽しいことをし続けた
いですね。
KENTA——TSUKEMENと し て も っ と 影
響力を持ちたいんです。私たちの演奏を
聴いてくれた方が優しい気持ちになって、
更にその優しさを家族や友人に分けてく
れたらと思います。そういう人たちを
もっと増やして、TSUKEMENに会いに
行きたいなと思ってもらえる影響力を手
に入れたいですね。まだまだ私たちも成
長できるなと思っていますし、３人で楽しみながら多くの方に
演奏を届けていきたいです。
最後に公演を楽しみにされている方や読者の方にメッセージを
お願いします。
TAIRIK——私たちのことをずっと応援してくださっている方も、
このインタビューで知ってくださった方も、会場に来ていただ
いたら絶対に後悔はさせません。ちょっと変わったグループ名
の私たちですが、少しでも気になった方はお気軽に遊びに来て
くれたら嬉しいです。
SUGURU——もしかしたらこのコロナ禍でコンサートに行きづ
らいと感じている方もいらっしゃるかもしれません。ですが、
私たちのコンサートはお客様同士が声を出したりすることもな
いようなコンサートなので安心して楽しんでいただけると思い
ます。音楽には人を癒す力があるので、日常のストレスや不安
から少しでも解放されるような時間をお届けします。
KENTA——TSUKEMENならではの、五感で楽しめる極上のサ
ウンドを聴きに来てください。会場でお待ちしています。

16ページにプレゼントのお知らせがあります!

TSUKEMEN
CONCERT the BEST

OK！

11月12日（土）10：00より発売開始

※11月13日（日）9：00より窓口にて購入も可
2023年に結成15周年を控えるTSUKEMEN。
原点回帰しデビューからの軌跡をたどる、ベス
ト盤的コンサートを開催！

令和
５年

2月4日土

開演 15：00

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

4,500円（全席指定） 未就学児不可

友の会料金
4,000円
先行予約日
11月10日木・11日金
各日10：00より発売開始
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チケットのお求め・お問合せは
【サクラ】

3048–866–4600

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。

西部文化センター

プラザイースト

3 ０４８-８７５-９９３３（9:00〜21:00）
OK！

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。

SaCLaアーツコンサート・冬
島貫 愛ピアノ・リサイタル

10月22日(土)10：00より発売開始
※10月23日
（日）
9：00より窓口にて購入も可

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。
【演奏予定曲】
シューベルト＝リスト：セレナーデ
シューベルト＝リスト：糸を紡ぐグレートヒェン
グノー＝リスト：歌劇「ファウスト」よりワルツ 他
令和
５年

１月８日日

開演 14：00

市民会館いわつき ホール

3048-756-5151（9:00〜19:00）

500円（全席指定） 未就学児不可

さいたま能
狂言「ぬけから」
・能「巴」

OK！

１１月5日（土）１０
：
００より発売開始

048–758–6500

※11月6日（日）9：00より電話予約または窓口にて購入も可

文化センターで、本格的な能楽公演をお楽し
みください。
【出演】大島輝久 他
※1月20日（金）17:00～無料能舞台見学会あり

１月21日土

チケットは岩槻駅東口コミュ
ニティセンターのみで発売

11月5日（土）10：00より来館にて発売開始

※１１月6日（日）９
：
００より窓口にて購入も可

令和
５年

クリスマスコンサート

次代を担う期待の俊英ヴァイオリニスト中野り
なのコンサートを開催します。

開演 14：00

さいたま市文化センター 小ホール

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

大人3,000円 大学生以下2,500円（全席指定）
中学生以下無料 未就学児不可

提供：大島能楽堂

友の会料金 2,500円
先行予約日 11月4日金
10：00より発売開始

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
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12月10日土

開演 14：00

岩槻駅東口コミュニティセンター
ミニホール
3048-758-6500
（9:00〜19:00）

700円（全席自由） 未就学児不可

中野りな

チケットは与野本町コミュ
ニティセンターのみで発売

三遊亭彩大独演会

048–853–7232

１１月１３日（日）１０
：
００より受付開始

１１月６日（日）１０：００より来館にて発売開始

山田流箏曲演奏家上原真佐輝、伊藤ちひろ、
長唄三味線演奏家田口拓による邦楽鑑賞会を
開催します。

さいたま市内在住の三遊亭彩大による落語会
を開催します。

12月10日土

開演 10：00

12月４日日

与野本町コミュニティセンター
多目的ルーム
（大）

氷川の杜文化館

3048-853-7232（9:00〜21:00）

三遊亭彩大

RaiBoC寄席

OK！

11月19日（土）10：00より発売開始

伊藤ちひろ

田口拓

伝承の間

1,000円（全席指定） 未就学児不可

藤原道山 早春尺八コンサート「雙-SO-」

OK！

※11月27日（日）9：00より窓口にて購入も可

豪華メンバーで笑いをお届けします。
三遊亭鬼丸

神田伯山

瀧川鯉斗

開演 14：00

藤原道山による尺八とピアノとのデュオコンサートを
開催します。【出演】藤原道山（尺八）、Keiko（ピアノ）
【演奏予定曲】曙光、東風、Stillness and Motion 他
令和
５年

