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劇団Liebe 新作公演
「TOSHISHUN～杜子春～」　より
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東京・浅草生まれ。幼少の頃から江戸里神楽（松本源之助師）を学び、ジュニアオーケストラの
経験をもとに独自の世界を表現をするアジア系ハンドドラム奏者・作曲・演出家。ガムランをバ
リ島にてイ・ワヤン・ガンドラ氏に師事、タンバリンの原型であるアラブの打楽器「レク」をエジ
プト・カイロにてハニー・ベダール氏に師事。1999年、小谷野哲郎（バリ仮面舞踊家）と仮面舞
踊劇団「ポタラカ」結成後、江戸東京博物館にて「冥途の飛脚」（近松門左衛門作）を、2001年「真
夏の夜の夢」をバリアートフェスティバルにて上演。その後、音楽と舞踊・演劇・影絵が一体と
なった「南洋神楽プロジェクト」（文化庁芸術創造活動重点支援事業）として中野シアターポケッ
トなどで作・演出・作曲を担当し定期公演を重ねる。2019・2021年にニューヨーク・カーネギー
ホールに津軽三味線奏者、Fumiyoshi氏の依頼を受け出演、自身の書き下ろし作品『津軽三味
線とコントラバスのための楽曲「タイトロープ」』を世界的ベーシストであるロン・カーター氏と
共に上演する。2021年12月、尺八・箏・ヴァイオリン・ヴォイス・マリンバ・コントラバス・打楽
器によるオリジナル楽曲と日舞・バリ舞踊・コンテンポラリーダンスの融合による新たな舞台芸
術「今様神楽」として旗揚げ公演を行う。
船橋市文化芸術ホール芸術アドバイザー

今月のArtist Interviewは令和5年2月11日（土・祝）・12日（日）プラ
ザイースト ホールで開催される「劇団Liebe新作公演『TOSHISHUN
～杜子春～』」で演出・作曲を手掛ける和田啓さんです。公募された
市民によって結成された劇団の現在とこれから、そして今作の見ど
ころなどを伺いました。

Artist
Interview

演出・作曲

和田　啓
K E I  W A D A
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SaCLaで劇団Liebeを取材させていただくのは今回が２回目になり
ます。前回は2018年に和田さんにインタビューをさせていただい
たのですが、その際、劇団員の方に「舞台という場所にどれだけ奉
仕できるか」という言葉をかけているというお話が印象的でした。
　劇団Liebeは皆で労力をかけて作り上げることを大事にしてい
ますからね。でも、もっと大事なのは物語がその場に存在するこ
とであって、観てくれた方に物語が伝わることだと思います。劇
中で誰が何をしたということよりも、役者同士で紡いだ物語がお
客様の心の中に残るということが重要なんです。

市民劇団が一から演劇作品を作り上げるということは、私たちが
想像する以上の努力をされていると思います。平成24年の旗揚
げからすでに10年以上が経過していますが、劇団員の方にはどの
ような印象を持たれていますか。
　年々スキルが上がっていて、責任感も増しているので自分たち
がやるべきことを分かっているなと思いますね。台詞はすぐに覚
えてくれるし、自主的に動いてくれます。演劇の稽古は役者がま
ず演じてみて、その上で演出家がより良くなるようにアドバイス
をします。その前の段階で役者が演出家の要求を待っていては駄
目なんですよ。Liebeの皆さんはどう演じるべきかを自分で考え
てくださるので、それは役者として当たり前のことかもしれない
ですが、市民劇団でそれができているのは素晴らしいことですね。
もともと演劇をやりたくて集まっている人たちだから、どうすれ
ば良い舞台になるのかを真剣に考えてくれるんだと思います。皆
で集まって稽古に取り組み、初演に向かって進んでいくというモ
チベーションは既にアマチュアのレベルではないですね。脚本の
意図を理解して、それを皆で共有する能力はレベルが高いなと思
います。

今回の作品は芥川龍之介の『杜子春』をモチーフとしながらも、舞
台設定はバブル時代の日本だと伺って驚きました。原作は一人の
男が様々な試練に対峙することで本当の豊かさに気づくという物
語ですが、この作品を題材に選んだきっかけを教えてください。
　『杜子春』は数年前にも私が演出を務め、朗読劇「仙人になりた
かった男」として上演しました。その時は原作にかなり忠実な内
容にしましたが、ラストシーンだけは現代人が無意識のうちに囚
われているものに言及するような展開にしたんです。近年は物質
や情報が溢れた文明のなかで暮らすうちに、欲していたはずの「心
の自由」を手放してしまって、自ら迷路に迷い込んでしまうこと
もある。そういう状況から自分たちがどうすれば解き放たれるの
かということを主題にしたくて今回も『杜子春』を選びました。脚
本の横山一真さんとしっかり打ち合わせをして、原作の大枠はそ
のままに、それでいてお客様に本作品のテーマが伝わりやすいよ
う、舞台設定などは大胆に変更しました。

