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今月のArtist Interviewは令和5年4月23日（日）市民会
館いわつき ホールで開催される「さいたま市民の日記
念事業 益子侑ヴァイオリン・リサイタル」に出演され
る益子侑さんです。さいたま市で生まれ育ち、現在は
ジャンルや常識に捕らわれずに国内外で活躍する益子
さんに近年の音楽活動について伺いました。

Artist
Interview

ヴァイオリニスト

益子　侑
Y U  M A S H I K O

埼玉県さいたま市出身。東京音楽大学付属高等学校を経て東京音楽大学卒業。
2016年デビューアルバム「益子侑ヴァイオリン・リサイタル」は音楽之友社『レコー
ド芸術』にて準特選盤に輝く。クラシックにとどまることなく、エンヤ、サザン
オールスターズ、福山雅治、松田聖子、氷川きよし、SMAP、平井堅、小林幸子他
多数アーティストと共演。2018年女子テニス世界大会『花キューピットオープン』
国歌独奏。2019年NHK大河ドラマ『いだてん』出演。豪華客船「飛鳥Ⅱ」、丸ノ内
COTTON CLUB、ホテルニューグランド、ホテル東京ガーデンパレス等でディナー
ショーを行う。自身がレギュラーパーソナリティを務めるFM番組では世界各国の
名曲をジャンルレスに紹介。テレビ埼玉・情報番組『マチコミ』、テレビ東京『歌いー
な！』『バラ色ダンディ』、FM NACK5『カメレオンパーティー』、ニッポン放送『金
曜ブラボー。』、TBSラジオ『生島ヒロシのおはよう一直線』『朝比奈彩の淡路島放
送局！』、J-WAVE『葉加瀬太郎／WORLD AIR CURRENT』ほかゲスト出演。また、
長年有名テーマパークにてメインショーやパレードに出演。その経験を生かし、ファ
ミリーコンテンツ【音楽のテーマパーク”Youland” 】を全国で展開。2015～2017
年、NHK夏休み親子コンサート演出・出演。ハローキティショーレストラン『HELLO 
KITTY SHOW BOX』ではショープロデュースを行う。2022年1月、「益子侑＆デ
ラックス」として日本コロムビアよりメジャーデビュー。『iZA!』『JAPANESQUE』
『情熱大陸』を3ヶ月連続で配信リリース。2022年7月、フランス・パリにて行われ
た世界最大級のジャパンフェスティバル【Japan Expo Paris】に出演し、大好評を
得る。現在、淡路島にて音楽で地方創生を目指した『音楽島-Music Island-』のプロ
ジェクトマネージャーを務めている。
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益子さんにはおよそ３年前にもSaCLaのインタビューをさせ
ていただきました。当時はまだ世の中がコロナ禍となる前で
したが、その頃と現在ではアーティストとしての活動内容は
どのように異なりますか。
　コロナ禍になる前は日々ステージに立って演奏をしていまし
たが、コンサートが開催できなくなってしまった時に音楽家と
して自分が今できることは何だろうと非常に悩みました。様々
なことを模索する中で本格的に作曲活動に取り組んでみたんで
す。普段の日常で散歩したりお風呂に入ったりしている時にふ
と「あ、これいいかも」と思ったメロディーをスマホのボイスメ
モに鼻歌で録音しておいて、その素材をもとに曲を作るんです。
なるべく覚えてもらいやすいキャッチーな曲を作りたいと思っ
ていますし、まだ発表していない曲も沢山あるので、いつか皆
さんにお届けできるように今後も頑張りたいですね。

多くのアーティストにとってコロナ禍は今後の活動を見つめな
おす機会になっていますよね。ご自身で制作された曲はどの
ような反響がありましたか。
　今年リリースした「JAPANESQUE」はコロナ禍で様々なこと
が制限されてしまう中でも皆で力を合わせながら一歩ずつ進ん
でいこうという気持ちを込めた前向きな和風の楽曲です。今年
7月にフランスのパリで開催された「Japan Expo」に出演した
際に披露したんですが、現地の外国人の方々が拍手喝采で喜ん
でくれたことが本当に嬉しかったです。この曲はミュージック
ビデオも素敵な映像作品に仕上がっているので、ぜひ見ていた
だきたいですね。