レイボック ホール

２月25日土

開演 15：00

さいたま市文化センター 小ホール

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

上原真佐輝

11月26日（土）10：00より発売開始

※11月20日（日）9：00より窓口にて購入も可

２月11日土・

開演 14：00

3048–648–1177
（9：00〜19：00）

500円（全席自由） 未就学児不可

令和
５年

チケットは氷川の
杜文化館窓口のみ
で受付

物語を奏でる箏曲

さらば青春の光

わらふぢなるお

友の会料金 S席3,500円 A席3,000円
B席2,500円 先行予約日 11月17日木・
18日金各日10：00より発売開始

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

おすすめ公演情報
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

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

4,000円（全席指定） 未就学児不可

友の会料金 3,600円
先行予約日 11月24日木・25日金
各日10：00より発売開始

※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。

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

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
レイボック ホール

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

開演 18：30

10月30日日

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4,000円
B席3,000円（全席指定） 未就学児不可

レイボック ホール

開演 15：00

RaiBoC Hall（市民会館おおみや） 小ホール
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

家族でエンジョイ！ザッキー&メグムンの
BooBooサックス
発売中

OK！

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

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!

開演 14：00

11月５日土

プラザイースト ホール

3048–875–9933
（9:00〜21:00）

大人1,000円

3048-866-3171（9:00〜19:00）

小学生以下500円

（全席指定） ２歳以下膝上鑑賞無料

開演 14：30

さいたま市文化センター 小ホール
2,000円（全席指定） 未就学児不可

ザッキー&メグムン

文化庁「ARTS for the future!２」
補助対象事業

文化庁

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」

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。
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小曽根真×塩谷哲
DUET２０２２

OK！

発売中

OK！

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
レイボック ホール

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。

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）

小曽根真

塩谷哲

©Kazuyoshi Shimomura

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

友の会料金 Ｓ席4,000円
Ａ席3,500円 Ｂ席3,000円

文化庁「ARTS for the future!２」
補助対象事業

気軽にクラシックvol.46
森麻季ソプラノ・リサイタル

OK！

発売中

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

スティールパンコンサート

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

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

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

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

森麻季

©Yuji Hori

友の会料金 3,000円

文化庁「ARTS for the future!２」
補助対象事業

国指定重要無形民俗文化財
淡路人形浄瑠璃

OK！

発売中

出口

開演 14：00

雅生

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）

500円（全席自由） ３歳以下膝上鑑賞無料

Ｐｅ
ｌ
ｅ

ケロポンズ
クリスマスコンサート

OK！

発売中

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
レイボック ホール

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

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

3048-641-6131（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

3048-858-9080（9:00〜21:00）

戎舞

友の会料金 大人2,500円

中学生以下1,000円

文化庁「ARTS for the future!２」
補助対象事業

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～
発売中

OK！

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

RaiBoC Hall（レイボックホール）
ニューイヤーコンサート2023

OK！

発売中
新年を祝うRaiBoC Hallのニューイヤーコンサート！
司会に朝岡聡、ゲストにソプラノの森麻季を迎え、
新春にふさわしい名曲コンサートを開催します。

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

12月23日金

令和
５年

開演 14：00

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） 未就学児不可
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１月７日土

レイボック ホール

開演 15：00

指揮:梅田俊明
ⒸK.Miura

ソプラノ:森麻季
ⒸYuji Hori

司会:朝岡聡

RaiBoC Hall（市民会館おおみや） 大ホール

さいたま市文化センター 小ホール

6

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

3048-641-6131
（9:00〜19:00）
こもれびクインテット

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）。

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

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！

発売中

OK！

発売中

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
令和
５年

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

１月14日土

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、ナビゲーター：松浦景子、
演奏：シアター オーケストラ トーキョー、バレエ：Kバレエ カンパニー
令和
５年