10年以上活動を続けてきた皆さんなので、本番では息の合ったア
ドリブなども多いのでしょうか。
　場面によっては日替わりで自由に演技していいよと指示するこ
とがありますが、あまり多くはないですね。アドリブってすごく
難しくて、下手すると役者同士の呼吸を崩すんですよ。それに舞
台は生ものなので、わざわざアドリブをしなくても、雰囲気とか
は日によって変わります。その変化を楽しみながら演じることが
大切ですね。

基本的には稽古で積み重ねたことを本番でも披露するということ
ですね。
　その通りです。ただ、役者は
稽古で台詞を覚えたら、一度そ
れを忘れなくてはいけません。
脚本に書かれた台詞を覚えてい
るうちは、まだ台詞に言わされ
ている段階です。台詞としての
言葉を忘れ、必然性のある自分
の言葉に塗り替えていくという
作業をすることが役者としての
自然なアクションに繋がってい
きます。
　コンスタンチン・スタニスラフスキー(1863～1938、ロシア・
ソ連の演出家)は『俳優修業』という著作の中で役者とは「役に生き
る」、すなわちその役を演じるのではなく、役そのものになるの
だと述べています。現代演劇においてはこの点について様々な解
釈や反論がなされているところですが、役者は観客から「見られ
ている」という大きな矛盾を抱えながらも舞台上でおこることが
現実に存在しているものとして物語を進めなければいけません。
そもそも照明や音響があって、台詞や動きの段取りがある舞台上
で演技をするということ自体が自然なことではありません。それ
でも役者は舞台上で展開される物語の中でリアルに生きていくし
かないんです。これは非常に高度なレベルの話ですが、やはりそ
こをLiebeの劇団員の方にも目指してほしいです。舞台に上がっ
てしまえばプロもアマチュアも関係ないですからね。自分の演技
を見せるということに責任を持つことはとても大事です。

今後も更なる進化を遂げていくLiebeの皆さんから目が離せません
ね。２月の初演が待ち遠しいですが、最後に改めて読者の方にメッ
セージをお願いします。
　今作は『杜子春』という芥川龍之介の作品をもとにして、完全新
作の現代劇です。10年を超える歴史を持ち、着実に実力をつけ
てきた役者たちが織り成す喜劇であり、人間の生きる喜びを感じ
させてくれるドラマに仕上がっていると思います。ぜひとも会場
でお楽しみください。

16ページにプレゼントのお知らせがあります!

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。

OK！

友の会料金
1,000円

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

※写真は昨年の公演

32023/1



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。

～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。
また、当公演はゲストソプラノにオクサーナ・ステパニュック氏
をお迎えする新プログラムになります。至高の歌声をお楽しみく
ださい。

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

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　4,000円
先行予約日　12月16日㊎10：00より発売開始

第７回岩槻映画祭
岩槻映画祭は、若手やベテランの枠を超え、新たな才能と出会える
短編映画のコンペ映画祭。全国から寄せられた作品を上映し、短編
映画の魅力を発信してまいります（主催：岩槻映画祭実行委員会）。
最優秀作品賞（さいたま市長賞）、最優秀監督賞など各賞の授賞式
や、舞台挨拶、トークショーといった様々なイベントが開催予定で
す。是非ともご来場ください。

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1,000円（全席自由）

１２月１８日（日）１０：００より発売開始
チケットは市民会館
いわつきのみで販売

048-756-5151

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）

西部文化センター
3０４８-６２５-３８５１（９：００〜１7：０0）

宮原コミュニティセンター
3０４８-６５３-８５５８（９：００〜１7：０0）

片柳コミュニティセンター
3０４８-６８６-８６６６（９：００〜１7：０0）

美園コミュニティセンター
3０４８-764-８810（９：００〜１7：０0）

・各館の窓口でもお買い求めいただけます。
（発売初日の翌日から発売）

・各館の休館日は12～13ページをご覧く
ださい。

※チケット発売の初日はSaCLaインフォメーションセンターにて電話のみの受付となります。
※先行予約期間及び発売初日は、受付順に座席を配置するため、座席指定はできません。

https://saitama-culture.jp/
（（公財）さいたま市文化振興事業団ホームページ）

インターネットでご購入できる公演は
こちらのロゴが目印ですOK！

※発売初日の翌日から購入可
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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

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
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！

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

玉yu薇～tamayura

おすすめ公演情報

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。

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

さいたま子どもスーパーカッション
第１１回定期演奏会

プロのアーティストが公募により集まった子ど
もたちと打楽器バンドのコンサートを行います。

令和
５年 ３月19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）
３歳以下膝上鑑賞無料

１月１４日（土）１０：００より発売開始
※１月１５日（日）９：００より窓口にて販売も可

OK！

友の会料金　1,000円

家族でエンジョイ♪集まれ！
音modachi コンサート

打楽器・クラリネット・ピアノの楽しい音楽コンサー
ト。お家で聴く音楽も良いけれど、ホールでまあ
るい音楽に包まれるのも素敵です。歌あり、音楽
あり笑いあり…ファミリーコンサートを開催します。