少しずつコンサート出演の機会も増えてきていると思います。
演奏活動の場で以前と変わったことはありますか？
　近年は淡路島で演奏活動を通して地方創生に貢献するプロ
ジェクトにも取り組んでいて、今は淡路島とさいたま市を行っ
たり来たりしながら活動をしています。淡路島では小学校や公
民館など地元の方が集まる場所で演奏を披露しているんですが、
お客様はこんなに本格的な演奏を聴く機会は今までなかったっ
て喜んでくださるので、そう言っていただけると音楽をやって
いて良かったなと思えますね。そのプロジェクトでは淡路島の
特産品である玉ねぎをモチーフにした曲を作っていて、そうい
う曲を作ると地元の方も喜んでくれるのでモチベーションに繋
がっています。今後はさいたま市でも盆栽や鉄道など地元の特
色をテーマにした作曲活動に挑戦したいです。あとはコンサー
トホール以外の場所でも精力的に演奏を披露することで、私か
ら市民の方に会いに行く機会を増やしたいですね。

最近はYouTubeでの活動にも注力されていますね。どのよ
うな動画を公開されていますか。
　YouTubeは手軽に自分自身を表現できるので音楽家として
は魅力的なコンテンツです。編集も自分で行い、毎週金曜日に
新しい動画を公開しているんですが、その中でも人気が高いの
は映画のテーマ曲ですね。最近は映画「ひまわり」(1975年公
開)のテーマ曲「Sunflower」を演奏している動画を公開しまし
た。この映画はウクライナのひまわり畑で撮影されているシー

ンが印象的なのですが、今日の
世界情勢も踏まえて平和を祈る
コメントを沢山いただいていま
す。この動画はコンサートのリ
ハーサルの際に急遽スマホで撮
影して公開した映像なんです
が、早いスピード感で自分の活
動を世界に発信できることも
YouTubeならではですね。

コロナ禍を経てさらに活躍の幅を広げていらっしゃる益子さ
んのコンサートが今から楽しみです。地元のさいたま市で開
催される今回の公演の聴きどころを交えながら、読者の方に
向けてメッセージをお願いします。
　本格的なクラシック曲はもちろんですが、多くの方にとって
聴き馴染みのある曲を中心に披露する予定です。映画音楽や
ディズニーの名曲など、懐かしい曲が盛り沢山の内容になりそ
うです。余談ですが昔はよく春になると市民会館いわつきがあ
る岩槻城址公園に行って桜を眺めることが好きでした。市民会
館いわつきの館内レストランで食べられる豆腐ラーメンも大好
きなんです。それだけ思い入れのあるホールでコンサートが開
催できることを心から嬉しく思います。今の時代はインター
ネット配信などでもコンサートを鑑賞できますが、全身で音の
響きを感じられる生演奏を通して、お客様と一体感を味わえる
コンサートにしたいです。ぜひ会場にお越しください。よろし
くお願いします。

益子さんのミュージックビデオや演奏動画が楽しめる
公式YouTubeチャンネルは右記のQRコードから 
ご覧ください！

さいたま市民の日記念事業
益子侑ヴァイオリン・リサイタル

フランス・パリで開催された「Japan Expo」
にて大喝采を浴びたヴァイオリニスト、益
子侑(さいたま市出身)のリサイタルを開催
します。
【演奏予定曲】
愛をこめて花束を、ハナミズキ、
パッヘンベルのカノン(春ver)、
ディズニーメドレー(美女と野獣など)　他