開演 14：00

開演 15：00

さいたま市文化センター 大ホール

プラザウエスト さくらホール

3048-866–3171（9:00〜19：00）

3048-858-9080
（9:00〜21:00）

大人1,000円

１月14日土

ⒸJin Kimoto

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

小学生以下500円

（全席指定） ２歳以下膝上鑑賞無料

©K-BALLET
COMPANY

友の会料金 S席3,800円
A席3,300円 B席2,800円

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。

日進公園コミセン
レクフェスタ

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

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

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

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

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

馬宮コミセンまつり
（舞台発表・作品展示会）
当館利用団体による日頃の活動の
成果発表です。
【申込み方法】
当日、直接、会場へ
【問合せ】
馬宮コミュニティセンター
TEL：048－625－8821

11月19日土・20日日

10：00～16：00
※20日
（日）
は12：00まで
（作品展示会のみ15：00まで）
馬宮コミュニティセンター全館
観覧自由・無料

観覧自由・無料

七里コミセンまつり
七里コミュニティセンター利用団
体による作品展示(体験コーナー）
舞台発表を開催します。
【申込み方法】
当日、直接、会場へ
【問合せ】
七里コミュニティセンター
TEL：048－687－3688

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

第９回さいたま伝統芸能普及フェスティバル

11月19日土・20日日

10:00～16：30(予定）

七里コミュニティセンター全館
観覧自由・無料

さいたま市指定の文化財を中心に
伝統文化を紹介します。「伝統芸
能体験教室」参加者の発表会があ
ります。
【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

11月20日日

開演 13：00

プラザイースト ホール
定員395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。

当日先着順・無料

2022/11
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プラザイーストアニバーサリーフェスティバル
劇団Liebe立体的朗読劇「人魚姫」

宮原コミセン舞台まつり2022
日頃宮原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。ロビーで野菜販売等も行
います。
【申込み方法】
当日、直接、会場へ
【問合せ】
宮原コミュニティセンター
TEL：048－653－8558

11月26日土・27日日

開演 各日10：00～15：00(予定)
宮原コミュニティセンター
多目的ホール

11月27日日

開演 13：30

開場は開演の30分前から

プラザイースト ホール
定員395人

当日先着順・無料

花展
さいたま市いけばな芸術協会によ
る華道作品展示会を開催します。
※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

12月２日金～４日日

10：00～16：30※4日は15：00
まで（入場は終了30分前まで）
恭慶館

さいたま能
～鉄道博物館 ナイトミュージアムで楽しむ能の世界～

8
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開演 12：00

当日先着順・無料

埼玉フィルハーモニー管弦楽団
第８２回定期演奏会
【出演】指揮：泉翔士
【プログラム】ベートーヴェン／歌
劇「フィデリオ」序曲
ベートー
ヴェン／交響曲第1番 ハ長調
作品21
ブルックナー／交響曲
第2番 ハ短調
【申込み方法】
当日、直接、会場へ
【問合せ】埼玉フィルハーモニー管
弦楽団 森岡
TEL：090－5793－9071

11月27日日

開演 14：00

さいたま市文化センター 大ホール
定員1,000人

当日先着順・無料

クリスマスコンサート

観覧自由・無料

鉄道博物館で能楽師の大島輝久
氏による能の実演をご覧頂きます
（本公演はP.4へ）
。
【申込み方法】
12月1日（木）～8日（木）に専用サイト
（https://formok.com/f/jzwj9c7j）
にて受付（応募多数の場合、抽選）。
※結果は全員にお知らせします。
【問合せ】
SaCLaインフォメーションセンター
TEL：048－866－4600

11月27日日

プラザイースト エントランス
定員100人

観覧自由・無料

プラザイーストアニバーサリーフェスティバル
シネマパラダイス午後の部「ミッキーマウス ミッキーのがんばれサーカス」他
プラザイースト開館25周年を記念
して、ホールにて映画を上映します。
【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

プラザイースト開館25周年を記念
して、 劇団Liebeによる朗読劇を
行います。
【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

↑専用サイトはこちら

12月17日土

開演 18：30

鉄道博物館 本館２階ステンドグラス前
定員50人

申込み制・無料

大宮吹奏楽団によるクリスマスに
ちなんだ楽曲を演奏するコンサー
トを開催します。
【申込み方法】
11月7日（月）10時より来館又は
電話にて受付
【問合せ】
馬宮コミュニティセンター
TEL：048－625－8821

12月11日日

午前の部 開演 11：00
午後の部 開演 14：00
各公演、開場は開演の30分前から。
馬宮コミュニティセンター
多目的ホール
定員80人

申込み制・無料

岩槻Jazz２０２２
岩槻Jazzとの協働による、ジャズ・
ライブを開催します。
※未就学児不可
【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