１月１４日（土）１０：００より発売開始
※１月１５日（日）９：００より窓口にて販売も可

OK！

先行予約日　1月13日㊎
10：00より発売開始

令和
５年 ３月12日日　開演 14：00
さいたま市文化センター　小ホール
さいたま市文化センター
3048-866–3171（9:00〜19：00）

大人1,000円　小学生以下500円（全席指定）

織田陽子
（打楽器と歌）

斎藤彰子
（クラリネット）

大西まみ
（ピアノ）

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

チケットは浦和コ
ミュニティセン
ターのみで発売
048‒887‒6565

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

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

12月18日（日）10：00より受付開始

チケットは氷川の杜文化館
窓口のみで受付
048-648-1177

残席僅か

SaCLa友の会の会員を募集中！チケットの先行予約・割引販売などの特典があります。
詳しくは、SaCLaインフォメーションセンター（048︲866︲4600）までお問合せください。 52023/1



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

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

発売中

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

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

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

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（全席指定）
中学生以下無料　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

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

OK！

発売中

友の会料金　3,600円

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

OK！

発売中

友の会料金　3,800円

村治佳織ⒸAriga Terasawa

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お届けし
ます。
【演奏予定曲】糸を紡ぐグレートヒェン、歌劇
「ファウスト」よりワルツ、愛の夢　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

OK！

発売中

残席僅か 残席僅か
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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P12〜13をご覧ください。

馬宮グループ4館連携事業
「あなたの活動撮らせてください！」（活動風景写真展）

利用団体の皆さんの日頃の活動を
知っていただくための活動風景写
真展を開催します。

【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
日進公園コミュニティセンター
TEL：０４８－６６４－４０７８

令和
５年 １月５日㊍～19日㊍
9：00～17：00
西部文化センター
令和
５年 １月23日月～２月６日月
9：00～17：00
日進公園コミュニティセンター

観覧自由・無料

ふれあいコンサート
ママさんブラスバンド埼玉たまぴ
よ隊と大宮西中学校吹奏楽部によ
るコラボコンサートです。

【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

12月25日日　開演 14：00
開場は開演の30分前から
西部文化センター　多目的ホール

定員 100人　当日先着順・無料

さいたま能
能舞台見学会

さいたま市文化センターの能舞台
にお上がりいただき、解説ツアー
を行います。

【申込み方法】
当日、直接、会場へ

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

令和
５年  １月20日金
17：00～19：00（最終受付18：30）
さいたま市文化センター　小ホール

観覧自由・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。

【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　当日先着順・無料

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

OK！

榎本大介ⓒMasanobu Miyagi

発売中

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。

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

三遊亭鬼丸三遊亭好楽三遊亭天どん

友の会料金　2,000円

発売中

第21回さいたま市外国人による
日本語スピーチ大会

日頃から日本語を学んでいる外国
人市民による、日本語スピーチ大
会を開催します。

【申込み方法】
当日、直接、会場へ

【問合せ】
公益社団法人さいたま観光国際協
会　国際交流センター
TEL：048－813－8500

令和
５年  ２月４日土
開場 12：00　開演 13：00
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・入場無料

新春・和の彩りコンサート
音楽を身近に感じていただける和楽器コンサー
トです。大宮髙島屋にて開催します。
【演奏予定曲】Wishing the Ocean 春の海 
春よ、来い　他

【出演】サイタマティック
【申込み方法】12月26日(月)までに申込専用
フォーム(https://formok.com/f/4r0et9np）、
または電話、FAX（氏名・電話番号・人数・時間
を明記）にて受付（抽選）。※1組4人まで

【問合せ】SaCLaインフォメーションセンター　
TEL：048︲866︲4600　FAX048︲837︲2572

令和
５年  １月９日月・
開演 ①11：00②15：00
大宮高島屋 Ｂ２F特設会場

定員 各50人　申込み制・無料

↑専用サイトはこちら

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。 72023/1



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）

アウトリーチ展 わたしがわたしを見つける日
市内幼稚園、小学校、中学校へアーティストが出向いて、子どもたちと制作した作品を展示します。
開催日時 12月18日㈰～12月25日㈰　10：00～18：00　※18日は13:00～18:00　23日、24日は10:00～21:00
会場 コクーンシティ　コクーン２　３F　コクーンホール
その他  関連イベント　①アウトリーチプログラム参加者（中学生）によるギャラリートーク　12月18日㈰　15：00~
　　　　　　　　　　②アウトリーチプログラム担当者による作品解説　12月23日㈮　19：00~※サポーターミーティング内で実施します。

