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今月のArtist Interviewは令和5年3月24
日（金）さいたま市文化センター小ホール
で開催される「SaCLaアーツ Friday One 
Coin Concert Vol.45～和楽器☆洋楽
器 奇跡のコラボレーション～」に出演さ
れる玉yu薇～tamayuraの大平光美さん、 
臼井麻意子さん、石亀希実さんです。一風
変わった編成で演奏活動をされている皆
さんに公演に向けてお話しを伺いました。

Artist
Interview

玉yu薇～tamayura
大平光美／琴（写真・中央）
NHK邦楽技能者育成会第45期卒業。第4回賢順記念全国箏曲コンクール入選。大日本家庭音楽会主催「琴
によるポップスコンクール」審査員。「サッカーW杯」式典「世界フィギュア東京大会」「メジャーリーグ開
幕戦」前夜祭など数々の国際行事・政府関連式典での演奏を担当。NHK「にっぽんの芸能」などテレビ出演。
余韻を重視したメロディックでエモーショナルな演奏スタイルに注目が集まる。
表現者であると同時にアレンジャーとしての才能も発揮し、琴弾き語りや日本胡弓の演奏も行う。ジャ
ズやクラシック・クラブDJ、書道や華道・日本舞踊などあらゆるジャンルのアーチストとコラボできる
音楽性／柔軟性で活躍の幅を広めている。

臼井麻意子／ヴィブラフォン（写真・左）
神奈川県横浜市在住。ピアノを5歳、クラシック打楽器を16歳で始める。打楽器を上野信一氏、岡田智
之氏、藤井むつこ氏、ピアノを渋谷淑子氏に師事。ジャズバイブの巨匠、ゲイリー・バートン氏に興味
を持ち、赤松敏弘氏に師事。’98年渡米。 バークリー音楽大学に奨学金を受けて入学。バイブをデイブ・
サミュエル氏、エド・セイドン氏に師事。学内で数々のレコーディング、コンサートに参加する。在学中に、
デイビッド・フリードマン氏に出会い、ドイツで精力的にレッスンを受ける。バークリー音楽大学で首
席リストに載り、卒業。卒業後、ＮＹで、アンソニー・ ウオンジー氏、ジョー・ロック氏らと交友を深める。 
’03帰国後はジャズ、ラテン、クラシックと幅広いジャンルで活躍中。

石亀希実／ヴィオラ（写真・右）
東京音楽大学器楽科卒業。永江美景、浅井万水美、齋藤真知亜、海野義雄、鈴木亜久里の各氏に師事。
現在は在京プロオーケストラや歌劇団等で客演を務めるほか、室内楽の演奏会を各地で開催している。
スタジオワークも多数行っており、矢沢永吉、森山良子氏らJPOPアーティストのサポート、ミュージッ
クステーションなど音楽番組出演、CM・映画音楽のレコーディング等、多方面で活動している。演奏
家団体‘東京アンサンブルギルド’所属。同サイト上で<ツィゴイネルワイゼンZigeunerweisen><ツィ
ガ―ヌTzigane>録音、配信中。

三浦礼美／笙
国立音楽大学卒。笙を宮田まゆみ、豊英秋各氏に、雅楽合奏を芝祐靖氏に師事。 

「伶楽舎」の一員として国立劇場、サイトウキネンフェスティバル松本、サントリーサマーフェスティバ
ル、ULTIMA 音楽祭等、国内外の公演に多数出演。2010年パリ・オペラ座、2012 年モントリオール・
グランバレエにてバレエ「輝夜姫」公演に出演。
2012年笙3人によるShogirlsを結成し毎年自主公演を行う。
近年は学校公演事業にも力を注ぐ。NHK 邦楽番組、TV、CD 等の録音も多数。ムサシノ雅楽教室、雅
の会ふくしま講師。
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16ページにプレゼントのお知らせがあります!

SaCLaアーツ Friday One Coin Concert Ｖｏｌ.45
～和楽器☆洋楽器 奇跡のコラボレーション～

琴・ビオラ・ビブラフォン・笙によるユニッ
トです。桜の季節に心癒されるコンサートは
いかがですか？

【プログラム】 さくら〜祈り（さくらさくら） 
シルクロードのテーマ 他

12月24日（土）10:00より発売開始 
※12月25日（日）9:00より窓口にて購入も可

令和
5年  3月24日金　開演 14:00
さいたま市文化センター　小ホール
問合せ 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

OK！

玉yu薇〜tamayura

普段のコンサートではどのような曲を演奏されているんでしょうか。
今回のコンサートで予定されているプログラムと併せて教えてく
ださい。
石亀——幅広いジャンルを演奏していますね。クラシックのよう
な西洋音楽もやるし、邦楽や童謡、アニソンなどレパートリー
は沢山あります。私たちの編成で演奏をすると知っている曲で
も、普段とはひと味違うように聴こえるかもしれません。その
新鮮さを楽しんでいただきたいです。