12月18日日

開演 12：55

市民会館いわつき ホール
定員622人

全席自由・無料

ス テ ー ジ レ ポ ー ト

Stage report

RaiBoC Hall オープニング記念コンサート

『小山実稚恵ピアノリサイタル』
レ イ ボ ッ ク

ホール

2022年4月9日（土）RaiBoC Hall（市民会館おおみや）大ホール
SaCLaサポーターズ

大宮駅東口を出て、すぐ目の前に白亜の殿堂。さいたま市の人達が待ち

倉持恵美子（参加歴6年目）

に待ったRaiBoC Hall（市民会館おおみや）の誕生です！木目を基調とした
大ホールの座席は氷川神社の緑をイメージした明るい若草色です。
今年4月、このホールでピアニストの小山実稚恵さんによるコンサート
が行われました。大宮にゆかりのある小山さんは圧倒的な存在感を持ち、
日本を代表するピアニストです。チャイコフスキー国際コンクール、ショ
パンピアノコンクールで入賞して以来、常に第一線で活躍し続けています。
当日ステージに颯爽と登場した小山さんは氷川参道をほうふつとさせる
深緑のドレスに身を包んでいました。スタインウェイを優雅に弾かれ、そ
の音は花びらの一つが開き、次々に美しい花束となって開いていくようで
した。幸せを感じることのできるホールのなかに音が飛んでいき、小山さ
んの音の雫を一つずつ拾い上げる技術とダイナミックな演奏で観客は魅了
されていました。
最後にインタビューさせていただいたところ、小山さんが大好きなのは、

演奏曲目
シューベルト
即興曲 D935 作品142-2 変イ長調
ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ 第31番 変イ長調 作品110
ショパン
ノクターン 第13番 ハ短調 作品48-1

バッハとベートーヴェンとのことでした。美しくしなやかな小山さんに沢

他

山の人々から拍手が送られ、とても感動しました。

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
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。

深呼吸する水曜日

「歌とギターと鍵盤楽器の演奏会」

女優や歌手として多方面で様々な表現活動をされている玉井夕海さんの繊細さと芯の強さが感じられるオリジナル曲をお楽しみく
ださい。
開催日時 11月16日㈬ 開演19:30 会場 RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
小ホール 定員 300人 講師・出演者 玉井夕海

土曜アーツチャレンジ

手に触れることのできる写真を作ろう

大切な人やペットの写真と思い出の事物を組み合わせて写真を身に着けるアクセサリーや写真を飾るオブジェを制作します。
開催日時 11月26日㈯ 開演14:00 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 鈴木のぞみ

金曜日の芸術学校

さいたま国際芸術祭2023ディレクター：目 [mé]が考える、さいたま国際芸術祭「市民参加」の今

さいたま国際芸術祭2023ディレクターの目 [mé]が市民参加をどのように捉えているのか、また前身であるwah documentや個
人の活動との違いについてお話を伺います。
開催日時 12月16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 目 [mé] 申込み 11月4日㈮10:00〜

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 11月18日㈮・12月23日㈮ 各日開会19:00 ※12月23日㈮の申込は11月4日㈮ 10:00〜
会場 RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）５階情報発信コーナー 定員 30人程度
その他 オンライン
（Zoom）参加も可能です。ZoomのURLはお申込み後にお送りします。

2022/11
2022/11

9
9

教室・講座情報
■申込み方法

【記入例】
往信表

◦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。

送付先の住所

：先着順に受付します。（定員になり次第締切）

教室
」係
講座

：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

「○

◦来館での申込み

返信裏

〒○○○-○○○○

返信表

往復はがきの往信裏に、

こちらには、
何も記入しない
でください

往信裏

名

所

共通事項

・住所（市内在勤の方は勤務先名・住所も記入してください。）

住

・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。）

氏

〒○○○-○○○○

・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。）

・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。

・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。

文化・芸術・趣味
11月27日日

プラザイースト25周年アニバーサリーフェスティバル

日程

プラザイースト25周年アニバーサリーフェスティバルに合わせて陶芸体験講座を開催します

会場 プラザイースト 緑 区

陶芸体験教室〜小皿をつくる〜
費用

①9:30～10:15 ②10:45～11:30
③13:30～14:15 ④15:00～15:45（各全1回）

対象 市内在住・在勤・在学の小学生以上の方
定員 各10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/）
500円
・締切 11/11㈮
〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト ☎︎048-875-9933

問合せ

11月27日日

プラザイースト25周年アニバーサリーフェスティバル

日程

プラザイースト２５周年アニバーサリーフェスティバルに合わせて絵付け体験講座を開催します

会場 プラザイースト 緑 区

絵付け体験教室〜マグカップに絵を描く〜
費用

①9:30～10:15 ②10:45～11:30
③13:30～14:15 ④15:00～15:45（各全1回）

対象 市内在住・在勤・在学の3歳以上の方
定員 各10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/）
500円
・締切 11/11㈮
〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト ☎︎048-875-9933