2月11日（土）10：00より発売開始 
※2月12日（日）9：00より窓口にて購入も可

4月23日日　開演 14:00
市民会館いわつき　ホール　3048-756-5151（9:00〜19:00）

さいたま市民1,500円　大人1,800円　大学生以下1,000円
（全席指定）　未就学児不可
※さいたま市在住・在勤の方はさいたま市民料金適用 
　（インターネット販売は対象外）。

OK！

16ページにプレゼントのお知らせがあります!
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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。

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。

さいたま能
狂言「ぬけから」・能「巴」

OK！

提供：大島能楽堂

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

スプリングコンサート
電子ピアノソリスト稲田志保子によるコンサートを開催します。

３月12日日　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

２月12日（日）10：00より発売開始
※２月13日（月）９：00より電話予約または窓口にて購入も可

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
048–758–6500

稲田志保子

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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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。

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

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

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

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

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祭典。オリジナ
ル短編映画を行い、地域の映像文化の発展を
目指しています(主催：岩槻映画祭実行委員会）。

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）

発売中

チケットは市民会館
いわつきのみで販売
048-756-5151

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。

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

OK！

発売中

友の会料金　1,000円

写真は昨年度の公演

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。

１月28日土　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間
3048-648-1177（9:00〜21:00）

2,000円（全席指定）　未就学児不可

受付中

チケットは氷川の杜文化館
窓口のみで受付
048-648-1177

RaiBoC寄席

豪華メンバーで笑いをお届けします。

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 残席僅か

～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か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。

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！

友の会料金　4,000円

発売中発売中 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。 52023/2



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。

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

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

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！

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

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。

OK！

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

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）

発売中

チケットは氷川の杜文化館
窓口のみで販売
048-648-1177

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。

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

OK！

友の会料金　1,000円

写真は昨年度の公演

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

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

地域を巡る作品展
地域の小学校（美園小学校、大門小学
校、野田小学校）と美園教育相談室の
児童による絵画作品を巡回展示します。
※巡回スケジュールは、14～15ページ
のカレンダー（展示）をご確認ください。

【申込み方法】
当日、直接、会場へ

【問合せ】
美園コミュニティセンター
TEL：０４８－７６４－８８１０

２月１日水～27日月
美園コミュニティセンター１階エントラン
スホール、浦和美園駅１階掲示スペース、
イオンモール浦和美園３階

観覧自由・無料

大宮特選落語
三遊亭好楽・春風亭昇太・林家たい平　三人会

三遊亭好楽・春風亭昇太・林家たい平による三
人会を開催します。

発売中

４月２日日　開演 13：30
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all（市民会館おおみや）　大ホール

3048-641-6131（9:00〜19:00）

4,500円（全席指定）　未就学児不可

林家たい平三遊亭好楽 春風亭昇太
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浦和コミセンまつり
ホールにて、日頃から浦和コミュ
ニティセンターを活動場所とする
団体の成果発表を開催します。

【同時開催】さいたま市市民活動
サポートセンターフェスティバル

【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

３月４日土・５日日
10：00～16：00
浦和コミュニティセンター　多目的ホール

当日先着順・無料

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】
宮原コミュニティセンター
TEL：０４８－６５３－８５５８
馬宮コミュニティセンター
TEL：０４８－６２５－８８２１

２月10日金～24日金
9：00～17：00
宮原コミュニティセンター　１階ラウンジ

２月28日火～３月14日火
9：00～17：00
馬宮コミュニティセンター　１階ふれあいラウンジ

観覧自由・無料

さいたま市市民活動サポートセンターフェスティバル

【同時開催】浦和コミセンまつり、市民
活動夢マルシェ、自主製品見本市

【申込み方法】当日、直接、会場へ
【問合せ】さいたま市市民活動サポート
センター　TEL：０４８－８１３－６４００
FAX：048－887－0161　E-mail：info-
saposen@saitama-culture.jp

さいたま市で活動する市民活動団体が集合し、展示室やステージにて活動の
魅力を発信します！体験や物販のほか、謎解きもあり、子どもから大人まで楽
しめるイベントです。