大平——私たちは音色の個性が強い楽器
が集まっているので、キラキラとした
「ファンタジーらしさ」溢れる演奏で感動
を届けたいと思っています。日常の中で
感動することってそんなに多くないかも
しれないですが、感動したときって特別
な爽快感がありますよね。そういう感覚
をお客様と一緒に味わいたいなと思うの
で、そのことを念頭に置いた曲をセレクトしようと思っていま
す。もちろん、会場にお越しくださる皆様がご存じの曲を多く
演奏する予定です。

皆さんのコンサートを多くの方が楽しみにしています。最後に読
者の方に向けて意気込みやメッセージをお願いします。
石亀——私たちならではの演奏をお届けし、生演奏の素晴らしさ
を再認識できるような時間にしたいなと思っています。ご期待
ください。

臼井——今はコロナ禍で気持ちが沈んでしまうこともありますが、
それを乗り越えていきたいという意欲を誰もが持っていると思
います。そんな皆様の希望となるような演奏をお届けしますの
で、会場でお楽しみください。

大平——どうしてもこのコロナ禍は気持ちが落ち込みやすい時代
ですよね。私たちもお客様も苦しい思いをしている者同士で、
お互いに感動できるようなコンサートになるように頑張ります。
ぜひ会場にお越しください。よろしくお願いします。

本日のインタビューは残念ながら笙の三浦さんがご欠席ですが、
お越しいただいた大平さん、臼井さん、石亀さんに普段の活動や
今回の公演内容についてお伺いいたします。まずは琴、ヴィオラ、
ヴィブラフォン、笙と珍しい楽器編成で活動されていますが、どう
してこのグループを組むことになったんでしょうか。
大平——きっかけは私の知り合いが主催した東日本大震災直後の
チャリティーコンサートでした。そのコンサートに出演する際
に、仲の良かったアーティストを誘ったんです。そのコンサー
トは栃木県の那須町で開催されたので、長時間ともに行動する
には気の合う人たちじゃないと出来ないなと思ったんですよね。
この人たちと一緒に演奏したいなと思えるアーティストに声を
かけたら、結果的に現在の編成になりました。だから実際に演
奏するときは結構大変でしたね。私たちの編成に合わせて曲を
アレンジするので、すぐに上手くはいきませんでした。何度も
リハーサルを重ねて、意見を出し合いながら音を作り上げてい
きました。

臼井——かなり試行錯誤を重ねて、長い道
のりを経て良いサウンドになりました。
和楽器と洋楽器がコラボレーションする
のは難しいですが、大平さんがその曲に
合ったアレンジをしてくれるんです。私
は普段は大きな音の中で演奏することが
多いですが、音が大きくなくても感動す
るメロディーを皆が演奏してくれるので、
唯一無二のグルーブだなと思います。

気心の知れた友人同士の皆さんだからこそ、普段から意見を言い
合って４人の音を作り上げていくんですね。
臼井——友人と一緒にお仕事をするって難しい部分もあるんです
よね。言いたいことも言えるけど、だからこそギクシャクして
しまうこともあったりします。どうしても音楽のことになった
ら熱くなっちゃうし、仕事に対する態度とかも気になるし。で
も、意見を言い合ったからこそ絆が深まることもありますね。

大平——どうしてもグループで活動していると意見を言っただけ
で傷つくこともあります。でもこのグループは気心の知れたメ
ンバーで結成しているので、安心感を持って演奏できるんです。

グループ結成からすでに10年以上となりますが、これまでの活動
で印象的だったことはなんですか。
石亀——コロナ禍でしばらく会えなくて久
しぶりに一緒に演奏したときは、音楽の
素晴らしさに改めて気づくことができま
したね。演奏の舞台から離れる期間が長
かったので、一緒に音を出したときに鳥
肌が立つくらい生演奏のパワーを感じた
んです。今後はお客様にも私たちの演奏
を通して、そういう感動をお届けできた
ら良いですね。

臼井——ＣＤのレコーディングをしたときは大変でした。なかな
か自分たちのイメージ通りにならなくて、もうこのまま解散す
るんじゃないかと思うくらいでした。でも音楽を一生続けてい
くのは相当な覚悟が必要なので、レコーディングのときに色々
考えたり、衝突したりすることで私自身も妥協せずに音楽家と
して生きていく覚悟ができましたね。

32022/12



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。

藤原道山 早春尺八コンサート
「雙-SO-」
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】Color、早春賦、荒城の月　他

令和
５年  ２月25日土　開演 15：00
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）

4,000円（全席指定）　未就学児不可

11月26日(土)10：00より発売開始
※11月27日（日）9：00より窓口にて購入も可

OK！

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

村治佳織ギターリサイタル～いつのまにかギターと～
デビュー30周年を目前にしなやかに奏でる

国内外で活躍するギタリスト村治佳織がプレミアクラシックに登場
します！
クラシックギターの魅力を存分にご堪能ください。
【演奏予定曲】花は咲く、ティアーズ・イン・ヘブン、人生のメリーゴー
ランド　他

令和
５年  ２月18日土　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048-875‒9933（9:00～21：00）