問合せ

干支の置物絵付け体験講座

干支の置物に絵付けを行う体験講座を開催します
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 12人
申込み 往復はがき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 11/15㈫
〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト ☎︎048-858-9080

初心者陶芸講座

初心者をを対象にした簡単な陶芸作品作りの講座を開催します
費用

3,000円

問合せ・送付先

陶芸で来年の干支「卯」を作陶します

日程 12月11日日 10:00～12:00（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 16人
申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込
1,200円
（https://gakushu.city.saitama.jp/）
・締切 11/24㈭
〒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

問合せ
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日程 12月7日水・8日木・9日金・23日金 10:00～12:00（全4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 11/15㈫
〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト ☎︎048-858-9080

陶芸で干支を作る講座「卯」
費用

日程 12月6日火 14:00～16:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜 区

2022/11

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。

子ども・子育て
・親子の時間
おはなし会

日程 11月17日木 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・11/10㈭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

おはなし会
無料

問合せ・受付

申込み 来館又は電話・11/1㈫ 10:00～
その他 保護者の方はマスクの着用をお願いします。
対象 4～5歳児とその保護者
定員 7組
〒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

キッズチャレンジ!!親子絵手紙風年賀状づくり講座

日程 12月17日圡 10:00～12:00（全1回）
会場 七里コミュニティセンター 見沼区

親子で、色鉛筆で来年の絵手紙風年賀状を作ります
費用

1,000円

問合せ・送付先

申込み 往復はがき・締切 11/17㈭
対象 市内在住・在学の小学生とその保護者
定員 5組10人
〒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!! 〜正月飾り〜

日程 12月18日日 9:30～12:00（全1回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区

小学生を対象に正月飾りをつくる講座を開催します
費用

2,500円

問合せ・受付

対象 市内在住・在学の小学生
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 11/15㈫
〒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

クリスマス親子料理教室

親子で出来る本格的なクリスマス料理とクリスマスのケーキを作ります
費用

対象 市内在住・在学の小学4～6年生とその保護者
定員 12組24人
3,500円
〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト

問合せ

地元高校の書道部員を講師に迎えて、書初め講座を開催します
500円

問合せ・送付先

小学生を対象とした、歌舞伎のお囃子の体験会を開催します
500円

問合せ・送付先

日程 12月24日圡 9:30～11:00（全1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・在学の小学3～6年生
定員 10人
申込み 往復はがき・締切 11/25㈮
〒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

子ども邦楽体験 お囃子の体験と鑑賞会
費用

日程 12月18日日 10:30～13:00（全1回）
会場 プラザイースト 緑 区

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 11/29㈫
☎︎048-875-9933

キッズ学びの広場 冬休み書初め講座
費用

保護者の方はマスクの着用をお願いします。

日程 11月24日木 15:00～15:30（全1回）
会場 西与野コミュニティホール 中央区

与野図書館との協働で素話の読み聞かせを行います
費用

その他

日程 12月24日圡 14:00～16:00（全1回）
会場 氷川の杜文化館 大宮区

対象 市内在住・在学の小学生
定員 25人
申込み 往復はがき・締切 11/30㈬
〒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

コロナウイルス感染拡大防止対策講座『書初め講座』

美園グループ施設と協働で会場を分散し、書初めの講座を開催します

日程 12月27日火 10:00～11:30（全1回）
会場 美園コミュニティセンター 緑 区

対象 市内在住・在学の小学生
定員 15人
申込み 往復はがき・締切 11/28㈪
100円
学年（市内在学の方は学校名も）を明記 ※12/26㈪岩槻駅東口コミュニティセンター・コミュニティセンターいわつき、12/27㈫ふれあいプラザいわつきにて開催
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

わくわくサッカー体験 浦和東高等学校サッカー交流会

サッカー部の高校生がアシスタントコーチとして練習やミニゲームを行います

日程 令和
５年 1月21日圡
①14:00～15:00 ②15:30～16:30（各全1回）
会場 美園コミュニティセンター 緑 区

対象 ①市内在住・在学の小学1・2年生とその保護者 ②市内在住・在学の小学3・4年生とその保護者
1組200円
その他 学年
往復はがき・締切 12/22㈭
（市内在学の方は学校名も）を明記
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

定員

各10組20人

申込み

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。

2022/11
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技能・資格・教養
パソコン講座〜はじめてのword 〜

日程 11月30日水・12月1日木・2日金 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word講座を開催します
費用

3,000円

問合せ・送付先

申込み 往復はがき又はさいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 20人
・締切 11/15㈫
〒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Ⅱ〜スマホの疑問を解決する
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