３月４日土・５日日
10：00～16：00
さいたま市市民活動サポートセンター　全館

観覧自由・無料

地域連絡協議会協力校児童作品展
地域連絡協議会協力校である日進
小学校児童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】
日進公園コミュニティセンター
TEL：048－664－4078

２月４日土・５日日
9：00～16：00
日進公園コミュニティセンター　談話室

観覧自由・無料

太鼓まつり
当館で活動している複数の太鼓団
体の演奏会を開催します。

【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

２月19日日
開場 13：00　開演 13：30
西部文化センター　多目的ホール

定員 200人　観覧自由・無料

大宮アルディージャ講演会
～サッカーに関する仕事～

大宮アルディージャクラブスタッフ
によるサッカーにまつわる講演会
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

２月26日日
開場 10：00　開演 10：30
西部文化センター　多目的ホール

定員 200人　観覧自由・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

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

２月18日土　10：00～15：30
日進公園コミュニティセンター　体育室他

当日先着順・無料

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。 72023/2



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

 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 　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、定員になり次第締切
お問合せ 　RaiBoC Hall（市民会館おおみや）　048-641-6131

開催日時・
会場

文化芸術活動の支援組織

アーツカウンシルさいたま

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。月曜が祝日の場合は、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

　「アーツカウンシルさいたま」では、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す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。

ロゴマーク コンセプト
　球体と影で、「アーツカウンシルさいたま」が、求心的に文化活動を実現させることを表しています。また、市の花
「サクラソウ」にヒントを得た色で、文化芸術を支える組織であることを示しています。
　そんなアーツカウンシルとしてふさわしい中立的な属性を保つため、ロゴにはニュートラルなゴシックフォント
を使用しています。
 デザイン作成 　　田中　偉一郎
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謡・仕舞鑑賞会
さいたま市内の各流派、団体が一
堂に会し、謡・仕舞鑑賞会を開催し
ます。

【申込み方法】２月１２日（日）１０時
より、電話にて受付。
◦全席指定
◦会場内は必ず靴下等着用

【問合せ】氷川の杜文化館
TEL：０４８－６４８－１１７７

３月11日土　開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間

定員 36人　申込み制・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

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　観覧自由・無料

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）

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

与野本町コミセンまつり
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３館の利用団体に
よる実演・展示の発表会を行います。

【申込み方法】
当日、直接、会場へ

【問合せ】
与野本町コミュニティセンター
TEL：０４８－８５３－７２３２

３月４日土・５日日
10：00～16：00

（５日は15：00まで）
与野本町コミュニティセンター　全館

観覧自由・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 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

ベーゼンドルファークラブ in Winter 日程 2月26日日　9:00～21:00（全1回）
会場 プラザイースト 緑　区世界3大ピアノと称される「ベーゼンドルファー」をホールにて演奏いただけます

費用  3,500円　　 対象  市内在住・在勤・在学の小学生以上の方　　 定員  12人　　 申込み  電話・1/25㈬10:00～1/31㈫17:00　　 その他  ※抽選を行い、当選者には2月12日㈰までに電話等で通知
問合せ・受付  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎︎048-875-9933

ミニ盆栽体験講座 日程 2月28日火　10:00～12:00（全1回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区手のひらサイズの紅葉で盆栽体験をします

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  15人　　申込み  来館又は電話・1/20㈮ 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

桜のミニ盆栽をつくろう（１） 日程 3月4日土　①10:00～11:30 ②13:00～14:30（各全1回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区桜を使ったミニ盆栽をつくります

費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の小学生以上の方　　定員  各7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 2/15㈬　　 その他  ※参加希望時間（①、②）を明記　※小学生は保護者同伴
問合せ・受付  〒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

桜のミニ盆栽をつくろう（２） 日程 3月5日日　①10:00～11:30 ②13:00～14:30（各全1回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区桜を使ったミニ盆栽をつくります