4,000円（全席指定）　未就学児不可

12月10日（土）10：00より発売開始
※12月11日（日）9：00より窓口にて購入も可

OK！

友の会料金　3,800円
先行予約日　12月8日㊍・9日㊎各日10：00より発売開始

村治佳織
ⒸAriga Terasawa

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
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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。

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

発売中

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。

～新たな装いを記念して～　市民会館いわつき
リニューアル記念コンサート　秋川雅史コンサート

約6カ月の外壁工事によって立派さに磨きが
掛かった市民会館いわつきを祝して、日本を
代表するテノール歌手・秋川雅史のコンサート
を開催します。

令和
５年  ３月４日土　開演 14：00
市民会館いわつき　ホール
3048-756-5151（9:00～19:00）

4,300円（全席指定）　未就学児不可

OK！

12月17日（土）10：00より発売開始
※12月18日（日）9：00より窓口にて購入も可

友の会料金　4,000円
先行予約日　12月16日㊎10：00より
　　　　　　発売開始

岩槻映画祭（第７回）

岩槻映画祭実行委員会との協働により、市民
映画祭を開催します。

令和
５年 ２月11日土・ ・12日日
開演 9：50
市民会館いわつき　ホール
3048-756-5151（9:00～19:00）

２日間共通500円（全席自由）

12月18日（日）10：00より発売開始

市民会館いわつき
のみで販売
048‒756-5151

新春の雅楽

花舞鳥歌風遊月響雅楽団による雅楽鑑賞会を
開催します。

令和
５年 １月28日土　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間
3048‒648‒1177（9：00～19：00）

2,000円（全席指定）　未就学児不可

チケットは氷川の
杜文化館窓口のみ
で受付

12月18日（日）10：00より受付開始

ワンコインコンサートinおおみや
～ギターの響きに包まれて～

ギター奏者榎本大介による癒しの音色で、至
福のひと時をお過ごしください。

令和
５年 ２月26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）

500円（全席指定）　未就学児不可

12月10日（土）10：00より発売開始
※12月11日（日）9：00より窓口にて購入も可

OK！

榎本大介ⓒMasanobu Miyagi

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）　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

塩谷哲小曽根真
©Kazuyoshi Shimomura

OK！

文化庁「ARTS for the future!２」補助対象事業

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）。

発売中 残席僅か

劇団Liebe　新作公演
「TOSHISHUN ～杜子春～」

プラザイーストで立ち上げ、活動を行っている
「劇団Liebe（リーベ）」が芥川龍之介原作「杜
子春」をベースにした新作公演を行います。

令和
５年 ２月11日土・ ・12日日
開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048‒875‒9933（9:00～21:00）

1,500円（全席自由）　未就学児不可

12月17日（土）10：00より発売開始
※１２月１8日（日）９：００より窓口にて購入も可

OK！

友の会料金　1,000円

※写真は昨年の公演

お茶のみ落語　ホール編

お茶のみ落語ホール編、三遊亭好楽をゲスト
に招き開催します。

12月24日（土）10：00より発売開始
※12月25日（日）9：00より窓口にて購入も可

OK！

令和
５年 ３月12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）

2,500円（全席指定）　未就学児不可
友の会料金　2,000円
先行予約日　12月23日㊎10：00より
　　　　　　発売開始

三遊亭鬼丸三遊亭好楽三遊亭天どん

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。 52022/12



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

OK！

発売中

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～

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

OK！

12月23日金　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）

500円（全席自由）　未就学児不可

こもれびクインテット

発売中

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。

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

発売中

友の会料金　3,000円

森麻季 ©Yuji Hori

OK！

文化庁「ARTS for the future!２」補助対象事業

スティールパンコンサート

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
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

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

出口　雅生

Ｐｅｌｅ

チビゲキVOL.４
日本昔ばなしより「貧乏神の宿賃」

劇団サードクォーターによる地元で気軽に気
兼ねなく０歳児からの音楽劇を開催します。

12月25日日
開演 ①11：00②14：00
浦和コミュニティセンター
多目的ホール
3048-887-6565（9:00～21:30）

大人1,000円　小学生以下500円
（全席自由）　４歳未満鑑賞無料

発売中

RaiBoC Hall（レイボックホール）
ニューイヤーコンサート2023

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。

令和
５年 １月７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）
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）。

OK！

発売中

友の会料金　S席4,000円
A席3,500円　B席3,000円

東京フィルハーモニー交響楽団Ⓒ上野隆文

司会:朝岡聡
ソプラノ:森麻季
ⒸYuji Hori

指揮:梅田俊明
ⒸK.Miura

国指定重要無形民俗文化財
淡路人形浄瑠璃

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

戎舞

発売中

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

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)」

OK！

チケットは浦和コ
ミュニティセン
ターのみで販売
048‒887‒6565

物語を奏でる箏曲

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。

12月４日日　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間
3048‒648‒1177（9：00～19：00）

1,000円（全席指定）　未就学児不可

チケットは氷川の
杜文化館窓口のみ
で受付

上原真佐輝 伊藤ちひろ 田口拓

発売中
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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。

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」

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 １月14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1,000円　小学生以下500円
（全席指定）　２歳以下膝上鑑賞無料