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㈮　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。18:30から、SACPアウトリーチ展－わ
たしがわたしを見つける日－鑑賞会を開催します。お時間がございましたら、併せてご参加ください。

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  ９:００～１２:００、１３:００～１７:００　※日・月・祝日は休み。月曜が祝日の場合、翌日火曜も休み。）

↑公式HPはこちら↑公式Twitterはこちら ↑公式Facebookはこちら
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埼玉県警察音楽隊
「美園コミュニティセンター・ポリス・コンサート」

埼玉県警察音楽隊の吹奏楽とカラーガー
ド隊による華麗な演技をお楽しみください。
※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。

【申込み方法】1月4日㈬～1月17日㈫ま
でに　県警ホームページ（https://www.
police.pref.saitama.lg.jp）にてＷＥＢ申
込み（応募多数の場合には抽選）

【問合せ】埼玉県警察本部広報課音楽隊係
TEL：048－832－0110（代）
8：30～17：15（土・日・祝日を除く）

令和
５年  ３月11日土　開演 12：15
美園コミュニティセンター　多目的ホール

申込み制・無料

第16回浦和区内公民館
書道・篆刻グループ展

浦和区公民館で活動している、書
道・篆刻グループの作品展を開催
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

令和
５年  ２月24日金～27日月
10：00～16：00
浦和コミュニティセンター　集会室

観覧自由・入場無料

日進公園コミセンまつり
定期利用団体の活動成果発表（展
示部門）をします。

【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

令和
５年  ３月18日土・19日日
18日 10：00～16：00
19日 10：00～15：00
日進公園コミュニティセンター体育室他

定員 170人　当日先着順・無料

日進公園コミセン子どもまつり
日進公園コミセンに児童センター
がやってくる ！ 工作や昔の遊び、
ゲームで楽しく遊ぼう。

【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

令和
５年  ２月18日土
10：00～15：30
日進公園コミュニティセンター　全館

当日先着順・無料
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イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

全ての施設でFREESPOTがご利用可能になりました。
詳しくは各施設の窓口にお尋ねください。

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

（公財）さいたま市文化振興事業団アーティストバンク事業
SaCLa（サクラ）アーツ募集

登録資格 　さいたま市にかかわりがあり、文化芸術活動を行っている方
募集期間 　随時
申込み・問合せ 　048-866-4600（SaCLaインフォメーションセンター）　　※詳しくは事業団ホームページにも掲載しています。どうぞご覧ください。

SaCLaアーツは、さいたま市の文化・芸術にかかわる人材情報バンク事業です。

http://www.saitama-culture.jp/ （公財）さいたま市文化振興事業団 検索
⬆

さいたま市の文化芸術にかかわる人材情報を登録し、アーティストを呼びたい（指導してもらいたい）市民等と表現活動（講師含む）をしたい文化
芸術団体（個人）との橋渡しを行います。

登 録 者 募 集

112017/12

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 返信裏

〒○○○-○○○○

こちらには、

何も記入しない

でください

送
付
先
の
住
所

「
○
教
室
」係

　 
講
座

返信表 往信裏

・教室又は講座名
・住所
・氏名（ふりがな）
・年齢
・電話番号
・その他

住
　所

氏
　名

〒○○○-○○○○

　文化・芸術・趣味
PON!と小鼓体験inさいたま 日程 令和

５年1月13日金・27日金・2月10日金・24日金・3月24日金・31日金
         ①15:00～16:00 ②17:00～18:00 ③19:00～20:00（各月全2回）
会場 氷川の杜文化館 大宮区歌舞伎や日舞など、日本の伝統芸能の舞台で活躍する小鼓の体験

費用  一般クラス4,000円（各月）、学生クラス3,000円（各月）　　対象  ①③は一般の方、②は小学生～高校生　　定員  各15人　
申込み・問合せ   PON!と小鼓体験事務局　☎︎080-9107-5891　Ｅinfo@tatasupopon.com　
会場  〒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

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

日本の伝統芸能に親しむ「能を体験しよう」 日程 令和
５年2月5日日　13:00～15:00（全1回）

会場 西部文化センター 西　区能の歴史、楽しみ方を学び、舞の動きや謡を体験します
費用  無料　　対象  小学4年生～中学生　　定員  20人　　申込み  電話・締切 1/20㈮　　その他  持ち物：白足袋
問合せ・受付  〒331-0823 さいたま市北区日進町2-1195-2 日進公民館　☎︎048-663-6611

フラワーアレンジメント講座 日程 令和
５年2月12日日　10:00～12:00（全1回）

会場 プラザウエスト 桜　区簡単なフラワーアレンジメントを学ぶ講座を開催します
費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  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 1/13㈮
問合せ  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎︎048-858-9080

大人の塗り絵講座 日程 令和
５年2月16日木　14:00～16:00（全1回）

会場 プラザウエスト 桜　区大人でも楽しめる塗り絵の講座を開催します
費用  1,000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 1/13㈮
問合せ  〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 プラザウエスト　☎︎048-858-9080