問合せ・受付

日程 12月6日火 10:00～12:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区

申込み 電話又はさいたま市生涯学習システムWEB申込
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 20人
（https://gakushu.city.saitama.jp/）
・締切 11/21㈪
〒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

IT講座〜LINE講座〜

初心者を対象にしたLINEの基本的な使い方を学びます

日程 12月8日木・15日木 13:00～16:00（全2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 20人
3,000円
往復はがき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 11/15㈫
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

費用

申込み

その他

※Free wi-fiはありません

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」⑪角が立たない「伝聞形」
人に何かを教えるときは気を遣うものです。特に自身が年少者、新人や部下の立場で相手が目上の場合、
「偉そうに」
「生意気だ」と思われないかと不安になることもあるでしょう。IT（情報技術）の進化と拡大によって職場の日常業務の
手法も変化しています。上司が若手社員から操作方法を習ったり、助言を仰ぐのも珍しくない時代になりました。だ
からこそ双方が尊大、卑屈にならずにコミュニケーションをとる重要性が高まっています。
そんなとき、
「伝聞形」を用いると不安を軽減できるかもしれません。
「あくまで第三者の言っていることですよ」と
いうスタンスで伝える方法です。「先生がおっしゃっていた」
「新聞に書かれていた」「NHKで言っていた」という具
合に、社会的権威のある人・団体の弁を拝借しながら伝えると自分の考えを押し出している印象が弱まり、角が立ち
ません。
研修の仕事をしていると、二重敬称に関するご質問をよく受けます。宛名を「〇〇部長」と書いて、なぜ「殿」を付け
ないんだ！ と上司に注意された経験者は少なくありません。役職名は名前の後に付けると
「様」
「さん」
に代わる
「敬
称」
になり、名前の前に付けると「属性」になります。
「部長の〇〇様」
「女性の〇〇さん」
のように、人物の特徴を示す
情報になるわけです。敬称は最後に一つと決まっているため、
「部長」
に
「殿」
を重ねても敬意が増すわけではなく、文
法的には誤った表現になります。
とは言え、正論で「社外メールの宛先に〇〇部長殿なんて書くと会社の恥になりますよ」などと指摘すれば、相手の
面目丸つぶれで素直に受け入れてもらえるはずがありません。そこで「伝聞形」を使います。
「研修で講師がそう言っ
ていました」
と、講師の見解として伝えると「専門家の言」
に納得してもらえるはずです。さらにひと言、
「私も知らな
かったんですが……」と冒頭に加えると効果は絶大。
「そんなことも知らないの？」
といった高慢さを感じさせず、
「そ
うなんだ～」
「そうみたいですよ～」と丸く収まります。
伝聞形にする際、気をつけたいのは信頼性です。
「それ何情報？」
「ネットです」
「だろうねぇ」という会話をテレビ
ドラマのワンシーンで耳にしたとき、深く共感しました。ネットの情報は玉石混交で、
有益な
「玉」
もあれば怪しい
「石」
も交じっています。仕事関係の話題に真偽不明なものを持ち出しても説得力はないため、論拠に値する情報を提供す
ることが大事です。
■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）

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/
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（公財）さいたま市文化振興事業団

管理施設一覧

文化施設
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

3０４８ ６４１ ６１３１ 6０４８ ６４１ ６１３３

〒336‑0024 さいたま市南区根岸1‑7‑1
11月の休館日…7日・14日・21日・28日

〒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
11月の休館日…14日・28日

〒338 0835 さいたま市桜区道場4 3 1
11月の休館日…14日・28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
11月の休館日…7日・14日・21日・28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
11月の休館日…21日

〒330 0061 さいたま市浦和区常盤9 30 5
11月の休館日…7日・14日・21日・28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

2022/11
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イベントカレンダー
ホール

※公演の日時・内容については、予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。
※
は
（公財）
さいたま市文化振興事業団の主催・共催事業
公

3

5

演

名

音楽で世界旅行コンサート
東京フィル&清塚信也の
「ブラボー！名曲アカデミー」

多目的ホール

さいたま市文化センター
大ホール

資料代（大人）700円
（事前申込み制）

15:00

A席 4,000円
B席 3,000円
（全席指定）
入場自由・無料

家族でエンジョイ！
ザッキー&メグムンのBooBooサックス

プラザイースト

14:00

13

さいたま夢KANA音楽祭

小曽根真×塩谷哲 DUET2022

七里コミセンまつり
第9回さいたま伝統芸能
普及フェスティバル
プラザイースト開館25周年
アニバーサリーフェスティバル
埼玉フィルハーモニー管弦楽団
第82回定期演奏会