OK！

発売中

第９回さいたま伝統芸能普及フェスティバル
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　当日先着順・無料

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

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

OK！

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

発売中

友の会料金　S席3,800円
A席3,300円　B席2,800円

ⒸJin Kimoto

©K-BALLET 
COMPANY

RaiBoC寄席

豪華メンバーで笑いをお届けします。

令和
５年 ２月11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）

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

OK！

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㊍・
18日㊎各日10：00より発売開始

さらば青春の光 わらふぢなるお

三遊亭鬼丸 神田伯山 瀧川鯉斗

SaCLaアーツコンサート・冬
島貫 愛ピアノ・リサイタル

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極上の
音色でお届けします。

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

OK！

発売中

さいたま能
狂言「ぬけから」・能「巴」

OK！

提供：大島能楽堂

令和
５年 １月21日土　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
中学生以下無料（全席指定）　未就学児不可

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

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

発売中

友の会料金　2,500円

TSUKEMEN
CONCERT the BEST

OK！

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

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！

発売中

友の会料金　4,000円

発売中

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。 72022/12



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

鉄道開業150年記念　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～

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.7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

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

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

観覧自由・無料

室内楽コンサート
ディズニーの曲など、子どもから
高齢者までどの世代も楽しめるコ
ンサートを開催します。

【演奏者】アカナ＊コメッツ(さいた
ま市内で活動中)

【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

12月11日日　開演 13：30
浦和コミュニティセンター 
多目的ホール

定員 200人　当日先着順・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

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

第18回緑区手作り音楽祭
緑区内で活動を行っている音楽
サークルによる音楽祭を開催しま
す。

【申込み方法】
当日、直接、会場へ

【問合せ】
緑区役所コミュニティ課
TEL：048－712－1131

12月４日日　開演 10：00
プラザイースト　ホール

定員 395人　当日先着順・無料

「さいたまＪＡＺＺフェスティバル」
～埼玉県ビッグバンド連盟～

数多くの市民バンドが出演する
ビッグバンドジャズコンサートの開
催を支援します。

【申込み方法】
当日、直接、会場へ

【問合せ】
埼玉県ビックバンド連盟
担当：成田
TEL：090－8343－7632

12月10日土・11日日
開演 10日（土）12：30
　　 11日（日）11：00
さいたま市文化センター　小ホール

定員 340人　当日先着順・無料

↑専用サイトはこちら

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」

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

11月27日日　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
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チ ャ レ ン ジ

Challenge

さいたま子どもスーパーカッション第１1回定期演奏会

東大宮地域５館連携事業「伝統と自然の写真展」

マリンバ・ドラムセット・ジャンベ・ボンゴなどの打楽器を体験してみませんか。

大宮区・見沼区の神社や寺院、田園風景、公園、祭りなどの写真作品を募集し、応募作品を大宮区・見沼区の各コミュニティセ
ンターにて巡回展示します

募

募

集

集

参

参

加

加

者

者

開催日時・会場  令和5年3月19日㈰　14:00開演　プラザイースト　ホール
 令和5年1月7日㈯・8日㈰・9日（月・祝）・2月19日㈰・25日

㈯・3月4日㈯・11日㈯・12日㈰・18日㈯（全9回）
 各日14:00～16:00　※1月9日（月・祝）のみ10:00～12:00
対象・定員  市内在住・在学の小学２年生～中学生・30人
参加費  10,000円

 ※打楽器用スティック、練習用パッドをお持ちでない方は、練
習時に別途購入していただく必要があります。（3,000円程度）

 令和5年1月4日㈬～1月22日㈰
 大宮工房館（大宮区堀の内町1-577-3）
 令和5年2月1日㈬～2月20日㈪　
 七里コミュニティセンター（見沼区大字大谷1210）
 令和5年3月1日㈬～3月21日（火・祝）
 片柳コミュニティセンター（見沼区染谷3-147-1）
対象・定員  市内在住・在勤・在学の方・各館20作品（先着順）
参加費  無料

 東大宮コミュニティセンターと高鼻コミュニティセンターは中
規模修繕のため対象施設となっておりません。

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「さいたま子どもスーパーカッション」係まで
締切日 　12月16日㈮必着
お問合せ 　プラザイースト　048-875-9933

応募方法 　開催会場３館にて配布中の応募用紙に記入し、ご応募くださ
い。

申込み・お問い合わせ
 大宮工房館
 　　TEL:645-3838　FAX:645-3881
 七里コミュニティセンター
 　　TEL:687-3688　FAX:687-3705
 片柳コミュニティセンター
 　　TEL:686-8666　FAX:686-2999
締切日 　12月15日㈭

練習日時・
会場

開催日時・
会場

その他

その他

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
 SaCLaインフォメーションセンター
 TEL:０４８-767-5350　FAX:０４８-767-5351（９：００～12：００、13：00～17：00、火～土曜日）

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]　

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 12月23日(金)　開会19:00 会場 コクーンシティ　コクーン２　３Fコクーンホール　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。