第61回いわつき散歩道 日程 令和
５年3月19日日　10:00～11:30（全1回）

会場 岩槻人形博物館 他 岩槻区岩槻の有名な史跡等を巡り、岩槻人形博物館を目指します。（人形博物館では解説あり）
費用  300円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  20人　　 申込み  来館又は電話・1/21㈯ 10:00～　　 その他  岩槻駅東口交番前に9:30集合、岩槻人形博物館で解散となります。
問合せ・受付  〒339-0052 さいたま市岩槻区太田3-1-1 市民会館いわつき　☎︎048-756-5151

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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　暮らしと社会
普通救命講習Ⅲ 日程 令和

５年1月18日氺 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（氏名、日中連絡が取れる電話番号、開催日時、講習名、在勤又は在学の方
は区名も）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

味噌作り講座 日程 令和
５年2月5日日 13:00～16:00（全1回）

会場 与野本町コミュニティセンター 中央区手作り味噌を作ります
費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 1/23㈪　　その他  持ち物:味噌を入れる容器（4㎏程度）・エプロン・三角巾・布巾
問合せ・送付先  〒338-0003 さいたま市中央区本町東3-5-43 与野本町コミュニティセンター　☎︎ 048-853-7232

　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 日程 令和

５年1月19日木 11:00～11:30（全1回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区美園図書館との共催で絵本の読み聞かせや手あそびなどを行います

費用  無料　　対象  2～3歳児とその保護者　　定員  7組
申込み  電話・1/12㈭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

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年生と保護者 ②市内在住・在学の小学3・4年生と保護者　　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

子ども学びキャンパス〜親子で作る料理講座〜 日程 令和
５年1月29日日 10:00～12:00（全1回）

会場 西部文化センター 西　区親子で楽しめるスイーツ作り講座を開催します
費用  1組2,000円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生とその保護者　　定員  6組12人　　申込み  往復はがき・締切 1/7㈯
問合せ・送付先  〒331-0052 さいたま市西区三橋6-642-4 西部文化センター　☎︎ 048-625-3851

おはなし会in日進公園コミセン（冬） 日程 令和
５年2月2日木 10:00～10:30（全1回）

会場 日進公園コミュニティセンター 北　区大宮西部図書館から絵本や紙芝居などのおはなし会が来ます！
費用  無料　　対象  1歳以上の未就学児とその保護者　　定員  10組20人　　申込み  来館又は電話・1/6㈮ 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

親子ひろばin日進公園コミセン（冬） 日程 令和
５年2月6日⺼ 10:30～11:30（全1回）

会場 日進公園コミュニティセンター 北　区日進公園コミセンで親子体操や音楽遊びをしよう
費用  無料　　対象  1歳以上の未就学児とその保護者　　定員  8組16人　　申込み  来館又は電話・1/10㈫ 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

子ども学びキャンパス〜親子で作るフラワーアレンジ講座〜 日程 令和
５年2月11日圡 10:00～12:00（全1回）

会場 西部文化センター 西　区親子でフラワーアレンジメントを製作する講座を開催します
費用 1組3,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその保護者　　定員  10組20人　　申込み  往復はがき・締切 1/14㈯
問合せ・送付先  〒331-0052 さいたま市西区三橋6-642-4 西部文化センター　☎︎ 048-625-3851

　技能・資格・教養
IT講座〜Jimdoで作るホームページ講座 日程 令和

５年2月5日日・12日日・19日日・26日日 13:00～16:00（全4回）
会場 プラザウエスト 桜　区Jimdoで作るホームページ講座

費用  4,000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 1/13㈮
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

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。
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エ ッ セ イ

Essay
～レシピ編～「旬の野菜を楽しもう！」

　新年あけましておめでとうございます。
　お正月三が日はご家族やご親戚、お友達とご一緒におせち料
理を囲み、和やかななか、ゆったりとお過ごしのことでしょう。
　おせち料理には様々な種類があり、それぞれ美味しいだけで
はなく、一つ一つに願いが込められ、その意味を知ることでも、
おせち料理をいただく楽しみも増しますね。
　その食材の中で、今回ご紹介するレシピは、冬に旬を迎える、
蓮根です。
　酢れんこん、煮物、炒め物などで使われ、シャキシャキ感と
風味は格別のものです。
　蓮根はハスの地下茎が大きくなったもので、断面には多数の
穴があり、この穴が「先を見通せる」将来の見通しがよくなるという願いが込められ、縁起の良い食べ物とされています。
　糸を引く粘り気はムチンという水溶性食物繊維で、胃の粘膜を保護、たんぱく質の吸収を高めて、滋養強壮に効果がある
と言われています。また、ビタミンCも豊富です。
　薬膳では、体にこもった余分な熱を冷まし「肺」を潤す食材とされ、喉の渇きや痛み、咳、痰を緩和する働きが期待できる
と考えられています。
　大気が乾燥している季節、蓮根を取り入れたメニューはいかがでしょうか。