展示

ホール

さいたま市文化センター
小ホール

プラザウエスト
さくらホール

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

プラザイースト
多目的ルーム・
映像シアター

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

七里
コミュニティセンター

入場方法

14:30

10:30

グリーンフェスティバル2022

14:30

大人1,000円
小学生以下500円
（全席指定）
2,000円
（全席指定）

10:00

入場自由・無料

14:00

2,000円
（配信1,100円）
（全席自由）

10:00

入場自由・無料

15:00

12:30

14:00

入場自由・無料

さいたま市文化センター
大ホール

物

名

会

場

開催時間

入場方法

▼

地域児童作品展・
みずほ保育園大宮天沼，
みずほ保育園天沼第２

大宮工房館

10:00▶16:00

▼

熊谷組悠友会北関東支部
文化祭

氷川の杜文化館

▼

生活と風物を撮る

市民活動
サポートセンター

▼

第48回東浦和美術展

▼

ラルゲット

▼

11月15
11月19
▼

11月20

担当 多田
048-753-9437

プラザイースト
048-875-9933

入場自由
（体験会は有料）

11月11

一般社団法人吹奏楽教育協会
事務局
090-3098-9212
さいたま夢KANA実行委員会
（公社）埼玉中央青年会議所内
048-647-3315

入場自由・無料
※一部有料

10:00▶16:00

11月13

さいたま市文化センター
048-866-3171

9:30

ホール他

大宮工房館

11月13
11月８

プラザイースト
048-875-9933

プラザイースト

大宮工房館まつり・活動サークルの
作品展示と体験会・前期

11月９
11月６

一般社団法人吹奏楽教育協会
事務局
090-3098-9212

プラザイースト
048-875-9933

▼

11月７
11月４

さいたま市文化センター
048-866-3171

入場自由・無料

入場自由・無料

11月13
11月４

世界文化料理交流会
担当 山田
090-3570-1684
Ｅseikoyamada62@hotmail.com

13:00

ホール

10:00▶16:00

11月13
11月３

問い合わせ

プラザイースト

市民活動
サポートセンター

11月３

令和4年/10/1現在

S席 5,000円
A席 4,500円
RaiBoC Hall
B席 4,000円
（市民会館おおみや）
（全席指定）
048-641-6131
※さいたま市民割引（各席
種500円引き）あり。
七里コミュニティセンター
入場自由・無料
048-687-3688

ひさえちゃん・文化の日「心の風景展」

11月３

11 月

埼玉フィルハーモニー管弦楽団
担当 森岡
090-5793-9071

※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

14

浦和
コミュニティセンター

開演時間

さくらホール

第8回中学生・高校生
アンサンブルコンテスト

27

場

プラザウエスト

6

20

会

第8回中学生・高校生
アンサンブルコンテスト

松井咲子・栄東ジョイント
コンサート

19

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。

6人展

多目的展示コーナー
ロビー他

特定非営利活動法人いちご福祉会
担当 田村
090-6194-5751
大宮工房館
048-645-3838

入場自由

大宮工房館
048-645-3838

10:00▶17:00
4日は13:00から
7日は15:00まで

入場自由・無料

熊谷組悠友会北関東支部
担当 大田
0480-22-9738

10:00▶16:00
4日は11:00から
9日は15:00まで

入場自由・無料

退職会員互助制度写真クラブ
担当 草刈
048-665-3201

プラザイースト

10:00▶17:00
13日は16:00まで

入場自由・無料

東浦和美術クラブ事務部
担当 金濱
048-886-0290

氷川の杜文化館

10:30▶18:30
13日は16:00まで

入場自由・無料

絵画教室ラルゲット
担当 篠崎
Ｅlarghetto̲shino@yahoo.co.jp

10:00▶17:00
4日は13:30から
9日は16:30まで

入場自由・無料

10:00▶16:30
（予定）

入場自由・無料

３階ロビー

展示場

多目的展示コーナー
第1・2展示室

展示場

フォトフレンズ支部作品展

市民活動
サポートセンター

七里コミセンまつり

七里
コミュニティセンター

2022/11

問い合わせ

多目的展示コーナー

全館

全日本写真連盟
フォトフレンズ支部
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）
七里コミュニティセンター
048-687-3688