文化芸術活動の支援組織

アーツカウンシルさいたま
　１０月１日㈯に「アーツカウンシルさいたま」が創設されました。文化芸術の活動をしたい方、アーティスト等を対象に
市内の文化芸術資源に関わる情報提供やマッチング等を行う相談窓口を開設しています。
ご相談窓口・お問合せ（公財）さいたま市文化振興事業団アーツカウンシル課

Ｈｈｔｔｐｓ：//ｓａｉｔａｍａ－ｃｕｌｔｕｒｅ．ｊｐ/ａｂｏｕｔｕｓ/
Ｅａｒｔｓｃｏｕｎｃｉｌ@ｓａｉｔａｍａ-ｃｕｌｔｕｒｅ.ｊｐ
Ｔ０４８-７６７-５３３０　　Ｆ０４８-７６７-５３５１
（火～土曜日  ９:００～１２:００、１３:００～１７:００　※日曜・月曜・祝日は休み。月曜が祝日の場合、翌日の火曜も休み。）

↑公式HPはこちら
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　文化・芸術・趣味
初めての日本画講座 日程 令和

５年1月10日〜3月14日（毎週火曜日）　14:00～16:00（全10回）
会場 プラザイースト 緑　区初心者を対象とした日本画講座を開催します

費用  5,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  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/）・締切 12/20㈫
問合せ  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎︎048-875-9933

初めての日本画模写講座 日程 令和
５年1月13日〜3月17日（毎週金曜日）　13:30～16:00（全10回）

会場 プラザイースト 緑　区鳥獣人物戯画を和紙に墨で写し、それを天然草木染めする体験講座です
費用  5,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  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/）・締切 12/23㈮
問合せ  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎︎048-875-9933

暮らしを彩る大人の折り紙講座 日程 令和
５年1月18日水　10:00～12:00（全1回）

会場 プラザウエスト 桜　区日常で実際に使える折り紙や、飾って楽しい季節の折り紙を作る講座を開催します
費用  500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  12人　　 申込み  往復はがき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 12/15㈭
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

ガラスフュージング講座A・B 日程 令和
５年1月20日金　A:9:30～10:30 B:11:00～12:00（各全1回）

会場 大宮工房館 大宮区ガラス工芸を楽しみます
費用  1,800円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　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/）・締切 1/10㈫
問合せ  〒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

狂言入門講座 日程 令和
５年1月25日〜2月22日（毎週水曜日）　14:00～16:00（全5回）

会場 氷川の杜文化館 大宮区狂言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  20人　　申込み   往復はがき・締切 1/11㈬
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

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

〒○○○-○○○○

　暮らしと社会
焼き菓子講座 日程 令和

５年1月15日日・22日日・29日日　10:00～13:00（全3回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区家庭で楽しめる焼き菓子の基本を学びます

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  8人　　申込み  往復はがき・締切 12/15㈭
問合せ・送付先  〒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
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は「『自分発見！』チャレンジup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。

普通救命講習Ⅲ 日程 令和
５年1月18日水 10:00～12:00（全1回）

会場 美園コミュニティセンター 緑　区小児・乳児に対する心肺蘇生法、AEDの取扱いなどを行います
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  往復はがき・締切 12/26㈪
その他 申込期間（必着）に、往復はがき（1人1通のみ）で、必須事項（在勤又は在学の方は区名も）と日時を記入のうえ、救急課へ　※12月19日㈪から市ホームページで電子申請による申込も可能です。（いずれも抽選）
問合せ・送付先  〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6-1-28 消防局警防部救急課　☎︎ 048-833-7921

簡単おうちごはん〜中華編〜 日程 令和
５年1月21日圡 10:00～12:30（全1回）

会場 プラザウエスト 桜　区簡単に作れる料理講座を開催します
費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき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 12/15㈭
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

地域の伝統食・地元農家の寒仕込み味噌作り講座 日程 令和
５年1月26日㊍ ①10:00～11:30 ②13:30～15:00（各全1回）

会場 片柳コミュニティセンター 見沼区地元農家の方から習う寒仕込み味噌作り講座を開催します
費用  1,800円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  各8人　　申込み  往復はがき・締切 12/15㈭
問合せ・送付先  〒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

グループ連携事業「地域支援講座」認知症サポーター養成講座 日程 令和
５年1月28日圡 14:00～15:30（全1回）

会場 七里コミュニティセンター 見沼区認知症を学び、地域で支え合おう
費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学の高校生以上の方　　定員  30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 12/18㈰
その他  持ち物：筆記用具、飲み物、動きやすい服装でお越しください。
問合せ・受付  〒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

　スポーツ・健康づくり
タオルを使って健康体操講座 日程 令和

５年1月16日⺼・23日⺼・30日⺼・2月6日⺼ 10:00～11:30（全4回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区タオルを使用した、健康体操講座です

費用  1,000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 12/20㈫
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 ノースウィング301・401 下落合コミュニティセンター　☎︎ 048-834-0570

　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 日程 12月15日㊍ 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・12/8㈭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

冬休み子ども学びキャンパス　子ども書き初め講座 日程 12月25日日 ①9:30～11:30 ②12:30～14:30 ③14:50～16:30（各全1回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区各学年の課題に沿った書初めを練習し、作品を仕上げます