費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の小学生以上の方　　定員  各7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 2/15㈬　　 その他  ※参加希望時間（①、②）を明記　※小学生は保護者同伴
問合せ・受付  〒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

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
おはなし会 日程 2月16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・2/9㈭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

親子で学ぼう！日進餅つき踊り 日程 2月26日日 10:00～12:00（全1回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区江戸時代から続く伝統文化について学ぼう

費用  無料　　対象  市内在住・在学の小学3年生～中学生とその保護者　　定員  15組　　申込み  電話・2/3㈮ 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

学生ボランティア事業「子どもチアダンス講座」 日程 3月21日火・ 10:00～12:00（全1回）
会場 七里コミュニティセンター 見沼区大宮東高校ソングリーディング部による初歩的なレッスンです

費用  無料　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 3/6㈪ 
問合せ・送付先  〒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

　技能・資格・教養
IT講座～Jimdoで作るホームページ講座 日程 3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 2/15㈬
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

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。

　文化・芸術・趣味
部員募集！家庭科クラブ～入園入学グッズ編① 日程 3月7日火 9:30～12:30（全1回）

会場 宮原コミュニティセンター 北　区布はカットしてあるので、あとは縫うだけ！レッスンバッグ製作のお手伝いをします
費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  10人　　申込み  電話又はFAXにて受付・2/6㈪ 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　Ｆ048-653-8541

部員募集！家庭科クラブ～入園入学グッズ編② 日程 3月7日火 13:30～15:30（全1回）
会場 宮原コミュニティセンター 北　区布はカットしてあるので、あとは縫うだけ！上履き入れ製作のお手伝いをします

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  10人　　申込み  電話又はFAXにて受付・2/6㈪ 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　Ｆ048-653-8541

桃の節句の茶会 日程 3月12日日 10:00～13:00（全1回）
会場 恭慶館 浦和区はじめての方でも気軽に楽しめる季節の茶会を開催します

費用  500円　　対象  小学生以上の方　　定員  48人　　申込み  電話・2/25㈯ 10:00～　　その他  ※参加費は当日徴収　※施設内は必ず靴下等着用
問合せ・受付  〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9-30-5 恭慶館　☎︎ 048-835-7450

第61回いわつき散歩道 日程 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
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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。
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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」⑫教わり上手は報告上手
　先日、知人から聞いた話。「お弁当が美味しそう、レシピを教えて」と聞かれて説明しても一度も作ったという報

告を受けたことはなく、また同じ質問をしてくる人が職場にいるそうです。「ウンザリして、教えない！　と言っちゃ
いました～」と彼女は苦笑しつつ、なぜ「作ってみた、美味しかった」と言えないのか、ほんのひと言でギフトを貰っ
たような気分になれるのに、品物と違って言葉はタダなのにと残念そうにしていました。

同様の話を仕事の現場でも耳にします。仕事は一人で行っているわけでなく、関係者と連携して進めていくものな
ので、周囲との「報連相（報告・連絡・相談）」が欠かせません。教えてもらって助かった、聞いていたお陰で無事対処で
きたといった経験は誰しもあるはずです。そのとき、情報提供や助言をしてくれた相手に事後報告をしているでしょ
うか。教わったときにマナーとしてお礼を述べても、結果まで知らせる人は意外と少ないように思われます。

春は職場に新人さんが配属されて指導担当者や先輩、上司から助言や教えを仰ぐ場面が増える時期です。問題な
くできたかどうか、指示者や相談を受けた人は気にしています。しかし、こちらから声をかけるのは「監視している、
急かしている」と敬遠されるのではないかと躊躇するようです。報告をジッと待ち、たまりかねて尋ねると「できまし
た」とあっさり返され気が抜けた、といった嘆きを管理職研修などで聞かされることがあります。なぜ「終わりました」
とひと言でいいから報告しないのかと苛立ち、「聞かれたことしか教えない」という気持ちになるのも理解できます。