れんこん団子
・れんこん 300g
・片栗粉 大さじ6
・塩　少々
・酢水（水500ml＋小さじ2）

・水 1L
・白だし 100ml
・みりん 大さじ1
・酒 大さじ1

・うす口醤油 小さじ1
・塩
・鶏もも肉 100g
・しいたけ 4枚

・まいたけ 1パック
・ごぼう 80g
・にんじん 80g
・細ねぎ 3本

・ゆずの皮【材料】

【作り方】
①れんこんは皮を剥き、すり下ろしやすい大きさに切り、酢水に1～2分程度浸し、水気をキッチンペーパーなどで軽く拭き取り、すり

下ろしたら汁を絞る。（絞り汁は後で使うので捨てない）片栗粉、塩少々を加えてよく混ぜ合わせ、16等分位に分け、白玉の要領で真
ん中を少し窪ませる。（固さにより絞り汁を加える）

② 鍋に水と白だし、調味料を加える。しいたけは5mm程に切り、まいたけは小房に分ける。ごぼうは笹がきにし、水に浸す。にんじん
は3～4mmの輪切りにして、花型で抜く。細ねぎは小口切りにする。鶏もも肉は小さめの一口大に切る。

③鍋に野菜と鶏肉を入れ、煮立て、中火にして10分程したら、れんこん団子を入れる。8分程煮込む。灰汁を取り、残った絞り汁を少々
加えると、とろみがつく。 

④器に入れ、細ねぎを散らし、ゆずの皮を添える。

●れんこん団子汁

・れんこん 100g
・紅大根 50g
　（ラディッシュ等）

・水菜 1/2束
・ツナ缶 1缶
・マヨネーズ 30g

・しょうゆ 小さじ1
・酢水（水500ml＋小さじ2）

【材料】

【作り方】
①れんこんは皮を剥き、2～4等分に切り、うす切りにし、酢水に浸す。紅大根も同等にうす切りにし、水菜は3～4cmに切り、大根と

共に水をさらし、水気を切る。
②れんこんはサッと熱湯に入れ、ザル上げし、冷ましておく。
③器にツナ缶、マヨネーズ、しょうゆを合わせ、①と②を加え和え、器に盛る。

●れんこんサラダ

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。

■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）
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〒330-0846　さいたま市大宮区大門町2-118大宮門街４～８F

案内図 2
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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
1月の休館日…1日～3日・10日・16日・23日・30日

案内図 1
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プラザイースト

〒336‒0932　さいたま市緑区中尾1440‒8
1月の休館日…1日～3日・23日

案内図 4
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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
1月の休館日…1日～3日・16日・23日・30日

案内図 3
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3・6０４８‒８５２‒０１２１
上峰コミュニティホール

〒338‒0014　さいたま市中央区上峰2‒3‒5

案内図14

1月の休館日…1日～3日

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

案内図15

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒８３４‒０５７０　6０４８‒８３４‒０５８０
下落合コミュニティセンター
〒338‒0002　さいたま市中央区大字下落合1712
スカイレジデンシャルタワーズ ノースウィング301・401

案内図16

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒６８6‒８６６６　6０４８‒６８６‒２９９９
片柳コミュニティセンター

〒337‒0026　さいたま市見沼区染谷3‒147‒1

案内図 17

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒８８７‒６５６５　6０４８‒８８７‒７０９０
浦和コミュニティセンター

〒330‒0055　さいたま市浦和区東高砂町11‒1‒10F

案内図18

1月の休館日…1日～3日

3・6０４８‒８８６‒５８５６
南浦和コミュニティセンター

〒336‒0016　さいたま市南区大谷場2‒6‒25

案内図19

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒７５８‒１９８０　6０４８‒７５８‒１９８５
コミュニティセンターいわつき

〒339‒0057　さいたま市岩槻区本町1‒10‒7

案内図20

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒７５８‒６５００　6０４８‒７５８‒６５２１
岩槻駅東口コミュニティセンター

〒339‒0057　さいたま市岩槻区本町3‒1‒1

案内図21

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒６２５‒３８５１　6０４８‒６２５‒２８８１
西部文化センター

〒331‒0052　さいたま市西区三橋6‒642‒4

案内図 8

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒６４５‒３８３８　6０４８‒６４５‒３８８１
大宮工房館

〒330‒0804　さいたま市大宮区堀の内町1‒577‒3

案内図❾

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒６４４‒３３６０　6０４８‒６４４‒３３６１
高鼻コミュニティセンター

〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒292‒1

案内図

3０４８‒６６７‒５６０４　6０４８‒６５４‒５５９４
東大宮コミュニティセンター

〒337‒0051　さいたま市見沼区東大宮4‒31‒1

案内図

休館日…令和4年11月1日（火）～令和5年8月31日（木） 休館日…令和4年7月1日（金）～令和5年3月31日（金）

❼❻

※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。

3０４８‒８５３‒７２３２　6０４８‒８５７‒１０９６
与野本町コミュニティセンター

〒338‒0003　さいたま市中央区本町東3‒5‒43

案内図12

1月の休館日…1日～3日

3・6０４８‒８５４‒８５８４
西与野コミュニティホール

〒338‒0005　さいたま市中央区桜丘2‒6‒28

案内図13

1月の休館日…1日～3日

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒６８７‒３６８８　6０４８‒６８７‒３７０５
七里コミュニティセンター

〒337‒0014　さいたま市見沼区大字大谷1210

案内図10

1月の休館日…1日～3日

案内図 11
3０４８‒６５３‒８５５８　6０４８‒６５３‒８５４１
宮原コミュニティセンター

〒331‒0811　さいたま市北区吉野町2‒195‒1
1月の休館日…1日～3日

※1月10日㈫は自家用電気工作物年次点検に伴い、おおむね午前中は全館停
電となります。停電中は施設並びに窓口業務を行っておりませんので、予
めご了承ください。
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（さいたま市民会館おおみや）

さいたま市民会館いわつき

ふれあいプラザいわつき
（老人憩いの家 ふれあいプラザ）
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25 さいたま市市民活動サポートセンター
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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
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大宮工房館

8

2

宮原コミュニティセンター

3

4

さいたま市
文化センター

5

美園コミュニティセンター

伝
統
文
化
施
設

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
（
市
民
活
動
支
援
施
設
を
含
む
）

★はチケット取扱い施設
（取扱時間はP4をご覧ください）

さいたま市内
施設案内図
西　区：　　　　北　区：
大宮区：　　　　見沼区：
中央区：　　　　桜　区：
浦和区：　　　　南　区：
緑　区：　　　　岩槻区：

3０４８‒６４８‒１１７７　6０４８‒６４８‒１３１１
氷川の杜文化館

〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒262‒1
1月の休館日…1日～3日・16日

案内図26
3０４８‒８３５‒７４５０　6０４８‒８３５‒７４５３
恭慶館

〒330‒0061　さいたま市浦和区常盤9‒30‒5
1月の休館日…1日～4日・10日・16日・23日・30日

案内図27

3０４８‒664‒1636
盆栽四季の家

〒331-0805　さいたま市北区盆栽町267-1

案内図28

1月の休館日…1日～3日

3０４８‒764‒8810　6０48‒764‒9310
美園コミュニティセンター

〒336-0967　さいたま市緑区美園4-19-1
1月の休館日…1日～3日

3０４８‒813‒6400　6０48‒887‒0161
さいたま市市民活動サポートセンター
〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町11-1
コムナーレ9F
1月の休館日…1日～3日

案内図25案内図 24

ふれあいプラザいわつき
老人憩いの家（シニア憩いの家）ふれあいプラザ
3０４８‒７５６‒６０００　6０４８‒７５６‒６０３６
〒339‒0005　さいたま市岩槻区東岩槻6‒6

案内図23

1月の休館日…1日～3日

3・6０４８‒６６４‒４０７８
日進公園コミュニティセンター

〒331‒0823　さいたま市北区日進町1‒312‒2

案内図22

1月の休館日…1日～3日
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ホール

イベントカレンダー 1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/12/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