費用  各500円　　対象  ①小学3年生 ②小学4年生 ③小学5年生～中学生　　定員  各10人　　申込み  来館又は電話・12/5㈪ 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

冬休み子ども学びキャンパス書初め講座 日程 12月25日日 ①10:00～12:00 ②12:30～14:30（各全1回）
会場 宮原コミュニティセンター 北　区冬休みの宿題の書初めをお手伝いします

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  各15人　　申込み  電話・11/29㈫ 10:00～
問合せ・受付  〒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　☎︎ 048-653-8558

キッズチャレンジ‼書初め講座A・B・C 日程 12月26日⺼ A:9:30～11:30 B:12:00～14:00 C:14:30～16:30（各全1回）
会場 大宮工房館 大宮区冬休みの課題の書初めを仕上げます

費用  600円　　対象  市内在住・在学の小学3年生～中学生　　定員  各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 12/9㈮
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

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
冬休み子ども学びキャンパス 子ども書き初め講座 日程 12月26日⺼ 10:00～12:00（全1回）

会場 馬宮コミュニティセンター 西　区冬休みの宿題のお手伝いとして書き初め講座を開催します
費用  300円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 12/13㈫　　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

コロナウイルス感染拡大防止対策講座『書初め講座』 日程 12月27日㊋ 10:00～11:30（全1回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区美園グループ施設と協働で会場を分散し、書初めの講座をします

費用  100円　　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㈪
その他  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

わくわくサッカー体験 浦和東高等学校サッカー交流会 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
費用  1組200円　　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　　定員  各10組20人
申込み  往復はがき・締切 12/22㈭　　その他  学年（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

2022/1212

エ ッ セ イ

Essay

集中力と遊び
～子育て編～

　先日、カフェCha Toraという岩槻のお店で昼食を取っていたら、子連れで来店していた
友人に会いました。食事を終えた2歳になる友人の子供は持っていた風船で遊び始めました。
ひたすら風船を投げて受け止めるという遊びを何度も何度も繰り返していました。そのうち
お店の天井にある換気口に風船が吸い付いて落ちてこなくなってしまいました。お父さんが
それをジャンプして取り、お子さんに渡すと、今度はもう一度吸い付かせようと夢中になっ
て投げ始めたのです。きちんと時間を図っていたわけではありませんが20分以上はやり続け
ていました。それも笑顔で。
　保護者の方から受ける相談で多いのが「うちの子は集中力がない。」というものです。どういう状況か聞くと、宿題を途
中で放り出す。塾に行かせたけれどやめてしまった等々。でも、もう少し聞いてみると「ゲームは何時間でもやっている。」

「外に遊びに行ったきり帰ってこない」という話が出てくるのです。それは集中している証拠なのではないでしょうか。ゲー
ムも外遊びも夢中になっているから止められないのです。その間の集中力はかなりのものがあるはずです。
　これはゲームを好きなだけやらせなさいという話ではありません。体を壊すまでやってしまう魅力を持つゲームについ
ては制限することは必要でしょう。しかし、集中力は好きなことをやっている時に発揮されるのです。ゲームは全て意図
的に作られていますが、遊びには必ず本人が驚くような思いがけない発展があります。風船を投げて遊んでいた女の子は
たまたま高く投げることができ、その時、風船は排気口に吸い付けられてしまいました。女の子は高く投げると面白いこ
とが起きることを発見し、それから高く投げる為に工夫し始めたのです。
　「遊びは学び」であるとよく言われますが、その現場を目の当たりにさせてもらいました。風船を取るためにお父さんは
何回ジャンプしたでしょうか。子供の遊びはお父さんの健康増進にも役立ちますね。

■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

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
12月の休館日…12日・26日・29日～31日

3０４８‒６４１‒６１３１　6０４８‒６４１‒６１３３
Ｒ
レ イ ボ ッ ク

ａｉＢｏＣＨ
ホ ー ル

ａｌｌ（さいたま市民会館おおみや）
〒330-0846　さいたま市大宮区大門町2-118 大宮門街４～８F
12月の休館日…29日～31日

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
12月の休館日…12日・26日・29日～31日

文化施設

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
12月の休館日…5日・12日・19日・26日・29日～31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
12月の休館日…5日・12日・19日・26日・29日～31日

大宮工房館
Ｔ０４８‒６４５‒３８３８　Ｆ０４８‒６４５‒３８８１
〒330‒0804　さいたま市大宮区堀の内町1‒577‒3
12月の休館日…29日～31日

宮原コミュニティセンター
Ｔ０４８‒６５３‒８５５８　Ｆ０４８‒６５３‒８５４１
〒331‒0811　さいたま市北区吉野町2‒195‒1
12月の休館日…29日～31日

七里コミュニティセンター
Ｔ０４８‒６８７‒３６８８　Ｆ０４８‒６８７‒３７０５
〒337‒0014　さいたま市見沼区大字大谷1210
12月の休館日…29日～31日