一方、教わり上手な人の共通点は、こまめに報告をすることです。うまくいったときは「教わったとおりにやった
ら解決しました」と安心させて、「いつでも何でも聞いてね」と言ってくれる味方を増やしていきます。うまくいかな
かったときも「なかなか先輩のようにはできません」と報告して、さらにアドバイスを引き出します。相手の言葉をき
ちんと受け止めたことを伝える行為は敬意の表明でもあり、リスペクトされて気分を害する人などいないでしょう。

以前、読んで面白かった小説の話をすると「私も読んだ、映画も面白いよ」と勧められ、DVDを借りて観たと伝え
ると感激された経験があります。自分も有益な情報を得て相手も良い気分になれる、そんなギフトのようなひと言を
やりとりできると日々穏やかに過ごせそうですね。

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/

■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）
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（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧
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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 馬宮コミュニティセンター
3０４８⊖６２５⊖８８２１　6０４８⊖６２５⊖８８２２
〒331⊖0061　さいたま市西区西遊馬533⊖1

案内図15

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
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

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
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

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
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
コムナーレ10F

案内図18

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
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

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
2月の休館日…13日・27日

案内図 5

3０４８⊖６４１⊖６１３１　6０４８⊖６４１⊖６１３３
（さいたま市民会館おおみや）
Ｒ
レ イ ボ ッ ク
ａｉＢｏＣＨ

ホ ー ル
ａｌｌ

〒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
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
2月の休館日…6日・13日・20日・27日

案内図 1

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
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

案内図 11

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
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

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
2月の休館日…13日・27日

案内図 4
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
2月の休館日…6日・13日・20日・27日

案内図 3

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 6

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

❼

※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。

❻
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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
2月の休館日…20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
2月の休館日…6日・13日・20日・27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
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★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⊖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

案内図25
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

案内図 24

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 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
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ホール

イベントカレンダー 2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5年/1/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