11月19
▼

大宮工房館まつり・活動サークルの
作品展示と体験会・後期

大宮工房館

10:00▶16:00

▼

地域児童作品展・大宮東小

大宮工房館

10:00▶16:00

▼

第15回
作品展

氷川の杜文化館

▼

厚年浦和写真クラブ作品展

11月27
11月19
11月27
11月22
11月26
11月22
11月27

ロビー他

展示場

市民活動
サポートセンター

多目的展示コーナー

大宮工房館
048-645-3838

入場自由

大宮工房館
048-645-3838

10:00▶17:00
22日は13:30から
26日は16:00まで

入場自由・無料

大宮スケッチ会
担当 土田
048-853-6390

10:00▶17:00
22日は12:00から
27日は15:00まで

入場自由・無料

厚年浦和写真クラブ
担当 岸野
048-686-3522

３階ロビー

大宮スケッチ会

入場自由
（体験会は有料）

イ ン フォメ ー ション

ƈȃǩǮ Information
申込み・お問合せ

さいたま市市民活動サポートセンター

⬅公式サイト
「さポット」
は
こちら

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

市民活動のための無料相談を行っています

弁護士による市民活動についての無料相談を行います

11月10日㈭・17日㈭・24日㈭ ①15:00〜 ②16:00〜 ③17:00〜
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）

対象・定員

会計相談

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。

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

11月18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
11月4日㈮〜11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。
開催日時

申込期間

イ ベ ント

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へ向け、無料イベントを開催し
ています

クリスマス飾り de 活動紹介パネル展

クリスマスをテーマにした飾り付けで活動内容を展示しPRする展示会に参加する団体を募集します
開催日時
申込方法

12月4日㈰〜25日㈰ 対象・定員 主にさいたま市で活動する市民活動団体・10団体 費用 無料
11月7日㈪から電話・窓口・メールにて受付中（先着順）※搬入日：12月3日㈯、搬出日：12月26日㈪

さポット交流カフェ
様々な立場の人が気軽に交流し、知り合い、意見交換する交流会です
開催日時

方・24人

12月10日㈯ 13:30〜16:00 全1回 対象・定員 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
費用 無料 申込方法 10月15日㈯から電話・メールにて受付
（先着順）

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

ホームページ作成講座

有効な情報発信の手段であるホームページのつくり方を学びます
開催日時 11月20日㈰、27日㈰ 14:00〜16:30 全2回 会場 浦和コミュニティセンター
対象・定員 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 費用 無料 申込方法 電話・メールにて受付中（先着順） その他 持ち物：
Yahoo!メールやGmailなどのWebメールアドレスとそのパスワード・筆記用具 ※詳しくは当センターまでお問い合わせください

動画配信に関する著作権講座

動画配信で想定される音楽を中心とした著作権に関する知識を学びます
開催日時 12月3日㈯ 14:00〜16:00 全1回 会場 下落合コミュニティセンター 対象・定員 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 費用 無料 申込方法 電話・メールにて受付中
（先着順） その他 持ち物：・筆記用具

市民活動団体向けポスターチラシ講座
（超簡単！ Canvaでつくるチラシ講座）
グラフィックデザインツール「Canva」を使用し、簡単できれいなポスターやチラシのつくり方を学びます

開催日時 12月17日㈯ 13:30〜16:00 全1回 会場 宮原コミュニティセンター 対象・定員 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・10人 費用 無料 申込方法 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 ※詳しくは当センターまでお問い合わせください

2022/11
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チ ャ レ

ン

ジ

Challenge
参加者
募集
開催日時・
会場

練習日時・
会場
対象・定員
参加費

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
11月13日㈰
20日㈰

応募方法

ホール

電話又は窓口にてお申し込み下さい。

13:00〜15:00、19日㈯

10:00〜11:00

申込み先

11:00〜16:00（全3回）

プラザイースト

氏名・年齢・電話番号をメールにて送信いただくか、
Ｅpla-e@saitama-culture.jp
「伝統芸能体験教室

フィットネスルーム・ホール

締切日

小学２年生以上の方・10人

お問合せ

参加希望」まで

10月28日㈮
プラザイースト

048-875-9933

小・中学生500円、高校生以上1,000円

応募方法

読者プレゼント
今 月 号 の 表 紙 を 飾 る「TSUKEMEN CONCERT
the BEST」（令和５年２月４日(土)15時・会場：さ
いたま市文化センター）に出演されるTAIRIKさん、
SUGURUさん、KENTAさんのサイン色紙を抽選で
１名様にプレゼントします。

プレゼント当選発表

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⑤11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「TSUKEMEN色紙」プレゼント係まで
ご応募ください【締切:11月15日（火）必着】
。当選者の
発表は、SaCLa2月号にて発表いたします。

情報誌SaCLa８月号の
「稲川淳二 サイン色紙」
プレゼントの当選者は小澤知己様、飯村康夫様、西山
和宏様、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。

参加無料

2022/11

編集・発行

（公財）さいたま市文化振興事業団

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

⬆
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友だちになろう！