上峰コミュニティホール
Ｔ・Ｆ０４８‒８５２‒０１２１
〒338‒0014　さいたま市中央区上峰2‒3‒5
12月の休館日…29日～31日

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
12月の休館日…29日～31日

与野本町コミュニティセンター
Ｔ０４８‒８５３‒７２３２　Ｆ０４８‒８５７‒１０９６
〒338‒0003　さいたま市中央区本町東3‒5‒43
12月の休館日…29日～31日

馬宮コミュニティセンター
Ｔ０４８‒６２５‒８８２１　Ｆ０４８‒６２５‒８８２２
〒331‒0061　さいたま市西区大字西遊馬533‒1
12月の休館日…29日～31日

片柳コミュニティセンター
Ｔ０４８‒６８6‒８６６６　Ｆ０４８‒６８６‒２９９９
〒337‒0026　さいたま市見沼区染谷3‒147‒1
12月の休館日…29日～31日

下落合コミュニティセンター
Ｔ０４８‒８３４‒０５７０　Ｆ０４８‒８３４‒０５８０
〒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 ノースウィング301・401
12月の休館日…29日～31日

伝統文化施設

Ｔ０４８‒８３５‒７４５０　Ｆ０４８‒８３５‒７４５３
〒330‒0061　さいたま市浦和区常盤9‒30‒5

11月の休館日…5日・11日・18日・25日

恭慶館
Ｔ０４８‒６４８‒１１７７　Ｆ０４８‒６４８‒１３１１
〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒262‒1
12月の休館日…10日・19日・29日～31日

氷川の杜文化館
Ｔ０４８‒664‒1636
〒331-0805　さいたま市北区盆栽町267-1

盆栽四季の家

12月の休館日…5日・12日・19日・26日～31日 12月の休館日…29日～31日

浦和コミュニティセンター
Ｔ０４８‒８８７‒６５６５　Ｆ０４８‒８８７‒７０９０
〒330‒0055　さいたま市浦和区東高砂町11‒1‒10F
12月の休館日…29日～31日

コミュニティセンターいわつき
Ｔ０４８‒７５８‒１９８０　Ｆ０４８‒７５８‒１９８５
〒339‒0057　さいたま市岩槻区本町1‒10‒7
12月の休館日…29日～31日

南浦和コミュニティセンター
Ｔ・Ｆ０４８‒８８６‒５８５６
〒336‒0016　さいたま市南区大谷場2‒6‒25
12月の休館日…29日～31日

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
12月の休館日…29日～31日

※12月5日㈪は自家用電気工作物年次点検の実施に伴
い、18:00以降は全館停電となります。
　停電中は施設利用ならびに窓口申請（電話応対）が行
えないため、あらかじめご了承ください。なお、雨
天時は12月12日㈪に順延します。

美園コミュニティセンター
Ｔ０４８‒764‒8810　Ｆ０48‒764‒9310
〒336-0967　さいたま市緑区美園4-19-1
12月の休館日…29日～31日

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
12月の休館日…29日～31日

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
12月の休館日…29日～31日

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
Ｔ０４８‒７５６‒６０００　Ｆ０４８‒７５６‒６０３６
〒339‒0005　さいたま市岩槻区東岩槻6‒6
12月の休館日…29日～31日

コミュニティ施設

東大宮コミュニティセンター
Ｔ０４８‒６６７‒５６０４　Ｆ０４８‒６５４‒５５９４
〒337‒0051　さいたま市見沼区東大宮4‒31‒1
12月の休館日…29日～31日

西部文化センター
Ｔ０４８‒６２５‒３８５１　Ｆ０４８‒６２５‒２８８１
〒331‒0052　さいたま市西区三橋6‒642‒4
12月の休館日…29日～31日

高鼻コミュニティセンター
Ｔ０４８‒６４４‒３３６０　Ｆ０４８‒６４４‒３３６１
〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒292‒1
12月の休館日…29日～31日

※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。

※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 12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/11/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

1木 大人の学芸会 さいたま市文化センター
小ホール 11:00 入場自由・無料

ボランティアグループ一歩会
担当  佐野
080-5422-0026

2金 谷原めぐみソプラノリサイタル
「祈り　愛」

さいたま市文化センター
小ホール 14:00

一般4,000円
学生1,000円
（全席指定）

Des bijoux 音楽企画
090-2537-9562

3土 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

プラザウエスト
さくらホール 14:00 500円

（全席指定）
プラザウエスト
048-858-9080

4日

第15回文化フェスティバル
RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

10:00 入場自由・無料 さいたま市文化協会
048-641-6131

第18回緑区手づくり音楽祭 プラザイースト
ホール 10:00 入場自由・無料 緑区コミュニティ課

048-712-1131
気軽にクラシックvol.46
森麻季ソプラノ・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