4土

第21回さいたま市外国人による
日本語スピーチ大会

浦和
コミュニティセンター
多目的ホール

13:00 入場自由・無料
公益社団法人さいたま観光国際協会
国際交流センター
048-813-8500

TSUKEMEN CONCERT
the BEST

さいたま市文化センター
小ホール 15:00 4,500円 さいたま市文化センター

048-866-3171

11土

第７回岩槻映画祭 市民会館いわつき
ホール 9:50 500円 市民会館いわつき

048-756-5151

RaiBoC 寄席
RaiBoC Hall

（市民会館おおみや）
大ホール

14:00
S席　4,000円
A席　3,500円
B席　3,000円

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
048-641-6131

劇団Liebe
「TOSHISHUN ～杜子春～」

プラザイースト
ホール 14:00 1,500円

（全席自由）
プラザイースト
048-875-9933

12日
第7回岩槻映画祭 市民会館いわつき

ホール 9:50 500円 市民会館いわつき
048-756-5151

劇団Liebe
「TOSHISHUN ～杜子春～」

プラザイースト
ホール 14:00 1,500円

（全席自由）
プラザイースト
048-875-9933

18土

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

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

プラザイースト
ホール 14:00 4,000円

（全席指定）
プラザイースト
048-875-9933

19日 太鼓まつり 西部文化センター
多目的ホール 13:30 入場自由・無料 西部文化センター

048-625-3851

25土 藤原道山 早春尺八コンサート
「雙 ︲SO︲」

さいたま市文化センター
小ホール 15:00 4,000円 SaCLaインフォメーションセンター

048-866-4600

26日

大宮アルディージャ講演会
～サッカーに関する仕事～

西部文化センター
多目的ホール 10:30 入場自由・無料 西部文化センター

048-625-3851

アコースティックギター発表会
RaiBoC Hall

（市民会館おおみや）
小ホール

11:00 入場自由・無料
RaiBoC Hall

（市民会館おおみや）
048-641-6131

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

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

13:00 入場自由・無料
RaiBoC Hall

（市民会館おおみや）
048-641-6131

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～

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
小ホール

15:00 500円
（全席指定）

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
048-641-6131

完売御礼

14 2023/2

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

２月１水
▼

２月９㊍

「地域を巡る作品展」
美園小学校⇒美園コミュニティセンター
大門小学校⇒浦和美園駅
野田小学校＋美園教育相談室⇒イオン
モール浦和美園

美園
コミュニティセンター
１階エントランスホール
浦和美園駅
１階掲示スペース
イオンモール浦和美園
３階

美園コミュニティセンター
1階エントランスホール

8:30▶21:30
浦和美園駅

1階掲示スペース
5:10▶23:55

イオンモール浦和美園
３階

9:00▶22:00
※9日㈭は各会場

16:00まで

観覧自由・無料 美園コミュニティセンター
048-764-8810

２月５日
▼

２月11土
ハイキングクラブ浦和2023文化展

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
5日は13:00から
11日は15:30まで

入場自由・無料
ハイキングクラブ浦和　
担当  倉重

048-822-2470

※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



152023/2

２月10金
▼

２月18土

「地域を巡る作品展」
美園小学校⇒イオンモール浦和美園
大門小学校⇒美園コミュニティセンター
野田小学校＋美園教育相談室⇒浦和美園駅

美園
コミュニティセンター
１階エントランスホール
浦和美園駅
１階掲示スペース
イオンモール浦和美園
３階

美園コミュニティセンター
1階エントランスホール

8:30▶21:30
浦和美園駅

1階掲示スペース
5:10▶23:55

イオンモール浦和美園
３階

9:00▶22:00
※18日㈯は各会場

16:00まで

観覧自由・無料 美園コミュニティセンター
048-764-8810

２月13月
▼

２月19日
写真展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00

13日は13:00から
19日は15:00まで

入場自由・無料
埼玉読売写真クラブ大宮支部
担当  曽根
Ｅsone1978kobukobu@yahoo.co.jp

２月18土
▼

２月19日
シニアPCサロン西堀交流会

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶16:00 入場自由・無料
シニアPCサロン西堀
担当  高橋

090-7825-0334

２月19日
▼

２月27月

「地域を巡る作品展」
美園小学校⇒浦和美園駅
大門小学校⇒イオンモール浦和美園
野田小学校＋美園教育相談室⇒美園コ
ミュニティセンター

美園
コミュニティセンター
１階エントランスホール
浦和美園駅
１階掲示スペース
イオンモール浦和美園
３階

美園コミュニティセンター
1階エントランスホール

8:30▶21:30
浦和美園駅

1階掲示スペース
5:10▶23:55

イオンモール浦和美園
３階

9:00▶22:00
※27日㈪は各会場

16:00まで

観覧自由・無料 美園コミュニティセンター
048-764-8810

２月22水
▼

２月28火
2023　五爺会絵画展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶16:00

22日は12:00から
27日は15:00まで

入場自由・無料 担当  磯崎
048-653-3905

２月24金
▼

２月26日
アトリエぱぴえYONO作品展vol.12 プラザウエスト

ギャラリー 10:00▶17:00 入場自由・無料
アトリエぱぴえYONO
担当  ほうりき

090-5789-1113

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  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  2月17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  2月3日㈮～10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  2月2日㈭・9日㈭・16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



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
扌

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。）

プレゼント当選発表 情報誌SaCLa11月号の「TSUKEMEN　サイン色紙」プレゼントの当選者は佐々木浩美様に決定いた
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「さいたま市民の日記念事
業 益子侑ヴァイオリン・リサイタル」（4月23日
(日)14時・会場:市民会館いわつきホールに出演さ
れる益子侑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⑤2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「益子侑色紙」プレゼント係までご応募ください【締
切:2月15日（水）必着】。当選者の発表は、SaCLa5月号
にて発表いたします。

16 2023/2
LINEで
友だちになろう！