7土 RaiBoC Hall（レイボックホール）
ニューイヤーコンサート2023

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

15:00
S席　5,000円
A席　4,500円
B席　4,000円
（全席指定）

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
048-641-6131

8日 SaCLaアーツコンサート・冬
島貫 愛ピアノリサイタル

市民会館いわつき
ホール 14:00 500円 市民会館いわつき

048-756-5151

9月 子ども音楽体験
～みんなで楽しむコンサート～

浦和
コミュニティセンター
多目的ホール

9:40 資料代（大人）700円
（事前申込み制）

担当  山田
090-3570-1684
Ｅseikoyamada62@hotmail.com

14土

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

プラザウエスト
さくらホール 14:00

大人1,000円
小学生以下500円
（全席指定）

プラザウエスト
048-858-9080

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

さいたま市文化センター
大ホール 15:00

S席　4,000円
A席　3,500円
B席　3,000円
（全席指定）

さいたま市文化センター
048-866-3171

15日 Shining Hearts’ Party 20 さいたま市文化センター
大ホール 14:00 入場自由・無料

NPO法人 子育て応援隊むぎぐみ
担当 島村
090-8487-0364

20金 さいたま能
能舞台見学会

さいたま市文化センター
小ホール

17：00～
19：00

（最終受付
18：30）

無料 SaCLaインフォメーションセンター
048-866-4600

21土 さいたま能
狂言「ぬけから」・能「巴」

さいたま市文化センター
小ホール 14:00

大人3,000円
大学生以下2,500円
小・中学生無料

SaCLaインフォメーションセンター
048-866-4600

22日

不登校や引きこもりの方の親の会
「つながるカフェドーナツ」

プラザイースト
第２セミナールーム 11:00 無料・予約制 担当 福山

070-3275-5896

さいたまスーパーシニアバンド
創立15周年記念
第15回定期演奏会

プラザウエスト
さくらホール 13:00 1,500円

（全席自由）

さいたまスーパーシニアバンド
事務局
担当  有本
090-1509-4600

28土 新春の雅楽 氷川の杜文化館
伝承の間 14:00 2,000円

（全席指定）
氷川の杜文化館
048-648-1177

29日
元中日ドラゴンズ監督・
ゼネラルマネージャー
落合博満講演会2023

さいたま市文化センター
大ホール 14:00 5.500円

（全席指定）
㈱キョードー横浜
045-671-9911

14 2023/1

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

１月６金
▼

１月10火
第10回埼玉建築文化賞作品展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶20:00
10日は16:00まで 入場自由・無料 一般社団法人埼玉建築士会

048-861-8221

１月８日
▼

１月15日
絵画造形教室　小さな森のアトリエ
絵画作品展示会

氷川の杜文化館
展示場

10:00▶18:30
15日は15:00まで 入場自由・無料 担当  野村

Ｅart-nomura@hotmail.co.jp

１月20金
▼

１月22日
第24回埼玉一美会書道展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00

20日は12:00から
22日は15:00まで

入場自由・無料
埼玉一美会
担当  浅見
090-2725-0656

１月29日
▼

１月31火
俳句展示会

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶17:00
29日は10:30から
31日は15:00まで

入場自由・無料
浦和馬醉木会
担当 倉本
070-2163-7015

※開催期間内に施設が休館している場合がございます。
※各施設の休館日はP12・13をご覧ください。展示



チ ャ レ ン ジ

Challenge

SHIGERU KAWAIを感じよう！/グランドピアノKAWAI  SK-EXの演奏体験
市民会館おおみやフェスティバル

公共ホールでは珍しい、カワイのフルコンサートグランドピアノ「SK-EX」を無料で30分間体験できます。

募 集
参 加 者

 令和5年2月26日㈰　13:00～17:00の間の各30分
 RaiBoC Hall　大ホール
対象・定員  市内在住・在勤・在学の小学生以上の方、８人
参加費  無料
その他  当日は観覧者が入る予定です。

応募方法 　令和5年1月14日㈯の10時から、電話で、市民会館おおみやへ(先着順)。
申込み先 　〒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）
締切日 　先着順で、定員に達し次第締切
お問合せ 　RaiBoC Hall（市民会館おおみや）　048-641-6131

開催日時・
会場

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

（公財）さいたま市文化振興事業団では、チケットの先行予約や割引サービスなどが受けられる
「S

サ ク ラ

aCLa友の会」を発足し、会員を募集しています。この機会にぜひ「S
サ ク ラ

aCLa友の会」にご入会ください。

「S
サ ク ラ

aCLa友の会」会員を募集中！！募 集
登 録 者

対象 　一般の方（未成年者は、保護者の同意が必要です。）
費用 　年1,500円（入会時には入会金400円を別途いただきます。）
申込み 　当事業団の管理施設（P13参照）やさいたま市役所内文化振興課に

て、申込用紙を配布中。必要事項に記入の上、郵送または、当事業
団（さいたま市文化センター2F事務室）までお申込みください。

お問合せ 　048-866-4600（SaCLaインフォメーションセンター）その他特典も予定しております。

チケットの先行予約特典①
チケットの割引販売特典②
会報誌・情報誌SaCLa
を月１回お届け

特典③

　一般の方（未成年者は、保護者の同意が必要です。）

152023/1

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

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）　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 令和5年1月20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  令和５年1月6日㈮~13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 令和5年1月5日㈭・12日㈭・19日㈭・26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）

⬅公式サイト
　「さポット」は
　こちら

みんなの気持ちの交流から
きずなをつなぐ中間支援を
行っています。

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information



参加無料

編集・発行
さいたま市南区根岸1-7-1  Ｔ048-866-3467
（公財）さいたま市文化振興事業団　https://saitama-culture.jp/

さいたま市文化振興事業団 検索
⬆

プレゼント当選発表 情報誌SaCLa10月号の「ケロポンズ　サイン色紙」プレゼントの当選者は小沢灯魅様、奥山達也様、
髙橋光輝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「劇団Liebe 新作公演
『TOSHISHUN ～杜子春～』」（令和5年2月11日
(土・祝)・12日(日)各14時・会場：プラザイースト）
で演出・音楽を担当される和田啓さんのサイン色
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⑤1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「劇団Liebe 色紙」プレゼント係までご応募ください
【締切：1月13日㈮必着】。当選者の発表は、SaCLa4月
号にて発表いたします。

16 2023/1
LINEで
友だちになろう！