物語を奏でる筝曲 氷川の杜文化館
伝承の間 14:00 1,000円

（全席指定）
氷川の杜文化館
048-648-1177

スティールパンコンサート
美園
コミュニティセンター
多目的ホール

14:00 500円
（全席自由）

美園コミュニティセンター
048-764-8810

埼玉大学
Swing Cube Jazz Orchestra
White band

市民会館いわつき
ホール 14:30 入場自由・無料 担当  井上

080-8877-2296

9金 フルートコンサート
「ハートフルクリスマス2022」

さいたま市文化センター
小ホール 19:00

一般3,000円
小中学生2,000円
（全席自由）

YUMO-musicfactory
担当  湯本
048-862-8647

10土

三遊亭彩大独演会
与野本町
コミュニティセンター
多目的ルーム（大）

10:00 500円
（全席自由）

与野本町コミュニティセンター
048-853-7232

国指定重要無形民俗文化財
淡路人形浄瑠璃

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

14:00
大人2,800円
中学生以下1,000円
（全席指定）

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
048-641-6131

クリスマスコンサート
岩槻駅東口
コミュニティセンター
ミニホール

14:00 700円
（全席自由）

岩槻駅東口コミュニティセンター
048-758-6500

11日 クラシックバレエおさらい会 プラザイースト
ホール 14:00 入場自由・無料

PEONY BALLET GATE
担当  杉山
080-3270-3516

16金 VOCAL発表会 プラザイースト
映像シアター 14:30 500円

（全席自由）
オバラ歌の教室
担当  小原
080-3438-5112

17土 ケロポンズ　クリスマスコンサート プラザウエスト
さくらホール

①13:00
②15:00

大人1,500円
中学生以下1,000円
（全席指定）

プラザウエスト
048-858-9080

18日
浦和東高校
カルチャーフェスティバル

プラザイースト
ホール・多目的ルーム 11:00 入場自由・無料

浦和東高校
担当  矢口
048-878-2113
※開催状況を本校HPにて要確認

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
第3セミナールーム 11:00 入場無料・予約制 担当  福山

070-3275-5896

23金
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～

さいたま市文化センター
小ホール 14:00 500円

（全席自由）
SaCLaインフォメーションセンター
048-866-4600

28水
アンサンブルエール
ウインターコンサート
ソロとアンサンブルの夕べ

プラザイースト
ホール 18:45 入場自由・無料 担当  首藤

048-878-7872
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

12月４日
▼

12月25日
クリスマス飾りde活動紹介
パネル展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:00▶21:00 入場自由・無料 市民活動サポートセンター
048-813-6400

12月９金
▼

12月11日
「戦後77年アジアとともに」

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
9日は12:00から
11日は17:00まで

入場自由・無料
埼玉県平和資料館を考える会
担当  新崎
080-1204-4452

※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。展示



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
Ｈhttps://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

イ ントベ 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

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（中央区）　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・窓口・メールにて受付中（先着順）　その他 持ち
物：筆記用具

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 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
申込方法  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
市民活動に関心のある方の交流の機会として、「市民活動などでさいたま市を盛り上げるには」をテーマに、皆さんで交流
しませんか？
開催日時 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
方・30人　費用  無料　申込方法  電話・窓口・メールにて受付中（先着順）

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（北区）　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・窓口・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。

市民活動団体向け資金調達セミナー
必要な活動を継続するための資金調達に取り組む前に必要なことや考え方など基礎知識を学びます
開催日時 令和5年1月28日㈯　14:00～16:30　全1回　会場 R

レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホール
all（市民会館おおみや）（大宮区）　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・窓口・メールにて受付中（先着順）
その他  講師：金子由里子（埼玉県共助仕掛人・公認会計士・税理士）　持ち物：筆記用具

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 12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  12月2日㈮～9日㈮　申込方法  来館・電話・FAX　郵便番号、住所、団体名、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 12月1日㈭・8日㈭・15日㈭・22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、直接サポートセンター総合窓口にて受付（先着順）

152022/12

⬅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。

12月17土
▼

12月26月
岩槻高等学校書道部　書作展

コミュニティセンター
いわつき
展示ホール

9:00▶19:00
※19日㈪の保守点検

日を除く
入場自由・無料 コミュニティセンターいわつき

048-758-1980

12月18日 浦和東高校
カルチャーフェスティバル

プラザイースト
第１・２展示室 9:00▶15:00 入場自由・無料

浦和東高校
担当  矢口
048-878-2123
※開催状況は本校HPにて要確認

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information



広告を掲載してみませんか！

問い合せ先　（公財）さいたま市文化振興事業団　事業課
　　　　  TEL 048(866)3467

 （受付時間：火～土曜日  9：00～17：00）

サイズ たて 5.2cm × よこ 9.5cm
募集枠 1枠 
料　金 1回 6,000円 ／ 年間（12回） 70,000円

に

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SaCLa９月号の「ヨーロッパ企画　サイン色紙」プレゼントの当選者は神田由希子様、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「SaCLaアーツ Friday One 
Coin Concert Vol.45～和楽器☆洋楽器 奇跡の
コラボレーション～」（令和５年3月24日(金)14
時・会場：さいたま市文化センター）に出演される
大平光美さん、臼井麻意子さん、石亀希実さん、
三浦礼美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⑤12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「ワンコインコンサート45色紙」プレゼント係ま
でご応募ください【締切:12月15日（木）必着】。当選者の
発表は、SaCLa3月号にて発表いたします。

16 2022/12
LINEで
友だちになろう！


